社会 福祉 施設 の用 途変 更

◎

法 ４３ 条１ 項

立 地基 準編 第６ 章（ P132～ P137）

法 第４ ３条 第１ 項に 規定 する社 会福 祉施 設の 用途 の変 更に つい ては 、次 のと おり とす る。
＜ 平成 ２１ 年１ ２月 １日 施行 ＞
線 引き 以前 から 存す る社 会福祉 施設 又は 線引 き以 後に 許可 不要 によ り建 築さ れた 社会 福
祉施 設に つい ての 「用 途の 変更」 とは 、下 表「 社会 福祉 施設 の用 途分 類」 のイ 欄各 項目 間
の変 更を いう 。
た だし 、平 成１ ９年 １１ 月３０ 日以 降に 、法 第４ ３条 第１ 項の 許可 を受 けて 建築 され た
建築 物に つい ては 、法 第３ ４条各 号に 該当 する もの とし て許 可処 分を した こと から 、許 可
を受 けた 用途 以外 の用 途と するこ とは 「用 途の 変更 」に 該当 する （上 記取 扱い 及び 下記 ＜
留意 事項 ＞は 適用 しな い） 。
(表 )

社 会 福 祉 施 設 の 用 途 分 類
区 分は (イ )欄で 行う
区

分

イ
生活 保護 法に 基づ く社 会福祉
施設

例

示
ロ

救 護施 設、 更生 施設

児童 福祉 法に 基づ く社 会福祉
施設

乳 児院 、母 子生 活支 援施 設、 児童 養護 施設 、知 的障
害 児施 設、 知的 障害 児通 園施 設、 盲ろ うあ 児施 設、
肢 体不 自由 児施 設、 重症 心身 障害 児施 設、 情緒 障害
児 短期 治療 施設 、児 童自 立支 援施 設
助 産施 設、 保育 所、 児童 厚生 施設

老人 福祉 法又 は介 護保 険法に
基づ く社 会福 祉施 設

養 護老 人ホ ーム 、特 別養 護老 人ホ ーム 、軽 費老 人ホ
ーム
老 人デ イサ ービ ス事 業、 老人 短期 入所 事業 、小 規模
多 機能 型居 宅介 護事 業又 は認 知症 対応 型老 人共 同生
活 援助 事業 に供 する 施設 、老 人福 祉セ ンタ ー
介 護老 人保 健施 設（ 無料又は低額な費用で利用させるものに限る ）

障害 者自 立支 援法 に基 づく社
会福 祉施 設

障 害者 支援 施設 、障 害福 祉サ ービ ス事 業に 供す る施
設 、福 祉ホ ーム
身 体障 害者 更生 援護 施設 、知 的障 害者 援護 施設
精 神障 害者 社会 復帰 施設

売春 防止 法に 基づ く社 会福祉
施設

婦 人保 護施 設

母子 及び 寡婦 福祉 法に 基づく
社会 福祉 施設

母 子福 祉施 設
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＜ 留意 事項 ＞
ア 「 社会 福祉 施設 」と は、社 会福 祉法 第２ 条第 ２項 に規 定す る第 一種 社会 福祉 事業 又
は同 法同 条第 ３項 に規 定する 第二 種社 会福 祉事 業の 用に 供す る施 設を いう 。
イ 第 一種 社会 福祉 事業 又は第 二種 社会 福祉 事業 に該 当す る事 業で あっ ても 、老 人居 宅
介護 等事 業の 用に 供す る施設 等（ 単な る「 事務 所」 施設 ）を 単独 で建 築す るこ とは 、
市街 化調 整区 域に 立地 しなけ れば なら ない 必要 性が ない こと から 、社 会福 祉施 設に は
該当 しな いこ とと 扱う 。ただ し、 社会 福祉 施設 に併 設（ 建築 基準 法上 不可 分な 関係 ）
され る老 人居 宅介 護等 事業の 用に 供す る施 設等 は、 当該 社会 福祉 施設 の用 途に 包含 さ
れる もの と扱 う。
ウ 根 拠法 令が 異な り、 イ欄各 項目 間が 変更 され る場 合で あっ ても 、実 質的 に事 業内 容
が異 なら ない 場合 （例 ：「児 童福 祉法 に基 づく 知的 障害 児施 設」 であ った もの が、 入
所者 の成 長に 伴っ て「 障害者 自立 支援 法に 基づ く障 害者 支援 施設 」に 変更 ）に つい て
は、 用途 の変 更と はと ら な い。
用 途変 更に 該当 する か か につ いて は、
（建 築） 行 事前
を行 い
する
こと とす る。 存 の用 途を変 更す る、 存 の用 途に た な用 途（ 事業 ）を
する 又
は 存の 用途 の一 を
す る場 合、 地 内 ての 施設 が社 会福 祉施 設に 該当 する か
か につ いて 、及 び、 施設の 根拠 法令 （ 存、
とも ）に つい ては 、当 該社 会福 祉
施設 を所 す る
の意
によ り 認す るこ とと する 。
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