提案 基準 ６「 既存 宅地 開発」

◎

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 ６（ P65・P66）

１

本提 案基 準の 適用 範囲 につい て
(１ ) 形質 の変 更の みに よる開 発行 為と 区画 の変 更（ 区画 及び 形質 の変 更を 含む 。） を
伴 う開 発行 為と は、 適用さ れる 要件 が異 なる ため 、留 意す るこ と。
(２ ) 形質 の変 更に よる 開発行 為の うち 、法 第３ ３条 の規 定に よる 道路 ・公 園等 の設 置
義 務又 は建 築基 準法 第４２ 条第 ２項 の規 定に よる 道路 後退 義務 が生 じた こと のみ に
よ り区 画の 変更 が生 じる場 合は 、区 画の 変更 を伴 う開 発行 為と はみ なさ ない で、 形
質 の変 更の みに よる 開発行 為と する 。

２

開発 区域 につ いて
本提 案基 準は 、都 市計 画法及 び建 築基 準法 の一 部を 改正 する 法律 （平 成１ ２年 法律 第
７ ３号 ）に よる 改正 前の 都市計 画法 第４ ３条 第１ 項第 ６号 ロの 確認 （以 下、 「既 存宅 地
の 確認 」と いう 。） を受 けた土 地に おけ る開 発行 為で 一定 の要 件を 満た すも のを 対象 と
し てい るた め、 開発 区域 は既存 宅地 の確 認を 受け た土 地の 区域 に限 られ る。
ただ し、 既存 宅地 の確 認を受 けた 土地 の区 域と 既存 道路 の間 に国 有水 路、 里道 、河 川
等 の公 共施 設が 存す る場 合等に つい ては 、下 記の すべ てに 該当 する 場合 に限 り、 当該 公
共 施設 を開 発区 域に 含む ことを 認め る。
(１ ) 当該 公共 施設 を開 発行為 によ る道 路の 一部 とす るこ とに つい て、 法第 ３２ 条第 １
項 の規 定に より 、当 該公共 施設 の管 理者 の同 意を 得て いる こと 。
(２ ) 開発 行為 によ り設 置され る道 路が 、市 町村 に帰 属、 管理 され るこ と（ 当該 公共 施
設 の部 分に つい ても 市町村 によ って 管理 され るこ と） につ いて 、法 第３ ２条 第２ 項
の 協議 を了 して いる こと。
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４

要件 ５に つい て
本要 件は 、法 第４ ２条 第１項 の規 定に よる 制限 を示 した もの であ る。
要件 ６に つい て
(１ ) 要件 ６に 係る 制限 は第１ 種低 層住 居専 用地 域に 係る 建築 基準 法上 の制 限（ 同法 第
４ ８条 第１ 項の 建築 物の用 途に 関す る制 限を 除く 。） に準 じて 定め るこ と。
(２ ) 要件 ６た だし 書に 該当す る場 合は 、当 該用 途地 域に 係る 建築 基準 法上 の制 限（ 同
法 第４ ８条 各項 の建 築物の 用途 に関 する 制限 を除 く。 ）に 準じ るこ と。
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(３ )

要件 ６た だし 書が 適用さ れる 場合 とは 、当 該市 町村 にお ける 用途 地域 指定 状況
（ 第１ 種低 層住 居専 用地域 の指 定が ない 場合 等） にお いて 、当 該地 域に 第１ 種低 層
住 居専 用地 域に 準じ る制限 を課 せば 、当 該市 町村 の土 地利 用計 画に 著し い支 障が 生
じ る場 合を いう 。具 体の取 扱い につ いて は、 当該 市町 村が あら かじ め県 に協 議す る
必 要が ある 。

５

要件 ７な お書 につ いて
既存 宅地 の確 認を 得た 土地に おい て、 長屋 建住 宅の 建築 を目 的と する 開発 行為 で、 建
築 基準 法第 ８６ 条第 １項 の規定 に基 づく 総合 的設 計に よる 一団 地の 建築 物認 定を 受け る
も ので 、次 に掲 げる すべ てに該 当す る場 合は 、要 件７ なお 書に 該当 する もの とす る。
(１ ) 良好 な住 環境 及び 街並み ・景 観の 形成 に寄 与す ると 認め られ る地 区計 画又 は建 築
協 定が 定め られ るこ と。
(２ ) 長屋 建住 宅の 戸数 は、当 該開 発区 域の 面積 から 開発 許可 に基 づき 設置 され る公 園、
道 路等 の公 共施 設に 供する 部分 の面 積を 除い た面 積を １２ ０平 方メ ート ルで 除し た
数 以下 であ るこ と。

６

附則 につ いて
附則 ただ し書 に該 当し ない開 発行 為に あっ ては 、平 成１ ３年 ５月 １７ 日ま でに 開発 許
可 処分 を受 けた もの につ いての み、 本提 案基 準に 基づ き当 該開 発行 為が 認め られ る。

７

提出 図書 につ いて
申請 に当 たっ ては 、開 発（建 築） 行為 事前 協議 制度 で定 める 図書 以外 に、 次に 掲げ る
図 書を 提出 する こと 。
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＜ 留意 事項 ＞
ア 本 提案 基準 は、 法第 ３４条 第１ ４号 に基 づく もの であ り、 開発 許可 申請 に当 たっ て
の 技術 基 準等 は 技術 基 準編等 に適 合す る必 要が ある 。
イ 既 存宅 地の 確認 を受 けた土 地は 、 従来 が 更地 であ って も当 該既 存宅 地の 確認 によ り
区画 が形 成さ れた もの とする 。
た だし 、 従来 更 地で あった 土地 にお いて 既存 宅地 の確 認を 受け 、 そ の後 建築 行為 を
行 わ ない で当 該既 存宅 地の確 認を 取り 止 め た場 合は この 限り でな い。
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