提案 基準 ２「 旧住 造法 完了地 にお ける 開発 行為 」

◎

法 ３４ 条１ ４号

立 地基 準編 第２ 章第 １２節 ［審 査基 準２ ］提 案基 準２ （P61)

１

要件 １(３ )に つい て
地元 市町 村長 の副 申書 に支障 とな る意 見が ない こと によ り確 認す る。
ただ し、 当該 開発 行為 の計画 内容 によ って は、 必要 に応 じて 別途 地元 市町 村長 の意 見
書 を求 める こと があ る。

２

要件 ２た だし 書に つい て
「道 路拡 幅整 備の みで ある場 合等 」と は、 当該 開発 行為 に係 る区 画の 変更 の内 容が 、
道 路拡 幅整 備の みで ある 場合、 若し くは 技術 基準 編第 ７章 第３ 節１ ．［ 審査 基準 ２］ に
規 定す る公 園の 設置 のた めにの み行 う場 合、 又は 、そ れら を同 時に 行う 場合 をい う。

３

留意 事項 ウに つい て
当該 併用 住宅 は、 戸建 併用住 宅に 限ら ず長 屋建 併用 住宅 の場 合も 該当 する 。
ただ し、 長屋 建併 用住 宅につ いて は、 建築 物の 延べ 面積 の２ 分の １以 上を 居住 の用 に
供 し、 かつ 、住 宅以 外の 用途に 供す る部 分の 床面 積の 合計 が当 該長 屋建 併用 住宅 全体 で
５ ０平 方メ ート ル以 下で あるこ と。

４

開発 区域 につ いて
当該 開発 行為 が区 画の 変更等 によ る場 合で 、そ の申 請に 係る 建築 物の 建築 計画 が隣 接
す る既 存建 築物 の敷 地の 一部を 含む 場合 には 、次 に掲 げる 事項 のす べて に該 当す れば 、
当 該建 築計 画の ある 区域 を開発 区域 とす る（ 例１ 、２ 参照 ）。
(１ ) 隣接 する 既存 建築 物の敷 地に 、当 該開 発行 為と 一体 の開 発行 為が 認め られ ない こ
と。
(２ ) 当該 区画 の変 更に 伴い、 隣接 する 既存 建築 物に 改築 等の 建築 計画 が当 面な いこ と。
(３ ) 隣接 する 既存 建築 物が、 区画 変更 後の 敷地 に対 して 建築 基準 法等 に適 合し てい る
こ と。
(例 １)

A

A´

B

････建築 物

B´

開 発区 域
A ´ ：Aの敷地 を増 加し て建 替
B ´ ：Bの敷地 を減 少す るが 、当 面建 替予 定な し
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(例 ２)

B

A´

B´

開 発区 域
A ´ ：Bの敷地 を分 割し て新 築
B ´ ：Bの敷地 を分 割後 、当 面建 替予 定な し
A ´ の 開発 区域 におけ る開 発行 為が 完了 する まで に隣 接地 B ´ の 既存 建築 物に
建 築計 画が 生じ た場合 は、 A ´ 及 びB ´ は一 体の 開発 行為 とな り、 開発 区域 はA ´ 及
び B ´ を 含め た区 域とす る。 ただ し、 A ´ の 区域 とB ´ の区 域で 共同 の開 発許 可申 請
が でき ない 場合 は、別 々に 開発 許可 申請 を行 って もよ い。
※ A ´ の 開発 区域 におけ る開 発行 為の 完了 後は 、B ´ の区 域を 法第 ４３ 条第 １項 第
４ 号（ 令第 ３４ 条第２ 号） に規 定す る「 旧住 宅地 造成 事業 に関 する 法律 に基 づ
き 開発 行為 が行 われた 土地 の区 域」 とし て取 り扱 う。
※
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