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令和元年度第５回千葉市建築審査会議事録 

 

１ 日 時 令和元年８月１６日(金) 午後２時００分～午後２時４５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、岡田会長代理、鈴木委員、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 

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、（書記）海保主査、三宅主任技師、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４８条第５項ただし書きの許可の同意について 

※非公開の議案 

イ 議案第２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 

令和元年度第４回建築審査会で審議した議案第１号から第２号は７月２９日付け、

議案第３号は７月３１日付け、議案第４号は７月２６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 
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「同意」と決定した。 

イ 議案第２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９月２０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１０月１８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４８条第５項ただし書きの許可の同意について 

用途地域の特例 

観覧場の新築 

 

（１）建築指導課説明 

この案件は、建築基準法第４８条第１５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４８条第５項ただし書、以下記載のとおりとなり

ます。 

また、「11 その他」といたしまして、公聴会を令和元年７月２６日に開催し、利

害関係者の出席はなく、利害関係者以外１名の出席がございましたが、特に反対の意

見はございませんでした。 

申請理由でございますが、本案件は、第一種住居地域において、「住居の環境を害

するおそれがない」と認められる観覧場を、新築するものです。 

今回の計画は、既設の千葉競輪場が老朽化していること、国際自転車競技規格と一

致した周長２５０メートル競走路を有する施設にするとともに、競技以外において多

目的な市民利用を促進することを目的として建替えを行うものでございます。 

しかしながら、本計画建物が第一種住居地域で認められない観覧場の用途であるた

め、建築基準法第４８条第５項ただし書の規定による、許可申請がなされたものでご

ざいます。 

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。お手元タブレット

では、最初の画面、案内図です。 

図面上側が真北でございます。 
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申請地は、千葉都市モノレール千葉公園駅から、北西へ約２００メートルの位置で、

赤枠で表示した場所になります。 

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。 

画面中央の赤枠で、表示したところが申請地です。 

用途地域は第一種住居地域で、高さ制限２０メートルの「第一種高度地区」の指定

があります。緑枠で表示した千葉公園内に位置しております。 

次に周辺土地利用現況図ですが、お手元では３ページをご覧ください。 

赤枠で表示したところが申請地です。 

灰色で着色している部分が既存の競輪場敷地で、敷地・規模を縮小しての建替え計

画でございます。 

なお、申請地の北側既存競輪場余剰地は、図面下にございます千葉市体育館の建替

え予定地で、今年度中に建築基準法第４８条のただし書許可申請がなされる予定でご

ざいます。 

申請地の周囲の建物は、西側は、黄色又はオレンジ色で着色している住居系建物が

立地しており、東側は、黄色又はオレンジ色で着色している住居系建物の他、ピンク

色で着色している商業系建物が立地しております。 

次に現況写真ですが、お手元では４ページをご覧ください。 

画面左側は現況、右側は計画イメージでございます。 

赤枠で表示したところが申請地で、右側の図面中、青色引き出し線で計画建物と記

載したところが計画建物でございます。 

次ページをご覧ください。 

敷地周囲から、申請地を見た様子です。 

画面中央には写真撮影方向を示したキープラン、画面左側右側にはそれぞれの方向

の写真を表示しております。 

敷地周囲は、左上写真⑩及び右上写真①で表示している場所は道路、その他は公園

内園路となっております。 

写真及びキープランに、赤色で表示している部分が申請地の境界線、青色で表示し

ている部分が計画建物でございます。 

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、右側に計画概要を表示しております。 

なお、配置図以降は、真北が図面左側になります。 

画面右側計画概要をご覧ください。 

計画建物の延べ面積は、14,099.56平方メートル、建築面積は、9,611.64平方メー

トル、規模・構造は、地上４階地下１階、鉄筋コンクリート造・鉄骨造でございます。 
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画面中央、配置図をご覧ください。 

