◎

提案 基準 ３５ 「特 定区 域内に おけ る小 規模 敷地 の開 発行 為

法 ３４ 条１ ４号

等」

令 ３６ 条１ 項３ 号ホ

立 地基 準編 第２ 章第 １２節 ［審 査基 準

２］ 提案 基準 ３５ （P113）

１

要件 １(３ )に つい て
「周 辺に 土地 を求 め拡 張する こと が困 難」 とは 、計 画地 の周 囲に 隣接 する 土地 が、 既
に 建築 物等 の敷 地と して 利用さ れて いる 場合 や、 申請 者等 以外 のも のが 所有 し、 既に 土
地 利用 が計 画さ れて いる 場合等 で、 土地 を拡 張す るこ とが 困難 なも のを いう 。ま た、 よ
り 狭小 な複 数の 土地 を一 として 利用 した 場合 にお いて も敷 地面 積が ２０ ０平 方メ ート ル
を 満た さな い場 合は 、さ らに周 辺に 土地 を求 めて 敷地 面積 を２ ００ 平方 メー トル 以上 と
す るこ とが 困難 であ ると 認めら れる こと 。

２

要件 ３に つい て
「当 該市 町村 の土 地利 用計画 、環 境の 保全 、周 辺の 状況 等に 照ら し支 障が ない もの で
あ るこ と」 につ いて は、 当該市 町村 長の 意見 書に より 確認 する 。

３

要件 ４(２ )に つい て
「敷 地の 外周 部が 適切 に緑化 され てい る等 周辺 の環 境に 配慮 され た」 とは 、当 該既 存
集 落及 び周 辺地 域の 良好 な環境 と景 観を 維持 する こと を目 的と する もの で、 必ず しも 敷
地 の周 囲全 辺（ 長方 形の 敷地で あれ ば４ 辺） が緑 化さ れて いる こと を要 件と する もの で
は なく 、敷 地の 形状 や建 築物の 用途 、配 置計 画等 に応 じて 、緑 化可 能な 部分 につ いて 適
切 に緑 化さ れて いる こと をいう 。

４

要件 ４(３ )に つい て
「敷 地の 面積 は、 原則 として １６ ５平 方メ ート ル以 上」 であ るこ とに つい て、 敷地 面
積 が１ ６５ 平方 メー トル 未満の 場合 にあ って は、 次に 掲げ る要 件の すべ てに 該当 する こ
と。
（ １） 平成 １７ 年１ 月１ 日以前 から 土地 を所 有し てい る者 が、 自己 の居 住の 目的 で住 宅
の 建築 を行 うも ので あるこ と。
（ ２） 平成 １７ 年１ 月１ 日以前 から 宅地 （登 記簿 上の 地目 が宅 地） であ り、 敷地 の現 況
を 著し く変 更す るこ となく 土地 利用 が行 われ るも ので ある こと 。
（ ３） 周辺 部に 住宅 が建 ち並び 、物 理的 に土 地を 拡張 する こと が困 難で ある と認 めら れ
る こと 。
＜ 留意 事項 ＞
上 記４ の運 用を 適用 する場 合、 属人 性を 有す る内 容で もっ て許 可を 行う こと にな る
こと から 、適 格性 を有 しない 者へ 譲渡 され るこ と等 によ る用 途変 更を 行う 場合 は、 提
案基 準１ ９「 属人 性に 係る用 途変 更」 によ る事 前協 議手 続が 必要 にな るの で、 留意 す
るこ と。
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５

要件 ５に つい て
要件 ５は 、予 定建 築物 の屋根 、外 壁、 その 他屋 外か ら見 るこ とが でき る部 分に つい て、
当 該既 存集 落の 区域 の特 性を踏 まえ 、こ れに 調和 する 形状 、材 料、 色彩 等を 用い てい る
こ とを いう 。特 に、 次に 掲げる 事項 に該 当す るこ と。
要件
(１)

屋根

ⅰ ．原 則と して 、勾 配屋 根で ある こと 。
ⅱ ．色 彩に つい ては 、原 則と して 、原 色を 用い てい ないこ
と。 また 、彩 度を 抑え た落 ち いた もの であ るこ と。

着

(２)

(３)

外壁

ⅰ ．色 彩に つい ては 、原 則と して 、原 色を 用い てい ないこ
と。 また 、彩 度を 抑え た落 ち いた もの であ るこ と。

着

そ の他 屋外 か ⅰ ．色 彩に つい ては 、原 則と して 、原 色を 用い てい ないこ
ら見 るこ とが で
と。 また 、彩 度を 抑え た落 ち いた もの であ るこ と。
きる 部分

着

＜ 留意 事項 ＞
上
、「 原則 とし て、勾 配屋 根で ある こと 」と ある が、 建築 物の 用途 、周 辺の 状
況等 を 案し てや を ない と認 めら れる 場合 は、 この り でな い。
上
、「 原則 とし て、原 色を 用い てい ない こと 」と ある が、 原色 を用 いて いる
所が 部 に られ てい る等、 当該 既存 集落 の区 域の 環境 に著 しく 調 和で ない 場合 は、
この り でな い。
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