法第 ４３ 条第 １項 の許 可申請

◎

立 地基 準編 第６ 章［ 審査基 準

法 ４３ 条１ 項

２］ （P132～ P137）

法 第４ ３条 第１ 項の 許可 申請に 当た って は、 令第 ３６ 条に 定め る基 準等 のほ か、 次に 掲
げる 内容 に適 合し てい るこ と。
１
２

３
４

敷地 と道 路の 関係 は、 建築基 準法 第４ ３条 第１ 項の 規定 に適 合す るこ と。
他法 令の 許可 等が 必要 な場合 は、 当該 許可 等を 受け てい るか 、又 は受 ける こと が確 実
で ある こと 。
官民 境界 明示 等を 受け ている こと 。
申請 書及 び添 付図 書の 記載事 項に つい て
(１ ) 申請 書１ 欄の うち 土地の 地番 は全 筆記 入
(２ ) 申請 書１ 欄の うち 面積は 実測 値を 記入
(３ ) 申請 書２ 欄に おい て、建 築物 の用 途が 、店 舗又 は工 場等 の場 合、 許可 に係 る建 築
物 等の 用途 が明 確に 判断で きる 業種 等を 記入 。
(４ ) 申請 書５ 欄に は、 他法令 の許 可等 を要 する 場合 には 、そ の手 続の 状況 につ いて 記
入
(５ ) 付近 見取 図は 縮尺 １／２ ５０ ０の 都市 計画 図に 方位 、敷 地の 位置 及び 周辺 の公 共
施 設を 記入
(６ ) 敷地 現況 図に は、 規則第 ３４ 条第 ２項 に定 める 事項 を記 入
(７ ) 敷地 断面 図に は、 敷地境 界線 、隣 地等 との 高低 差、 擁壁 の高 さ・ 築造 時期 等を 記
入
(８ ) 計画 建築 物の 配置 図には 次の 事項 を記 入
ア 前 面道 路の 名称 、幅員 及び 道路 後退 線
イ 敷 地の 境界 線、 建築物 等の 位置 、が け及 び擁 壁等 の位 置
ウ 排 水施 設の 位置 、種類 、水 の流 れの 方向 、吐 口の 位置 及び 放流 先の 名称 等
エ 法 第３ ４条 第１ １号の 場合 は、 駐車 スペ ース の位 置・ 規模 ・駐 車台 数及 び緑 地
の位 置・ 規模 ・樹 木の種 類等
(９ ) 計画 建築 物の 平面 図には 、床 面積 、延 べ面 積及 び建 築面 積（ 算定 根拠 を含 む） も
記入
(10) 計画 建築 物の 立面 図は、 ２面 以上 とし 、次 の事 項を 記入
ア 最 高の 高さ
イ 法 第３ ４条 第１ １号の 場合 は、 植栽 ・屋 根・ 外壁 等に 着色 の上 、仕 上げ 材の 名
称・ 色名 等
(11) 求積 図に は、 求積 表も記 入
なお 、前 面道 路が 建築基 準法 第４ ２条 第２ 項に 規定 する 道路 の場 合は 、同 項の 規
定 によ り道 路の 境界 線とみ なし たと ころ から の求 積を 行う こと 。
(12) 排水 放流 同意 書に は、申 請者 の住 所・ 氏名 、計 画建 築物 の位 置・ 用途 、排 水の 区
分 （雨 水、 雑排 水、 汚水） 及び 放流 先を 記入
(13) その 他必 要な 事項
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