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令和元年度第６回千葉市建築審査会議事録 

 

１ 日 時 令和元年９月２０日(金) 午後２時００分～午後３時１５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、星委員、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、中嶌主任技師、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、（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４４条第１項第２号の許可の同意について 

イ 議案第２号 建築基準法第４４条第１項第２号の許可の同意について 

ウ 議案第３号 建築基準法第４４条第１項第２号の許可の同意について 

エ 議案第４号 建築基準法第４４条第１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 

カ 議案第６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 

キ 議案第７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 

ク 議案第８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 

ケ 議案第９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 

コ 議案第１０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 
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５ 議事の概要 

（１）同意議案の経過等報告 

令和元年度第５回建築審査会で審議した議案第１号から第２号は８月２１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。 

カ 議案第６号 

「同意」と決定した。 

キ 議案第７号 

「同意」と決定した。 

ク 議案第８号 

「同意」と決定した。 

ケ 議案第９号 

「同意」と決定した。 

コ 議案第１０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１０月１８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１１月１５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】【議案第２号】 
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  建築基準法第４４条第１項第２号の許可の同意について 

  （包括同意基準適合） 

道路内の建築制限の特例 

バス停留所上屋の新築 

 

（１）建築指導課説明 

  議案第１号、第２号につきましては、いずれも同じバス事業者が設置する広告付き

のバス停留所上屋ですので、一括してご説明させていただきます。 

この案件は、建築基準法第４４条第１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。 

「１ 該当条項」は、建築基準法第４４条第１項第２号、以下記載のとおりとなり

ます。 

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にて、「支障

なし」として協議が終了しております。 

申請理由でございますが、本案件は、現在、使用されているバス停留所が古くなっ

ているため、利用者の要望により、バス事業者である「千葉内陸バス株式会社」が新

たに広告付きのバス停留所上屋を設置するもので、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２号の許可申請がなされたものでございます。 

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。 

申請地は JR西千葉駅前北口ロータリーの「1番乗り場」及び「3番乗り場」で、赤

色で表示した場所です。 

次に、1番乗り場の現況写真です。お手元では、２ページをご覧ください。 

画面上側に写真撮影方向を示したキープラン、下側にはそれぞれの方向の写真を表

示しております。 

1番乗り場に関しては、市の建設局において歩道の拡幅事業を行う予定であり、緑

の破線で表示しておりますのが歩道の拡幅線です。 

拡幅された歩道にバス停留所上屋を設置する計画であり、写真に赤線で表示してい

るのが、申請地の境界線、青色で表示しているのが申請建物となります。 

写真 A、Bは、車道側からそれぞれ申請地を見た様子です。写真 Cは歩道から申請地

を見た様子です。 

次に、配置図です。お手元では、３ページをご覧ください。 

画面中央下の表は設計概要・施設概要です。配置図に赤色で表示しているのが申請

地で、市道西千葉駅稲荷町線の道路内に位置しております。 
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バス停留所上屋の設置場所の種別は歩道です。歩道は千葉市道路占用許可基準にお

