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令和元年度第１１回千葉市建築審査会議事録 

 

１ 日 時 令和２年２月２１日(金) 午後２時００分～午後３時３０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、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、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５５条第３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５５条第３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 

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 

（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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令和元年度第１０回建築審査会で審議した議案第１号は１月２３日付け、議案第２

号は２月３日付け、議案第３号から議案第４号は１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 

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。 

（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３月１９日木曜日午後２時からとした。その次の

定例会の開催は、令和２年４月１７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５５条第３項第２号の許可の同意について 

第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の特例 

小学校（申請部分：昇降機上屋、渡り廊下）の増築 

 

（１）建築指導課説明 

この案件は、建築基準法第５５条第４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５５条第３項第２号、以下記載のとおりとなり

ます。 
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申請理由でございますが、本案件は、学校であって、その用途によってやむを得な

いと認められる小学校のエレベーターの設置及び渡り廊下を増築するものです。 

千葉市立花園小学校では、障害を持つ在学中の児童がいることから、児童及び教職

員の負担軽減に配慮して、エレベーターの設置、渡り廊下の増築を計画しております。 

これまでにも当該許可を得た敷地内の増築であり、今回増築のエレベーターにつき

ましても、最高高さが１０メートルを超えることから、法第５５条第３項第２号の規

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。 

申請地は、JR新検見川駅から北側に約 400メートルの位置で、赤枠でお示しした場

所でございます。 

次に用途地域です。お手元では 2ページをご覧ください。 

画面、赤枠で表示したところが申請地です。 

申請地の南側は、青色でお示しした「第一種低層住居専用地域」で、最高の高さの

制限は１０メートルです。申請地の北側は、黄緑色でお示しした「第二種中高層住居

専用地域」で、第一種高度地区が定められており、最高の高さの制限は２０メートル

です。 

次に周辺土地利用現況ですが、３ページをご覧ください。 

画面、赤枠で表示したところが申請地です。 

周辺には、住宅、共同住宅のほか、病院・診療所や公共施設などがございます。 

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。 

写真及びキープランに赤線で表示しているところが申請地の境界線、青色で表示して

いるところが申請建物の位置でございます。 

左上の写真 Aが北東側道路から申請地を見た様子、その下の写真 Bが南東側道路か

ら申請地を見た様子、その下の写真 Cが南側隣地から申請地を見た様子、下側の写真

D・Ｅ・Fが北西側道路から申請地を見た様子です。また、右上の写真 Gが申請部分の

渡り廊下位置をみた様子、右下の写真 Hが申請部分のエレベーターの位置をみた様子

をお示ししております。 

次に配置図・建築概要ですが、お手元では５ページをご覧ください。 

画面左上にお示ししているのが建築計画設計概要、右側にお示ししているのが配置図

です。 

申請部分は青色で着色しております。今回の申請は、配置図中央のエレベーター部

分、高さ１１．９１メートルと配置図中央左の渡り廊下部分、高さ４．８５メートル

の２つを増築するものです。 
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次に平面図ですが、お手元では６ページをご覧ください。 

上が２階平面図、下が１階平面図です。青色でお示ししているのが申請部分で、右

側がエレベーター部分、左側が渡り廊下部分です。エレベーター部分の延べ面積は３

５．９７平方メートル、鉄骨造の３階建てで、既存校舎各階の廊下と接続します。渡

り廊下の増築部分の建築面積は１５．５５平方メートル、鉄骨造の平屋建てでござい

ます。 

次に 3階平面図、R階平面図です。お手元では７ページをご覧ください。先程と同

様、青色でお示ししているのがエレベーター部分です。 

次に、立面図です。お手元では８ページをご覧ください。 

上段が北側立面図、下段左から西側立面図、A―A’断面図、Ｂ―Ｂ’断面図です。

上段の北側立面図をご覧ください。青色でお示ししているところが、増築するエレベ

ーター部分、高さはエレベーター部分１１．９１メートルと、既存校舎より低く抑え

られています。 

次に、渡り廊下部分の平面図・立面図・断面図です。お手元では９ページをご覧く

ださい。 

上段左から平面図、A―A’断面図、下段左から西側立面図、B―B’断面図をお示し

しております。高さは渡り廊下部分４．８５メートルでございます。 

次に、等時間日影図です。お手元では１０ページをご覧ください。 

赤色でお示ししているのが申請地です。 

申請地の用途地域は敷地南側が第一種低層住居専用地域、敷地北側が第二種中高層

住居専用地域で、黒色の一点鎖線で用途地域の境界をお示ししております。第一種低

層住居専用地域では、敷地内に青色の実線でお示ししているのが、4時間以上日影に

なるライン、ピンク色の実線でお示ししているのが２．５時間以上日影になるライン

です。第二種中高層住居専用地域敷地では、敷地内に紫色の実線でお示ししているの

が３時間以上日影になるライン、茶色の実線でお示ししているのが２時間以上日影に

なるラインです。敷地の外に青色の二点鎖線でお示ししている５メートルライン、ピ

ンク色の二点鎖線でお示ししているのが１０メートルラインですが、いずれも規制の

範囲内に収まっております。 

 

（２）質疑意見等 

 なし 
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【議案第２号】  

建築基準法第５５条第３項第２号の許可の同意について 

第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の特例 

小学校（申請部分：昇降機上屋、給食室）の増築 

 

（１）建築指導課説明 

  この案件は、建築基準法第５５条第４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５５条第３項第２号、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、学校であって、その用途によってやむを得な