申請地は赤枠で表示したところで、青色で表示しているところが計画建物です。 

申請地北側、図面左側は周辺土地利用現況図の際にご説明した通り、千葉市体育館

建て替え予定地でございます。 

配置計画は、住宅が隣接している東側から距離をとり、広場を設け、圧迫感を軽減

するなど、近隣に配慮した計画となっております。 

観客用の建物入口は、東側及び西側、図面上、上下２か所に設けられております。 

申請地西側には、関係者用の駐車場５０台分が配置され、一般客用の駐車場は敷地

の外西側に２６４台分配置されております。 

次に、平面図をご覧いただく前に、本計画をイメージして頂くために、類似施設の

内観写真をご覧いただきます。 

タブレットにはございませんので、スクリーンをご覧ください。 

類似施設の伊豆ベロドロームの内観写真でございます。 

中央青色部分がインフィールドと呼ばれる部分で審判が配置され、選手が待機する

場所でございます。茶色の部分は実際に競技が行われるバンクでございます。バンク

の周囲に観客席が配置されております。 

従来の競輪場は屋外型で、車券売場が設置されておりますが、計画建物は、本写真

と同様、屋内型であり、車券売場の設置がなく、車券の販売はインターネットからの

み行う予定でございます。 

次に、地下１階平面図です。お手元では７ページをご覧ください。 

地下１階部分は主に赤色で着色された競輪関係者スペースで、競技用の自転車の搬

出入等を行う荷捌きスペースやインフィールドへのアクセス通路がございます。 

次に、１階平面図です。お手元では８ページをご覧ください。 

１階はエントランス階となります。 

青色部分が観客用スペース、赤色部分が競輪関係者スペース、黄色部分が競輪開催

時以外に自転車競技の練習者が利用するスペース、灰色部分が機械室でございます。 

次に、２階平面図です。お手元では９ページをご覧ください。 

２階部分は主に灰色で着色された機械室でございます。 

次に、３階平面図です。お手元では１０ページをご覧ください。 

３階部分は主に観客席でございます。 

茶色の部分はバンクでございます。 

次に、４階平面図です。お手元では１１ページをご覧ください。 

４階部分も主に観客席で、一部関係者席がございます。 

次に、屋根伏図です。お手元では１２ページをご覧ください。 
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屋根は曲面になっており、中心にトップライトがございます。 

次に、立面図です。お手元では１３ページをご覧ください。 

画面上側は東側立面図で、メインエントランス側から見た立面でございます。 

画面下側は南側立面図でございます。 

外壁は化粧型枠コンクリートと押出成型セメント板で、屋根は金属屋根でございま

す。 

次ページ１４ページをご覧ください。 

画面上側は西側立面図で、サブエントランス側から見た立面でございます。 

画面下側は北側立面図でございます。 

次に、断面図です。お手元では１５ページをご覧ください。 

画面右上に断面位置を示したキープランがございますが、 

画面上側は南北方向に切った断面図で、画面下側は東西方向に切った断面図でござ

います。 

最高高さ、２７．２０メートル、最高軒高１４．２０メートルでございます。 

なお、最高高さは高度地区の高さ制限２０メートルを上回っておりますが、既存不

適格である既存競輪場の高さ以下の建て替えであり、高度地区の認定申請の手続中で

ございます。 

次に、日影図です。お手元では１６ページをご覧ください。 

日影は建築基準法の規制値におさまっております。 

次に、１７ページ、「環境配慮１」をご覧ください。 

計画建物と敷地東側の住宅との位置関係を図示したものです。 

画面上側赤色で示したものが計画建物で、青色で示したものが既存の競輪場でござ

います。 

配置図でも説明しましたが、計画建物は、住宅が隣接している東側敷地境界から約

９３メートルの離隔距離を確保し、既存の競輪場の離隔距離が約１４メートルであっ

たことと比較しても、圧迫感を軽減するなどの配慮がなされております。 

次に、１８ページ、「環境配慮２」をご覧ください。 

本施設の騒音源である室外機等の定常音に加えて、それぞれ運用音９０デシベル、

１００デシベルで予測した結果を図示したものでございます。 

９０デシベルはゲームセンターやパチンコ店の騒音レベルに相当し、１００デシベ

ルはオーケストラ演奏やロックコンサートの騒音レベルに相当します。 

画面下部に記載のとおり、千葉市環境保全条例により、昼間であれば、５５デシベ

ルなど、各時間における敷地境界線上での騒音レベルの規制値が定められております。 
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画面右側運用音９０デシベルの予測では、条例で定めた規制値内におさまっており、

