既存 宅地 の確 認を 行っ た土地 にお ける 予定 建築 物の 用途 、
規模 等
「 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） の施 行日 （平 成１ ３年 ５月
１ ８日 ）を もっ て既 存宅地 確認 制度 は廃 止
◎

法 附則 ６条

立 地基 準編 第７ 章（ P138～ P149）

１

既存 宅地 確認 制度 を活 用して 建築 物の 新築 等を 行う 場合
既存 宅地 の確 認を 行っ た土地 にお ける 予定 建築 物の 用途 、規 模等 につ いて は、 立地 基
準 編第 ７章 の「 既存 宅地 の確認 を得 た土 地に おけ る建 築物 の新 築等 に関 する 技術 基準 」
(P139)、及 び、 次に 定め る「既 存宅 地の 確認 を得 た土 地に おけ る建 築物 の新 築等 に関 す
る 技術 基準 の運 用」 に適 合する こと 。

２

上記 １以 外の 場合 （建 築物を 既存 宅地 確認 制度 によ り建 築し た後 の当 該建 築物 の建 替
え 等） は、 「既 存宅 地の 確認を 得た 土地 にお ける 建築 物の 新築 等に 関す る技 術基 準」 及
び 「既 存宅 地の 確認 を得 た土地 にお ける 建築 物の 新築 等に 関す る技 術基 準の 運用 」は 適
用 しな い。
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既存 宅地 の確 認を 得た 土地 にお ける建 築物 の新 築等 に関 する 技術 基準 の運 用

「 既存 宅地 の確 認を 得た 土地に おけ る建 築物 の新 築等 に関 する 技術 基準 」（ 立地 基準 編
第７ 章P139。 以下 「基 準」 という 。） の運 用に つい ては 、下 記の とお り取 り扱 う。

１

記
基準 第３ の対 象に つい て
当該 基準 は、 既存 宅地 の確認 を得 た土 地に おい て行 う建 築物 の新 築等 につ いて 適用 す
る もの であ り、 既存 宅地 の確認 を受 けた 者に 限ら ず当 該土 地に おい て新 築等 を行 う者 も
対 象と する 。

２

基準 第４ の建 築物 の新 築等の 規制 につ いて
(１ ) 建築 物の 面積 及び 高さの 算定 方法 （建 ぺい 率、 容積 率等 の算 定方 法を 含む 。） は、
建 築基 準法 の規 定に 基づき 行う もの とす る。
(２ ) 基準 第４ (１)ウの 規定は 、高 度地 区の 指定 がさ れて いる 場合 には 適用 しな い。
(３ ) 基準 第４ (２)の「 建築物 の用 途が 、地 元市 町村 の土 地利 用計 画に おい て環 境の 保
全 上支 障な いと 認め られる もの であ るこ と」 の判 断に 当た って は、 地元 市町 村長 の
支 障が ない 旨の 意見 書又は 副申 書に より 確認 する 。

３

基準 第５ の建 築物 の新 築等に 関す る協 議（ 以下 「協 議」 とい う。 ）に つい て
(１ ) 「既 存宅 地に おけ る建築 物の 建築 等に 関す る協 議書 」（ 以下 「協 議書 」と い
う 。） の添 付書 類は 次のと おり とす る。
ア 市 町村 長の 意見 書又は 副申 書
イ 既 存宅 地確 認通 知書の 写し
ウ 付 近見 取図
エ 変 更後 の配 置図 、各階 平面 図、 立面 図又 は断 面図 、及 び建 物面 積計 算表
オ そ の他 知事 が必 要と認 める 図書
(２ ) 自己 の居 住又 は業 務の用 に供 する 建築 物（ 以下 「自 己用 建築 物」 とい う。 ）に 限
り 新築 等を 行う こと ができ るの で、 次の アか らウ のす べて に該 当す る場 合に 限り 、
協 議を 了す るこ とと する。
ア 協 議書 の「 協議 者」欄 と「 建築 主」 欄が 同一 の者 であ るこ と。
イ 協 議書 の「 主要 用途」 欄に 、自 己用 建築 物に 該当 する こと が明 確に 記載 され て
いる こと （例 えば 「自己 用住 宅」 等） 。
ウ 協 議書 の添 付図 書によ り、 予定 建築 物が 自己 用住 宅に 該当 する と認 めら れる こ
と。
＜ 留意 事項 ＞
ア 申 請地 にお いて 風致 地区等 他法 令に 基づ く規 制が ある 場合 は、 その 規定 も満 たす 必
要が ある ので 、留 意す ること 。
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