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令和元年度第１０回千葉市建築審査会議事録 

 

１ 日 時 令和２年１月１７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、岡田委員、星委員、鈴木委員、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 

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 

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 

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 

（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９回建築審査会で審議した議案第１号は１２月２４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 
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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。 

（３）その他 

ア 次回の開催予定 

次回定例会の開催は、令和２年２月２１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２年３月１９日木曜日午後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 

体育館、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１２月２０日に開催し、

利害関係者１名、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」と認められる体育館及び観覧場を新築するものです。 

今回の計画は、既設の千葉公園体育館、千葉市武道館、千葉中央コミュニティセン

ター体育施設の経年による老朽化が著しく、耐震性も不足していることから、市民の

スポーツ活動の拠点並びに障害者スポーツ振興の拠点としての適正な機能や規模を確

保するとともに、高齢化・多様化している市民ニーズに対応するため、これらの３施
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設を集約し、新たな（仮称）千葉公園体育館として整備するものでございます。 

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床面積の合計が３千平

方メートルを超える体育館、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。お手元では、最初

の画面 案内図です。 

画面上側が真北でございます。 

申請地は、千葉都市モノレール千葉公園駅から、北西へ約４００メートルの位置で、

赤枠で表示した場所になります。 

なお、申請地南側は、第５回建築審査会でご審議頂きました（仮称）千葉公園ドー

ム計画地でございます。 

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。緑色斜線で表示しております、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。 

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た住居系建物が立地

しており、東側は、黄色又はオレンジ色で着色した住居系建物の他、ピンク色で着色

した商業系建物が立地しており、北側は黄色で着色した住居系建物が点在しておりま

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。 

画面上側は現況、下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、下側の図面中、青字で申請建物と記載したとこ

ろが申請建物でございます。 

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、キープランの周囲にキープランで

示したそれぞれの方向の写真を表示しております。 

敷地周囲の道については、左上写真 Fの辺りを境に左側写真 Fから Hで表示してい

る場所は公園内園路、上側及び右側の写真 Aから Eで表示している場所は道路となっ

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

ている部分が申請建物でございます。 
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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、左側に計画概要を表示しております。 

画面左側計画概要をご覧ください。 

申請建物の規模は、地上４階、構造は、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、建築面積

は、５,０７１.１１平方メートル、延べ面積は、８,１８９.６４平方メートルでござ

います。 

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、青字で申請建物と表示した部分が申請建物です。 

配置計画は、住宅が隣接している北側、東側から距離をとり、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。 