いて原則として有効幅員を２メートル以上、歩行者の交通量が多い場所にあっては３．

５ｍ以上確保する必要があります。本案件は３．５ｍ以上必要となりますが、上屋の

柱と道路境界線間の有効通行幅員は、７メートル以上あり、歩行空間は確保されてお

ります。 

当該バス停に停車するバスはすべて中乗り・前降りのバスで、視覚障害者誘導ブロ

ックが乗り口、降り口ともに設置されています。視覚障害者誘導ブロックは千葉市道

路占用許可基準において、バス停留所上屋と当該ブロックとの間を３０ｃｍ以上確保

する必要がありますが、当該ブロックと最も近い柱からの距離が３３ｃｍであり、 

３０ｃｍ以上の距離が確保されています。 

広告面は、黄色でお示ししている２か所であり、2か所とも両面に広告を掲示する

計画となっています。 

申請地の中央に時刻表を掲示する掲示板及びベンチを設ける計画となっています。 

次に、平面図、断面図です。お手元では、４ページをご覧ください。 

画面左上が平面図で、屋根の長さは８．０６メートル、奥行きは２．２５５メート

ルです。 

画面右上が使用材料表で、構造はアルミニウム合金造となっております。 

画面下が断面図で、最高の高さは３．１９６５メートルです。 

次に、画面５ページです。画面５ページでは立面図をお示ししております。 

次に、議案第２号のご説明に移ります。 

お手元では６ページ、現況写真をご覧ください。 

画面上側に写真撮影方向を示したキープラン、下側にはそれぞれの方向の写真を表

示しております。 

写真に赤線で表示しているのが、申請地の境界線、青色で表示しているのが申請建

物となります。 

写真 A、Cは歩道からそれぞれ申請地を見た様子です。写真 Bは、車道側から申請地

を見た様子です。 

次に、配置図です。お手元では、７ページをご覧ください。 

画面左下の表は設計概要・施設概要です。配置図に赤色で表示しているのが申請地

で、市道西千葉駅稲荷町線の道路内に位置しております。 

バス停留所上屋の設置場所の種別は歩道です。３番乗り場においても上屋の柱と道

路境界線間の有効通行幅員は、７メートル以上あり、歩行空間は確保されております。 

当該バス停に停車するバスもすべて中乗り・前降りのバスで、視覚障害者誘導ブロ

ックが乗り口、降り口ともに設置されています。 
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バス停留所上屋と当該ブロックとの間は、最も近い柱からの距離が４２．５ｃｍで

あり、３０ｍ以上の距離が確保されています。 

広告面の位置と数、時刻表を掲示する掲示板、ベンチの配置は１番乗り場と全く同

じものとなっております。 

次に、平面図、断面図です。お手元では、８ページをご覧ください。 

屋根の長さ、奥行き、構造、高さともに１番乗り場と全く同じです。 

次に、画面９ページですが、立面図をお示ししております。 

次に、お手元１０ページをご覧ください。参考イメージ図です。 

画面左側が車道側からみたイメージ図、画面右側が歩道からみたイメージ図となり

ます。 

続いて、包括同意基準適合表をご覧ください。 

２件とも共通ですので、２件まとめて表示しております。 

路線定期バス停留所上屋であり、千葉市道路占用許可基準の個別基準である「バス

停留所上屋」及び「バス停留所に添加する広告物」の基準に適合し、千葉市道路内建

築物連絡協議会との協議を終了しております。 

 

（２）質疑意見等 

鈴木委員 審議事項がバス停留所上屋となっていますが、ベンチ、広告についても意見

することはできますか。 

豊田課長 全体として許可を受けるものなので意見することはできます。 

鈴木委員 千葉大学の南門に入る学生が１度の青信号で３分の１くらいしか渡り切れ

ない、滞留するので広げてほしいということで１０年来要望がなされてきた

わけですが、ベンチと広告があると滞留が発生するので、歩道拡張の意味が

減じられ歩行の妨げになるような気がします。 

豊田課長 体の弱い弱者への対応として、他の停留所においてもベンチがない停留所に

ついては要望に応じて設置しています。申請地においては駅前であることか

らベンチが必要であるということで設置しています。広告に関しては、設置

費用を広告費によって賄うというシステムになっていて、事業者の要望を組

み入れつつ必要な歩行空間は確保されている状況です。 

森岡会長 鈴木委員の意見は議案第 1号ですか、議案第 2号ですか。 

鈴木委員 議案第 1号です。 

森岡会長 滞留するのは配置図でいうとどのあたりですか。 

豊田課長 左側の方です。 
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巻木主査 今回歩道を拡幅するとともに、３．５ｍ以上の有効幅員を取るというルール

