(下線の部分は改正部分)
改
２

正 後

改
２

用語の定義（法第４条）

（１）～（７）

用語の定義（法第４条）

（１）～（７）

(略)

正 前

(略)

（８）「開発区域」とは，次のいずれかに該当する土地がそれぞれ一連する場合は，
開発区域の対象となる。
○建築物又は特定工作物の敷地
○駐車場等として上記の敷地と一体的に利用される土地
○当該開発行為により新設される公共及び公益施設の用に供する土地
○造成等の工事をする区域（地目変更等も含む。）
○廃止及び併用されるなどの道路・水路利用により一連性が認められる土地
○上記の関連事項を含め，客観的に一連性があると捉えられる土地
※フェンス設置で一連性がないとの判断は原則しない。

表‐２（法第２９条第１項第３号の政令第２１条で定める公益上必要な建築物）

該

１

２

表‐２（法第２９条第１項第３号の政令第２１条で定める公益上必要な建築物）

該

当 法 令 等

当 法 令 等

道路法第２条第１項に規定する道路又は道路運送法（昭和２６年法

道路法第２条第１項に規定する道路又は道路運送

律第１８３号）第２条第８項に規定する一般自動車道若しくは専用

法第２条第８項に規定する一般自動車道若しくは

自動車道（同法第３条第１号に規定する一般旅客自動車運送事業又
は貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第２条第２項に

１

駐車場，料金徴収所，

客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法第２

道路情報管理施設

条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業の用

成する建築物

に供するものに限る。）を構成する建築物
２
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体 例

専用自動車道（同法第３条第１号に規定する一般旅

規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。）を構

河川法が適用され，又は準用される河川を構成する建築物

具

河川法が適用され，又は準用される河川を構成する

ダム，水門，堰，堤

建築物

防等の河川管理施設

(下線の部分は改正部分)
休憩所，野球場，
陸上競技場，水泳
プール，植物園，
動物園，野外劇場，
３

都市公園法第２条第２項に規定する公園施設である建築物

３

都市公園法第２条第２項に規定する公園施設であ

売店，軽飲食店，

る建築物

駐車場，便所，
音楽堂，図書館，
陳列館，簡易宿泊
施設，管理事務所，
倉庫，車庫等

鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規定する鉄

鉄道事業法第２条第５項に規定する索道事業で一

道事業若しくは同条第５項に規定する索道事業で一般の需要に応ず
４

るものの用に供する施設である建築物又は軌道法（大正１０年法律

４

第７６号）による軌道若しくは同法が準用される無軌条電車の用に

般の需要に応ずるものの用に供する施設である建
築物又は軌道法による軌道若しくは同法が準用さ
れる無軌条電車の用に供する施設である建築物

供する施設である建築物
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駅舎，検車場，
車庫，信号所，
発電所等

(下線の部分は改正部分)

５

石油パイプライン事業法第５条第２項第２号に規定する事業用施
設である建築物

５

道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事
業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を
行うものに限る。）若しくは貨物自動車運送事業法第２条第２項
６

に規定する一般貨物自動車運送事業（同条第６項に規定する特別

石油パイプライン事業法第５条第２項第２号に規
定する事業用施設である建築物

石油輸送施設

道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅

営業所修理工場，

客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法

停留所，待合所等，

第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業

荷扱所，積卸施設，

（同条第６項に規定する特別積合せ貨物運送をす

自動車車庫，休憩・

るものに限る。）の用に供する施設である建築物

睡眠施設等

６

積合せ貨物運送をするものに限る。）の用に供する施設である建

一般自動車ターミナ

築物又は自動車ターミナル法（昭和３４年法律第１３６号）第２
自動車ターミナル法第２条第５項に規定する一般

条第５項に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物

自動車ターミナルを構成する建築物

ル，誘導車路停留
場所，乗降場，
荷扱場等，管理事務
所

７

８

港湾法第２条第５項に規定する港湾施設である建築物又は漁港漁

港湾法第２条第５項に規定する港湾施設である建
７

場整備法第３条に規定する漁港施設である建築物

海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第２条第１項に規定する海

築物又は漁港漁場整備法第３条に規定する漁港施
設である建築物

８

岸保全施設である建築物

海岸法第２条第１項に規定する海岸保全施設であ
る建築物
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荷捌き施設，
旅客施設，保管施設，
港湾厚生施設等，
廃油処理施設
堤防，突堤護岸等
海岸保全施設を
構成する建築物

