建築 物の 敷地 、構 造及 び設備 に関 する 制限

◎

法 ４１ 条１ 項
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法 第４ １条 第１ 項で 規定 されて いる 「建 築物 の敷 地、 構造 及び 設備 に関 する 制限 」に つ
いて は、 次の とお りと する 。
１

趣旨
市街 化調 整区 域は 、市 街化を 抑制 すべ き区 域と され てお り、 用途 地域 等を 原則 とし て
定 めな いこ とと され てい る。し かし 、用 途地 域の 定め られ てい ない 区域 での 建築 基準 法
の みに よる 規制 では 、将 来の計 画的 な市 街化 を図 る上 に支 障を 来す こと が予 測さ れる 。
そこ で、 本制 限を 付加 するこ とに よっ て、 市街 化調 整区 域の 将来 を見 通し た建 築物 の
形 態に 関す る計 画の 担保 を図ろ うと する もの であ り、 開発 許可 （変 更許 可を 含む 。） の
際 に本 制限 を定 める こと ができ るも のと して いる 。
なお 、開 発許 可と 関係 なく、 本制 限を 変更 し又 は付 加す るこ とは でき ない 。

２

制限 の内 容
(１ ) 建ぺ い率 及び 容積 率
(２ ) 建築 物の 高さ
(３ ) 壁面 の位 置
(４ ) その 他建 築物 の敷 地、構 造及 び設 備に 関す る制 限

３

制限 の効 力等
(１ ) 本制 限は 、開 発登 録簿に 登載 する こと によ り一 般に 閲覧 でき るよ うに する 。
(２ ) 本制 限は 、開 発許 可を受 けた 者だ けで なく 、当 該土 地の 区域 内に 建築 しよ うと す
る すべ ての 者に 適用 する。
(３ ) 本制 限の 課せ られ た区域 が市 街化 区域 に編 入さ れた 場合 又は 新た に地 域地 区が 設
定 され た場 合は 、開 発登録 簿の 本制 限に 係る 記載 を抹 消し 、そ の後 本制 限は 適用 し
な い。

４ 法第 ４１ 条第 １項 の規 定によ る制 限が 付加 され てい る場 合の 運用 につ いて
（１ ）「 建築 物の 敷地 、構 造及 び設 備に 関す る制 限は 建築 基準 法第 ３章 の規 定を準 用し 、
都 市計 画法 第９ 条第 １項に 規定 する 第１ 種低 層住 居専 用地 域に 準じ 適合 する よう 計
画 され てい るこ と。 このう ち、 ・・ ・」 の内 容が 付加 され てい る場 合（ 提案 基準 ６
「 既存 宅地 開発 」及 び提案 基準 ２１ 「既 存建 築物 の再 活用 」の 場合 ）
ア 建ぺ い率 及び 外壁 の後退 距離 につ いて は、 第１ 種低 層住 居専 用地 域に おけ る建 築
基 準法 の規 定に 準じ て緩和 規定 の適 用が 可能 であ るこ と。
イ 建築 基準 法第 ５６ 条第１ 項第 ３号 の規 定に 基づ く北 側斜 線等 の適 用は 受け ない も
の であ るこ と。
（２ ）上 記（ １） 以外 の場 合（ 都市 の秩 序あ る整 備を 図る ため の都 市計 画法 等の一 部を 改
正 する 法律 （平 成１ ８年法 律第 ４６ 号） によ る改 正前 の都 市計 画法 第３ ４条 第１ ０
号 イ（ ※平 成１ ９年 １１月 ３０ 日に 廃止 ）に より 許可 され たも のは 除く 。）
ア 建ぺ い率 に関 する 制限が 付加 され てい るも のに つい ては 、建 築基 準法 の規 定に 準
じ て緩 和規 定の 適用 が可能 であ るこ と。
イ 外壁 の後 退距 離に 関する 制限 が付 加さ れて いる もの につ いて は、 第１ 種低 層住 居
専 用地 域に おけ る建 築基準 法の 規定 に準 じて 緩和 規定 の適 用が 可能 であ るこ と。
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