法 ３４ 条１ ４号

市街 化区 域と 市街 化調 整区域 にま たが る開 発（ 建築 ）行 為

令 ３６ 条１ 項３ 号ホ

◎ 立地 基準 編第 ２章 第１ ２節［ 審査 基準 ２］ 個別 附議 （P124）
市 街化 区域 と市 街化 調整 区域に また がる 開発 （建 築） 行為 のう ち、 開発 審査 会の 個別 附
議の 対象 とな るも のは 、次 のとお りと する 。
市 街化 区域 に存 する 敷地 が、建 築基 準法 第４ ３条 の規 定（ 接道 ）を 満た さず 、周 囲の 状
況等 によ り市 街化 区域 内で 接道を 求め るこ とが 困難 と認 めら れ、 その ため に市 街化 調整 区
域内 に路 線状 部分 の敷 地を 計画す る場 合で 、次 に掲 げる 要件 のす べて に該 当す るか 、又 は
これ と同 等の 状況 にあ りや むを得 ない と認 めら れる もの は、 法第 ３４ 条第 １４ 号又 は令 第
３６ 条第 １項 第３ 号ホ の規 定によ り開 発審 査会 に附 議す るこ とと する 。
(１ )
(２ )

予定 建築 物の 用途 は、自 己用 住宅 又は 自己 用小 規模 店舗 であ るこ と。
路線 状部 分の 幅員 は、原 則と して 自己 用住 宅に つい ては ２メ ート ルで あり 、自 己
用 小規 模店 舗に つい ては２ メー トル 以上 ４メ ート ル以 下で ある こと 。
(３ ) 路線 状部 分の 敷地 は、基 準を 満た す既 設道 路ま で合 理的 な最 短距 離で 計画 され て
い るこ と。
(４ ) 敷地 面積 は、 自己 用住宅 につ いて は３ ００ 平方 メー トル 以下 、自 己用 小規 模店 舗
に つい ては ５０ ０平 方メー トル 以下 であ るこ と。
(５ ) 建ぺ い率 、容 積率 、外壁 の後 退距 離等 は、 路線 状部 分の 敷地 を除 いた 敷地 面積 で
当 該市 街化 区域 の用 途地域 の基 準に 適合 する こと 。
(６ ) 路線 状部 分の 延長 は、お おむ ね３ ０メ ート ル以 下で ある こと 。
(例 )

市街化 調整 区域

市街 化区 域

既
ａ
設

道

ａ＝ ２ｍ （自 己用 住宅 の場 合）
ａ＝ ２ｍ 以上 ４ｍ 以下
（ 自己 用小 規模 店舗 の場 合）

Ａ

路
ｂ≦ ３０ ｍ

Ｂ

Ａ× Ｂ＋ ａ× ｂ≦ ３０ ０㎡ （自 己用 住宅 の場 合）
Ａ× Ｂ＋ ａ× ｂ≦ ５０ ０㎡ （自 己用 小規 模店 舗の 場合 ）
Ａ× Ｂを 敷地 面積 とし た建ぺ い率 ≦ ６０ ％
当 該市 街化 区域 の用 途地 域が
Ａ× Ｂを 敷地 面積 とし た容積 率 ≦２ ００ ％
第 １種 住居 地域 の場 合
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