に対し、７ｍ以上は確保されており、現状よりは歩道が広くなって多少の改

善がされる計画になっています。 

森岡会長 歩道の幅は今よりどのくらい広くなるのですか。 

豊田課長 ３ｍ程度は拡幅されることになるかと思います。 

森岡会長 少なくとも既存の上屋がある所までは歩行空間になるということですか。 

豊田課長 そうです。 

森岡会長 鈴木委員いかがでしょうか。 

鈴木委員 拡幅されることは大変喜ばしいことで賛成ですが、意見として考えてほしい

ことを伝えました。 

下川委員 風に対して構造上の安全はどの程度考慮されているのでしょうか 

巻木主査 構造的なルールとしては、風速に関しては千葉市の場合３６ｍ／ｓで計算さ

れていて、それは１０分間の平均の風速です。先日の台風の最大瞬間風速は

５７ｍ／ｓで、基準法としての風速に直すと３６ｍ／ｓを切っています。バ

ス停の被害は少なくとも聞いていないので、風については通常のものであれ

ば問題ないと考えています。 

 

 

【議案第３号】【議案第４号】 

  建築基準法第４４条第１項第２号の許可の同意について 

  （包括同意基準適合） 

道路内の建築制限の特例 

バス停留所上屋の新築 

 

（１）建築指導課説明 

  議案第３号、第４号につきましては、いずれも同じバス事業者が設置するバス停留

所上屋ですので、一括してご説明させていただきます。 

この案件は、建築基準法第４４条第１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。 

「１ 該当条項」は、建築基準法第４４条第１項第２号、以下記載のとおりとなり

ます。 

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にて、「支障

なし」として協議が終了しております。 
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申請理由でございますが、本案件は、現在、使用されているバス停留所に、利用者

の要望により、バス事業者である「千葉海浜交通株式会社」が新たにバス停留所上屋

を設置するもので、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

２号の許可申請がなされたものでございます。 

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。 

申請地は JR京葉線海浜幕張駅から東方向へ約８００メートルの位置で、赤色で表示

した場所です。 

なお、案内図の下図では現在の土地利用の状況が示されておりませんので、参考資

料で説明させていただきます。 

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。 

赤の実線で示しておりますのが幕張新都心若葉住宅地区地区計画の区域で、申請地

は地区計画の区域内に位置しています。 

現在、地区計画区域内においては、道路や公園が新たに整備されているとともに、

高層マンションの建設が進められております。 

既に一部のマンションでは入居も始まっていることから、今回、バス事業者である

「千葉海浜交通株式会社」が利用者の要望により、新たにバス停留所上屋を設置しよ

うとするものです。 

次に、若葉公園乗り場の現況写真です。お手元では、２ページをご覧ください。 

画面上側に写真撮影方向を示したキープラン、下側にはそれぞれの方向の写真を表

示しております。 

バス停留所上屋を設置する計画であり、写真に赤線で表示しているのが、申請地と

なります。 

写真 A、B、Cは車道側からそれぞれ申請地を見た様子です。 

次に、配置図です。お手元では、３ページをご覧ください。 

画面中央は配置図、左は計画概要、施設概要です。 

配置図に赤色で表示しているのが申請地で、市道若葉５号線の道路内に位置しており

ます。 

バス停留所上屋の設置場所の種別は自転車歩行者道で、千葉市道占用許可基準にお

いて原則として有効幅員を３メートル以上確保する必要がありますが、上屋の柱と道

路境界線間の有効通行幅員は、４．４０５メートルあり、歩行空間は確保されていま

す。 

当該バス停留所の自転車歩行者道には、既に視覚障害者誘導ブロックが敷設されて

いますが、バス会社としては、限られた予算内で、多くの利用者の要望に満足してい
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ただくために、上屋設置の要望に応えるのが限界であり、誘導ブロックの敷設やベン