画面左側運用音１００デシベルの予測においても、昼間の時間帯においては規制値内

におさまっており、既存の競輪場と比較しても規模が縮小され、屋内化されたことで

騒音に対して配慮された計画となっております。 

その他、振動については、条例の規制値を遵守しております。 

煤煙処理、排水処理、臭気処理が必要となる設備はございません。 

交通については、観客用駐車場に関し、申請地の外西側にある駐車場を現状のまま

利用し、建物規模も縮小されることから、現況に対する交通状況の大幅な変更は想定

されません。 

以上のことから、住居の環境を害するおそれがないと認められるため、許可したく

同意を求めるものでございます。 

 

（２）質疑意見等 

岡田委員 用途上はどういう位置付けになるのでしょうか。 

豊田課長 観覧場です。 

岡田委員 第 1種住居地域では建築できない用途で、なおかつ高さがオーバーしている

という２点の問題が大きいところでしょうか。 

豊田課長 そうです。 

岡田委員 最近はこういったケースの場合は、公益性をその施設に与えることで地域の

合意を促すというパターンが多いですが、今回は、防災避難所になるなど何

か公益性が付与されるのでしょうか。 

豊田課長 競輪場が災害時の避難所になるということは今のところ計画されていませ

んが、現在公園全体でリニューアルの計画があり、未確定ですが体育館が避

難所となる可能性はあります。 

岡田委員 公聴会では、そういった要望はなかったのでしょうか。 

豊田課長 ありませんでした。 

下川委員 用途地域の変遷を教えてください。今の競輪場は許可を取って建てられたの

でしょうか。 

巻木主査 当初は旧都市計画法の時代ですが、その後の経緯としては当時でいう住居地

域に指定され、それ以降は許可で取り扱っています。 

下川委員 競輪場は当初何年にできたものですか。 

豊田課長 昭和２４年です。 

下川委員 昭和２４年のときの用途地域は何だったのか、また、許可扱いだったのか、

もしわかれば教えてほしい。 
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豊田課長 調べて報告します。 

下川委員 計画敷地は都市公園に位置付けられていますか。 

巻木主査 都市計画決定された都市計画公園ではありますが、今現在の競輪場の敷地は

都市公園法上の都市公園の区域からは外れています。 

下川委員 都市計画公園の区域はどこでしょうか 

巻木主査 千葉公園自体は都市計画決定がされた都市計画公園です。本来、都市計画公

園と都市公園は一致するべきですが、競輪場自体が公園施設としてはそぐわ

ないということで、現在の競輪場の敷地は都市計画公園でありつつ都市公園

ではないということになっています。 

     今後の予定としては、競輪場の敷地は都市公園の区域からは外れて、千葉市

体育館の建て替え用地は都市公園の区域内になる予定だと聞いています。 

下川委員 都市公園の区域内だと建物の制限はどういったものでしょうか。 

豊田課長 公衆便所や管理棟といった公園に属する施設であれば建物は建てられます。 

森岡会長 競輪の開催日は増えるのか減るのか、開催日は年間何日くらいか、競輪以外

でどういう用途で使用する予定なのか、競輪以外の用途で年間どのくらい使

うのか、ということをわかれば教えてください。 

巻木主査 競輪の開催は増えて年間１００日程度の予定だと聞いています。競輪がない

ときは、会場のメンテナンスがある程度必要ですが、残りは、学生が練習や

試合をするために貸し出しをします。後、詳細は決まってないですが、地域

に開放したり、競輪以外のイベントをすると聞いています。 

森岡会長 騒音予測の資料に参考としてコンサート等が書かれていますが、そういうも

のを予定しているわけではないということでしょうか。 

巻木主査 コンサートだと２２時以降は騒音基準をクリアすることができないため、そ

れなりの音が発生するコンサートなどは開催が難しいのではないかと所管

課から聞いています。 

鈴木委員 今回の審議は、用途地域の特例についてのみで、高さについては審議の対象

外でしょうか。 

巻木主査 高さについては、都市計画決定の高度地区の規定書で定められているとおり、

その範囲内で２０ｍを超える部分を認定するということになっていて、今回

の審議の論点ではありません。 

岡田委員 施設自体が縮小する方向でリニューアルされるので、高さについても２０ｍ

に収めることを本来考えると思うのですが、７ｍオーバーしている理由は何

でしょうか。 

豊田課長 改めて報告します。 
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藤田委員 騒音について、夜間は原則建物利用しない、朝・夕であっても１００デシベ

ルだと制限に引っかかるので、そのような騒音が発生するイベントでは使用

しない計画にしているということでしょうか。 

巻木主査 そうです。 

 