建物入口は、東側及び西側の２か所に設けられております。 

申請地東側には、利用者用の駐車場３００台分が配置されております。 

次に、１・２階平面図です。お手元では７ページをご覧ください。 

画面左側が１階平面図、右下が２階平面図でございます。 

画面左側１階平面図をご覧ください。 

１階は武道場、弓道・アーチェリー場が計画されております。 

画面右下２階平面図をご覧ください。 

エレベータの着床階であり、内部的な空間はエレベータホールのみとなりますが、

建物外部のスポーツテラスに通じるものでございます。 

次に、３階平面図です。お手元では８ページをご覧ください。 

３階部分はメインアリーナとサブアリーナが計画されております。 

３階は、東側駐車場と同じレベルにあり、図面上建物右下の入口から入り、スポー

ツフォーラムを介して各アリーナに出入りする計画でございます。 

次に、４階平面図です。お手元では９ページをご覧ください。 

４階部分は主に観覧席でございます。 

次に、立面図です。お手元では１０ページをご覧ください。 

各方角から見た４面の立面図でございます。 

ドーム状のステンレス屋根の計画でございます。 

次に、断面図です。お手元では１１ページをご覧ください。 

画面右下に断面位置を示したキープランがございますが、 

画面上側は東西方向に切った断面図で、画面下側は南北方向に切った断面図でござ

います。 

最高高さは、１９．９９メートルでございます。 

次に、日影図です。お手元では１２ページをご覧ください。 



- 5 - 

日影は建築基準法の規制値におさまっております。 

次に、１３ページ、「環境配慮」をご覧ください。 

図面左上に記載されておりますが、建物形状・建物配置・日影対策として、コンパ

クトなドーム形状にし、北側及び東側の住宅から離隔をとることで圧迫感や日影の影

響を低減した計画となっております。 

また、防音・振動対策でございますが、騒音・振動源となる敷地北側の設備機器に

つきましては、千葉市環境保全条例の対象施設ではありませんが、高低差約５メート

ルの擁壁設置に加え、防音フェンスを設置することで、条例の基準値内に低減した計

画となっております。 

交通対策として、敷地の出入口の見通しを十分確保することで歩行者の安全に配慮

された計画であり、また、十分な駐車台数の確保に加え、混雑時でも車が滞留可能な

スペースを設けることで、近隣交通の影響を軽減する計画となっております。 

その他、悪臭、煤煙等を発生させるものはございません。 

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 

藤田委員 第一種住居地域内で建てることができないものについて、基準法で該当する

箇所を教えてください。 

巻木主査 別表第二（ほ）項に第一種住居地域内に建築してはならない建築物について

記載があり、体育館はこの中の第四号に抵触します。また、観覧場について

は、（ほ）項第一号が第二種住居地域内で建築してはならないものを第一種

住居地域で制限する規定であり、その中の第三号に抵触します。 

岡田委員 現状の競輪場の建設当時の用途地域も第一種住居地域だったのでしょうか。 

巻木主査 旧法の住居地域です。 

岡田委員 当時の用途地域では認められない競輪場の建設を許可したという経緯があ

るのでしょうか。 

 豊田課長 建設年度が古く、許可の経緯を特定できませんでした。 

 下川委員 スポーツ施設としての利用と、興行のようなイベントとしての利用と、どち

らが多く見込まれるのでしょうか。 

 豊田課長 市民スポーツを重点にしたもので、集客施設としての利用を見込んでいるも

のではありません。 

 下川委員 大量に人や車が押し寄せるイベントや興行はやらないということでしょうか。 
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 豊田課長 そのようなイベントを行うことは今のところ考えていないということです。

駐車場も十分に取られており、モノレール駅から近いということで交通上の

支障はないと思われます。 

 下川委員 従来の使われ方の人の流れとそれほど変わらないということでしょうか。 

 豊田課長 老朽化した市内の３施設を集約します。面積は３施設の合計した面積の中で

計画されています。 

 下川委員 従来と比べるとお客や車の流入量が多くなるということでしょうか。 

 豊田課長 既存の集客より増える可能性はあります。 

 下川委員 交通上については先ほどの説明のとおり、対応していると考えて良いのでし

ょうか。 

 豊田課長 弁天２６号線が接道しているメインの通りになりますが、通過交通が多くな

いところなので交通上の影響は少ないと考えられます。 

藤田委員 車が出入りするところは、東側の出入り口のみでしょうか。 

巻木主査 東側のみです。 

岡田委員 住居系の用途地域内に想定以上の面積を持った施設が入るということで、ス

ケールメリットを生かした市民貢献はあるのでしょうか。例えば、避難施設

に位置付けられるといった配慮はあるのでしょうか。 

豊田課長 避難施設に位置付けられる予定です。 

岡田委員 説明会でも話はされているのでしょうか。 

巻木主査 近隣への説明に関しても事業課の方で防災計画についての記載がある資料

の提供等を行っています。 

岡田委員 住居系用途地域で広大なオープンスペースは重要な位置づけになってくる

ので非常に良い対応かと思いました。 

森岡会長 申請地の北側の道路を挟んだ向かいの土地に住居が３件くらいしか建って

いないのはなぜでしょうか。 

巻木主査 平成３０年３月に完了した開発行為の区域になります。計画では３６戸分の

宅地が用意されていますが、現状ではこの程度建っている状況で、今後建つ

ことが想定される街区です。 

藤田委員 防音フェンスが設置されるということですが、この位置に設置されるという

のは、現状３棟しか建っていないが今後建つ予定である北側の住居に配慮し

てということでしょうか。 

巻木主査 そうです。 
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【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 