チを設置する計画にはなっておりません。 

次に、平面図、立面図、断面図、求積図です。お手元では、４ページをご覧くださ

い。 

画面左中央が平面図で、屋根の長さは５．0２メートル、奥行きは２．００メートル

です。 

画面左下が立面図で、最高の高さは２．９８４メートルです。 

画面右が断面図で、断面詳細をお示ししております。構造はアルミニウム合金造と

なっております。 

次に、議案第４号のご説明に移ります。 

お手元では 5ページ、現況写真をご覧ください。 

画面上側に写真撮影方向を示したキープラン、下側にはそれぞれの方向の写真を表

示しております。 

キープラン、写真に赤線で表示しているのが、申請地となります。 

写真 A、B、Cは車道側からそれぞれ申請地を見た様子です。 

次に、配置図です。お手元では、６ページをご覧ください。 

画面中央は配置図、右は計画概要、施設概要です。 

配置図に赤色で表示しているのが申請地で、市道若葉５号線の道路内に位置しており

ます。 

バス停留所上屋の設置場所の種別は自転車歩行者道で、千葉市道占用許可基準にお

いて原則として有効幅員を３メートル以上確保する必要がありますが、上屋の柱と道

路境界線間の有効通行幅員は、５．４６０メートルあり、歩行空間は確保されていま

す。 

当該バス停留所の自転車歩行者道には、既に視覚障害者誘導ブロックが敷設されて

いますが、若葉公園乗り場と同様な理由より、誘導ブロックを敷設する予定にはなっ

ておりません。 

次に、平面図、立面図、断面図、求積図です。お手元では、７ページをご覧くださ

い。 

屋根の長さ、奥行き、構造、高さともに若葉公園乗り場と全く同じです。 

次に、お手元８ページをご覧ください。市外の事例ですが、今回設置するものと同

様のバス停留所上屋です。 

画面左側が車道側からみたイメージ図、画面右側が歩道からみたイメージ図となり

ます。 

続いて、包括同意基準適合表をご覧ください。 
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２件とも共通ですので、２件まとめて表示しております。 

路線定期バス停留所上屋であり、千葉市道路占用許可基準の個別基準である「バス

停留所上屋」の基準に適合し、千葉市道路内建築物連絡協議会との協議を終了してお

ります。 

 

（２）質疑意見等 

岡田委員 議案第３号の写真について、バス停の設置位置の路肩のブロックが切り下げ

られていて、道路と背後の建物敷地との動線をつなぐための切り下げかと考

えると、ここにバス停があることで動線が妨げられるのかどうか。 

巻木主査 この切り下げについては、バスに乗り降りするための切り下げです。背後は

駐輪場になっていて、その駐輪場の邪魔になる計画にはなっていません。 

岡田委員 バス停のための切り下げですか。 

巻木主査 元々あるバス停で、今回は上屋を新たに設置するということになります。 

藤田委員 点字ブロックの設置について、歩道上にはあるが、バス停には新たに設置し

ないということですが、点字ブロックの設置はバス事業者がやるべきことで

しょうか。歩道なので市が設置するということはないのでしょうか。 

巻木主査 この案件に関してはバス事業者が行うことになっています。先ほどの議案第

１号については、道路を拡幅してバス停を設置する、要は道路工事とともに

やる場合は、市が点字ブロックを設置します。一方で議案第３号は道路の拡

幅等がない中で設置することになるので、バス事業者が点字ブロックを設置

するルールになっています。 

藤田委員 上屋を設置するタイミングでバス事業者が点字ブロックを設置する場合も

あるという中で、今回バス事業者は点字ブロックを設置しないという判断し

ていますが、必要に応じて自治体レベルで設置するということはあり得ない

のでしょうか。今回設置されなかったら今後設置されることないのでしょう

か。 

巻木主査 点字ブロック敷設のルールは先ほど申し上げた通り、道路工事があれば市が

敷設する、そうでない場合は事業者が行う、ということになります。 

藤田委員 バス事業者に点字ブロックを設置するようにお願いするのは難しいのでし

ょうか。 

巻木主査 バス事業者にはお願いしていますが、予算の問題もあって設置できないとい

うことです。議案第１号、第２号に関しては、広告の収入によって設置から

管理まで賄っています。議案第３号、第４号に関しては、広告の収入がない

こともあり点字ブロックの敷設に至らないということです。平成２８年から
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平成３０年までの３年間でバス停について８つ計画を挙げていますが、いず