いと認められる小学校のエレベーターの設置及び給食室を増築するものです。 

千城台わかば小学校は、学校の適正配置により、千城台北小学校と千城台西小学校

の統合による新設校です。校舎は千城台北小学校を使用することとしておりますが、

将来的に障害を持った生徒が入学した際に、学校生活を送る上で、移動が円滑に行え

るよう、また、安全性、利便性をはかるためにエレベーターの設置を計画しておりま

す。また、生徒数が、現状の倍になり、現在の給食設備では対応できない為、給食室

の増築が計画されたものです。 

これまでにも当該許可を得た敷地内の増築であり、敷地内の建物の最高高さが１０

メートルを超えていることから、法第５５条第３項第２号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。 

申請地は、千葉都市モノレール千城台北駅から北東側に約 150メートルの位置で、

赤枠でお示しした場所でございます。 

次に用途地域です。お手元では 2ページをご覧ください。 

画面、赤枠で表示したところが申請地です。 

申請地の北西側は、緑色でお示しした「第一種低層住居専用地域」で、最高の高さ

の制限は１０メートルです。申請地の南東側は、黄色でお示しした「第一種住居地域」

で、第一種高度地区が定められており、最高の高さの制限は２０メートルです。 

次に周辺土地利用現況ですが、３ページをご覧ください。 

画面、赤枠で表示したところが申請地です。 

周辺には、住宅、共同住宅、商業系建物、工業系建物がございます。 

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。 
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写真及びキープランに赤線で表示しているところが申請地の境界線、青色で表示して

いるところが申請建物の位置でございます。 

左下の写真 Aが南東側道路から申請地を見た様子、右下の写真 Bが北東側道路から

申請地を見た様子、上段中央の写真 D・Gが北西側道路から申請地を見た様子、左上の

写真 Fが南西側道路から申請地を見た様子です。また、右側の写真 Cが申請部分のエ

レベーターの位置をみた様子、左側の写真 Eが申請部分の給食室の位置をみた様子を

お示ししております。 

次に配置図・建築概要ですが、お手元では５ページをご覧ください。 

画面左上にお示ししているのが建築計画設計概要、右側にお示ししているのが配置

図です。 

申請部分は青色で着色しております。今回の申請は、配置図右下のエレベーター部

分、高さ１１．４３５メートルと配置図中央下の給食室部分、高さ４．７６メートル

の２つを増築するものです。 

次に平面図ですが、お手元では６ページをご覧ください。 

上が２階平面図、下が１階平面図です。青色でお示ししているのが申請部分で、右

側がエレベーター部分、左側が給食室部分です。エレベーター部分の延べ面積は３８．

９１平方メートル、鉄骨造の３階建てで、既存校舎各階の廊下と接続します。給食室

の増築部分の延べ面積は１２２．４８平方メートル、鉄骨造の平屋建てでございます。 

次に 3階平面図、４階平面図です。お手元では７ページをご覧ください。先程と同

様、青色でお示ししているのがエレベーター部分です。 

次に、立面図です。お手元では８ページをご覧ください。 

上段が北側立面図、左下が東側立面図、右下が西側立面図です。上段の北側立面図

をご覧ください。青色でお示ししている左側が、増築するエレベーター部分、右側が

増築する給食室部分ですが、高さはそれぞれエレベーター部分１１．４３５メートル、

給食室部分４．７６メートルと、既存校舎より低く抑えられています。 

次に、エレベーター部分の立面図・断面図です。お手元では９ページをご覧くださ

い。 

上段左側から北側立面図、東側立面図、西側立面図、下段左側から B―B’断面図、

A―A’断面図をお示ししております。 

次に、給食室部分の立面図・断面図です。お手元では１０ページをご覧ください。

上段左から北側立面図、東側立面図、中段左から南側立面図、西側立面図、下段左か

ら A―A’断面図、B―B’断面図をお示ししております。 

次に、等時間日影図です。お手元では１１ページをご覧ください。 

赤色でお示ししているのが申請地です。 
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申請地の用途地域は敷地北西側が第一種低層住居専用地域、敷地南東側が第一種住

居地域で、深緑色の線で用途地域の境界をお示ししております。また、敷地の北東側

の市街化区域と市街化調整区域の境界をオレンジ色の線でお示ししております。敷地

内に緑色の線でお示ししているのが 4時間以上日影になるライン、ピンク色の線でお

示ししているのが２．５時間以上日影になるラインです。敷地の外に緑色の線でお示

ししているのが５メートルラインで、４時間以上を規制し、ピンク色の線でお示しし

ているのが１０メートルラインで２．５時間以上を規制していますが、いずれも規制

の範囲内に収まっております。 

 

（２）質疑意見等 

 下川委員 高さ制限については、１２メートルまでは認定という方法もありますが、今

回の申請では、認定基準に合わなかったから許可申請となったのでしょうか。 

 巻木主査 これまでにも許可申請があって許可を得た敷地です。また、認定の場合、５

メートルの周囲空地の確保が必要ですが、屋内運動場の南西側が若干厳しい

と思われます。あとは、斜線制限について、校舎の南東側が若干厳しくなる

可能性があると思われます。 

 

 

【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。 

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。 

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、案内図の右側を南北に走る京成電鉄千原線「学園前駅」から西に約 450

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。 



- 8 - 

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 4.00～4.062ｍ、延長は 37.2ｍです。 

雨水排水は通路のＵ字溝に、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、計画敷地の北側のＡ～Ｃ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、建築審査会の同意を頂き許

可しております。  

その他、○Ａ、○Ｂ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 4.00ｍ以上あります。ウの欄、通路の延長は 37.2

ｍで、60ｍ以内です。オの欄、通路の関係権利者より通行等の承諾が得られており

ます。 

（５）敷地面積は 159.12㎡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、転回広場の設置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 

  なし 

 

 