（包括同意基準２－１に適合） 

敷地等と道路との関係の特例 

製鉄工場（今回申請：倉庫）の増築 

 

（１）建築情報相談課説明 

   議案第２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。 

始めに「位置図」ですが、お手元のパソコンの資料１ページをご覧ください。 

計画敷地は、ＪＲ「蘇我駅」より南西約 3.0ｋｍに位置する「JFEスチール東日本製

鉄所千葉地区」内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

だく道です。 

計画建築物は敷地上部中央に位置する「計画建築物」と記載のある位置となります。 

赤い丸印は消火栓の位置を示しております。消防車と記載のある場所には、自営の

消防車が設置されております。 

次にスクリーンと併せてパソコンの資料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、「計画建築物」と記載された位

置となります。計画建築物から道へは敷地内の通路によりつながっております。 

黄色で塗られた道の幅員は、国道３５７号線と接続する部分で約 15～１７ｍ、敷地

の前面では、中央の車道部分約 10ｍと両側の歩道、緑地部分をあわせて幅員約５０ｍ、

延長は 2,800ｍです。 

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

て、昨年度Ｈ３１年（３月）に工場の事務所建替えの際、建築審査会の同意を頂き許

可しております。その他、Ｂ、Ｃと記載された敷地においてそれぞれ記載された年に

倉庫、工場棟を増築する際、同様に許可しております。 

計画敷地が広大なため、計画建物の配置図として、資料３ページの「計画建物の周

辺配置図」をご覧ください。 
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計画建物は、「第３製品倉庫」と記載された建物で、図面右側の既設の工場内で製

作された自動車用の内装材を保管するテント倉庫を増築するものです。隣接する既設

の倉庫も同様のものです。 

黒三角は入口の位置を示しております。 

次に資料４ページの「平面図」をご覧ください。 

図面右側が北となります。 

長さ約 40ｍ、幅 20ｍ、延べ面積 812㎡の鉄骨造平屋のテント倉庫です。 

次に資料５ページの「立面図と断面図」をご覧ください。 

上の２つの図は、それぞれ建物南側、西側の立面図で、下の図は短辺方向の断面図

です。建物の高さは約 7.5ｍです。 

次に「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。 

（１）の欄、道は千葉県、千葉市とＪＦＥスチール株式会社が所有し、千葉市、Ｊ

ＦＥスチール株式会社、東京電力株式会社の３者により、道の維持管理、通行に関す

る協定が締結されております。 

   その他チェックシート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１に適合しています。 

なお、当該道は、公道を通行することができない大型車両が通行することや工場の

管理上の理由から公道とすることができません。 

 

（２）質疑意見等 

   なし 

 

 

【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。 

申請者以下は議案書に記載のとおりです。 
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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、お手元のパソコンの資料１ページをご覧ください。 

計画敷地は、ＪＲ総武本線「四街道駅」から西に約 2.7ｋｍ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パソコンの資料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、木造２階建ての一戸建て住宅を

建築するもので、黒三角は玄関の位置を示しております。 

黄色で塗られた通路ですが、幅員は 4.55ｍ、延長は 24.42ｍです。 

雨水排水は通路の側溝に、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。 

法第 43条ただし書きの経過ですが、計画敷地の東側の隣接地Ａにおいて H30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。  

その他、Ⓐ、Ⓑと記載された敷地において、それぞれ記載された年に一戸建て住宅

建築の際、建築主事のただし書の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 4.55ｍです。ウの欄、通路の延長は 24.42ｍです。

オの欄、通路の権利者より通行の承諾が得られております。 

（５）敷地面積は 118.10㎡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、隅切りの確保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。 

 

（２）質疑意見等 

下川委員 用途地域は工業地域ということですが、周辺には工場があまりないように見

えます。工業団地か何かでしょうか。 

保科課長 計画敷地より東側には工業系の建物が点在しています。 

下川委員 騒音の影響を受ける住宅地ではなさそうですね。 

 保科課長 工業地域なので住宅は建築可能で、建築物の用途が混在しうる地域ではあり

ます。 

 


