［参 考］ 既存 宅地 の確 認
「 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

旧 法４ ３条 １項 ６号
イ

◎ 立地 基準 編第 ７章 （P138～P149）

１

要件 １に つい て
「お おむ ね５ ０以 上の 建築物 が連 たん して いる 地域 が、 市街 化区 域か ら１ ００ ０メ ー
ト ルま でに かか る場 合」 につい ては 、次 の(例１ )のと おり とす る。
(例１ )

２

要件 ３に つい て
(１ ) 「建 築物 の敷 地（ 建築基 準法 施行 令第 １条 第１ 号に いう 敷地 ）が ５０ メー トル 以
内 の間 隔で 連続 する 地域内 にあ る場 合」 につ いて は、 次の (例 ２)の とお りと する 。
(例 ２)
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(２ )

「お おむ ね５ ０以 上」と は、 原則 とし て５ ０以 上を いう が、 建築 物が 連た んし て
い る地 域内 にお ける 建築物 の戸 数密 度が １ヘ クタ ール 当た り１ ５戸 以上 と認 めら れ
る 場合 等集 落と して の集積 の程 度が 高い 場合 その 他特 にや むを 得な いと 認め られ る
場 合で あり 、か つ、 地元市 町村 の土 地利 用計 画及 び周 辺地 域の 状況 等に 照ら し支 障
の ない 旨の 当該 市町 村長の 意見 書が ある 場合 にあ って は４ ５以 上を いう 。

(３ )

「お おむ ね５ ０以 上の建 築物 が連 たん して いる 地域 内」 とあ るが 、当 該地 域の 隣
接 地の 取扱 いは 次の (例３ )のと おり とす る。
(例 ３)

＊１

連 たん する 地域内 の建 築物 が存 する 敷地 に隣 接し てい る土 地は 、「 連た ん
する 地域 」に 含まれ るも のと する 。
＊２ 連 たん する 地域内 の建 築物 が存 する 敷地 に隣 接し てい ない 土地 は、 「連 た
んす る地 域」 に含ま れな い。
(注 )

※

上図 は、 「連 たんす る地 域の 隣接 地」 の取 扱い を例 示す るた めの もの であ り、
「 連た んす る地 域」は 模式 的に 図示 した もの であ るの で注 意す るこ と。

本 取扱 いに おい て「 旧法」 とは 、「 都市 計画 法及 び建 築基 準法 の一 部を 改正 する 法
律（ 平成 １２ 年法 律第 ７３号 ）」 によ る改 正前 の都 市計 画法 をい う。
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