予定 建築 物等 以外 の建 築等の 制限

◎

法 ４２ 条

立 地基 準編 第５ 章（ P127～ P131）

法 第４ ２条 で規 定さ れて いる「 予定 建築 物等 以外 の建 築等 の制 限」 につ いて は、 次の と
おり とす る。
１

趣旨
開発 許可 処分 は、 将来 その開 発区 域に 建築 又は 建設 され る建 築物 又は 特定 工作 物が そ
れ ぞれ の許 可基 準に 適合 する場 合に 行う もの であ る。 した がっ て、 予定 建築 物等 以外 の
建 築物 等が 無制 限に 建築 等され るこ とに なる と、 開発 許可 制度 の規 制の 効果 が失 われ る
た め、 原則 とし てこ れを 認めな いこ とと して いる 。

２

制限 の内 容
法第 ４２ 条の 制限 は、 予定建 築物 等が 法第 ３４ 条各 号に 該当 する もの とし て開 発許 可
さ れた こと を勘 案し 、予 定建築 物等 の用 途の 制限 に限 らず 、各 許可 ごと に逐 次開 発行 為
主 体（ 建築 主） 、建 築物 の規模 等の 制限 をも 含む もの とし て取 り扱 うこ とを 原則 とす る。
ただ し、 次の よう な明 らかに 属人 性を 有し ない もの とし て開 発許 可さ れた もの につ い
て は、 開発 行為 主体 （建 築主） は問 わな いこ とと し、 また 、建 築物 の規 模の 制限 につ い
て も、 予定 建築 物の 用途 が住宅 であ って 明ら かに 審査 基準 の範 囲内 であ ると 認め られ る
も のに つい ては 、建 築物 の規模 等の 制限 の対 象と しな いこ とと する 。
なお 、開 発許 可さ れた ものが 「属 人性 を有 する 内容 でも って 許可 され たも の」 であ る
か 否か 明ら かで ない もの につい ては 、開 発（ 建築 ）行 為事 前協 議の 手続 にお いて 判断 し
て いく こと とす る。
◇明 らか に属 人性 を有 しな いも のの 事例
・ 「 旧 住造 法完 了地 にお ける 開発 行為 」
・ 「 土 地区 画整 理事 業施 行区 域内 にお ける 開発 行為 」
・ 「 既 存建 築物 の再 活用 」 な ど

３

予定 建築 物等 が建 築さ れた後 の増 改築 等
予定 建築 物等 が建 築等 された 後に 増築 、改 築等 を行 う場 合の 規模 につ いて は、 本条 に
よ る制 限の 対象 とし てい ない。

４

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 おい て建 築物 又
は 特定 工作 物を 新築 若しく は新 設し 又は 建築 物を 改築 し、 若し くは その 用途 の変 更
を 行お うと する すべ ての者 に適 用す る。
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