れにしても広告付きのものは点字ブロックが敷設されていて、そうでないも

のは敷設されていないという状況にあります。 

下川委員 この道路はいまだに企業庁が管理しているのでしょうか。 

巻木主査 市が管理しています。 

 

 

【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 

（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５号は、建築基準法第４３条第２項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。 

申請者以下は議案書に記載のとおりです。 

本案件は包括同意基準２－３に適合するものです。 

なお、本申請は、計画敷地において昨年、一戸建て住宅の建築に際し、建築審査会

の同意を頂き許可しておりますが、建築主の都合により計画が取りやめられ、新たに

計画された一戸建て住宅について許可申請がなされたものであります。 

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、位置図左下にあります千葉都市モノレール「天台駅」から北東に約 350

ｍの赤線で囲まれた場所で、黄色で塗られた部分が、今回ご審議いただく通路です。

赤い丸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。 

方位は、図の左側が北となります。 

計画敷地は、赤線で囲まれた場所で、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の幅員は 4.00ｍで、延長は 38.74ｍ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接続する

計画となっております。 
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法第 43条のただし書きの経過につきましては、冒頭に説明いたしました計画敷地に

おいて昨年許可したもの以外では、計画敷地の右側に位置するＡと記載された敷地お

いて平成１９年に一戸建て住宅建築の際、建築審査会の同意を頂き許可しております。

また、計画敷地左側の○Ａと記載された敷地において平成２年に一戸建て住宅建築の際、

建築主事によるただし書の扱いで確認をしております。 

なお、計画敷地に従前建っていた一戸建て住宅も平成１７年に建築審査会の同意を

頂き許可しております。 

次に、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、通路の幅員は 4.00ｍです。ウの欄、通路の延長は 38.74ｍです。オ

の欄、通路部分の権利者から通行等の承諾が得られております。 

（５）敷地面積は、131.27㎡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、基準にあった隅切りの確保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。 

 

（２）質疑意見等 

 なし 

 

 

【議案第６号】【議案第７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２－１に適合） 

敷地等と道路との関係の特例 

長屋の新築 

 

（１）建築情報相談課説明 

  議案第６号、第７号は同一申請者による隣接敷地での申請のため、あわせて説明さ

せていただきます。 

   議案第６号、第７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。 

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２－１に適合するものです。 
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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、位置図左側のＪＲ総武線「幕張駅」から東に約 500ｍに位置する赤線

で囲まれた場所で、西側が議案第６号、東側が議案第７号となります。黄色で塗られ

た部分が、今回ご審議いただく道で、赤い丸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、赤線で囲まれた場所で、計画建物は、西側の議案第６号は木造２階建

て、２戸の長屋及び鉄骨造平屋の駐輪場を、東側の議案第７号は木造２階建て、４戸

の長屋を建築するもので、黒三角は玄関の位置を示しております。 

黄色で塗られた道は、延長は 49.8ｍ、現況幅員は約 4.02～5.18ｍ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。 

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 30年に共同住宅建築の際、建築審査会の同意を頂き許可しております。また、○Ａ、

○Ｂと記載された敷地においてそれぞれ記載の年に一戸建て住宅建築の際、建築主事の

ただし書き扱い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１に適合するチェックシート」をご覧く

ださい。 

こちらは議案第６号のチェックシートになります。 

（１）道は、千葉市法定外道路条例により指定された道路、いわゆる「条例指定道

路」浪花町６号線で、道の管理者と協議済みです。 

（２）計画建物の用途は長屋で特殊建築物にはあたりません。 

その他、適合表に記載のとおりです。 

次のページをご覧ください。議案第７号のチェックシートです。 

適合表に記載のとおり、議案第６号と同様に基準に適合しておりますので、説明は

省略させていただきます。以上のように本案件は、包括同意基準の２の１に適合して

います。 

道路位置指定につきましては、隅切りの確保について協力が得られなかったため、

指定を受けることができませんでした。 

 

（２）質疑意見等 

 なし 

 

 