(下線の部分は改正部分)

航空法による公共の用に供する飛行場に建築され

航空法による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該

る建築物で当該飛行場の機能を確保するため必要 格納庫，整備工場，

飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利
９

用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第２条第５項

９

確保するため必要なもの又は同法第２条第４項に 待合所，切符売場，

に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの用に供する建

規定する航空保安施設で公共の用に供するものの 食堂

築物

１０

気象，海象，地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通
報の用に供する施設である建築物

用に供する建築物

１０

日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法（平成１７年法律第１０
１１

０号）第４条第１項第１号に掲げる業務の用に供する施設である

１１

建築物
電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２０条第１項に
１２

規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業

放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条第２号に規定する基
幹放送の用に供する放送設備である建築物

気象，海象，地象又は洪水その他これに類する現象
の観測又は通報の用に供する施設である建築物

郵便事業株式会社の郵便事業の用に供する施設で
ある建築物

電気通信事業法第１２０条第１項に規定する認定
１２

の用に供する施設である建築物

１３

なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を 乗降場，送迎デッキ，

電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事
業の用に供する施設である建築物

１３
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放送法による放送事業の用に供する放送設備であ
る建築物

測候所，地震観測所

郵便局

電信電話局，
研究施設，電気通信
施設，訓練施設，
修理施設

放送局

(下線の部分は改正部分)

電気事業法第２条第１項第９号に規定する電気事

１４

電気事業法第２条第１項第１６号に規定する電気事業（同項第２

業（同項第７号に規定する特定規模電気事業を除

号に規定する小売電気事業を除く。）の用に供する同項第１８号

く。）の用に供する同項第１６号に規定する電気工

に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業

作物を設置する施設である建築物又はガス事業法

法第２条第１３項に規定するガス工作物（同条第２項に規定する

１４

第２条第１３項に規定するガス工作物（同条第１項

ガス小売事業の用に供するものを除く。）を設置する施設である

に規定する一般ガス事業又は同条第３項に規定す

建築物

る簡易ガス事業の用に供するものに限る。）を設置
する施設である建築物

一般電気事業及び
御電気事業用の発
電，
変電，送電もしくは
配電所等（特定規模
電気事業用を除く）
ガス発生設備，ガス
ホルダー，ガス精製
設備及び附属設備

水道法第３条第２項に規定する水道事業若しくは

１５

水道法第３条第２項に規定する水道事業若しくは同条第４項に規

同条第４項に規定する水道用水供給事業の用に供 取水施設，貯水施設，

定する水道用水供給事業の用に供する同条第８項に規定する水道

する同条第８項に規定する水道施設である建築物， 導水施設，浄水施設

施設である建築物，工業用水道事業法（昭和３３年法律第８４号）
第２条第６項に規定する工業用水道施設である建築物又は下水道

１５

工業用水道事業法第２条第６項に規定する工業用 等
水道施設である建築物又は下水道法第２条第３号 工業用水の供給施設

法第２条第３号から第５号までに規定する公共下水道，流域下水

から第５号までに規定する公共下水道，流域下水道 終末処理場，ポンプ

道若しくは都市下水路の用に供する施設である建築物

若しくは都市下水路の用に供する施設である建築 場
物

１６

水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物

１６

図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する
１７

図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法（昭和２６年
法律第２８５号）第２条第１項に規定する博物館の用に供する施

水害予防組合が水防の用に供する施設である建築
物

水防用倉庫

図書館法第２条第１項に規定する図書館の用に供
１７

する施設である建築物又は博物館法第２条第１項 図書館，博物館
に規定する博物館の用に供する施設である建築物

設である建築物
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(下線の部分は改正部分)

１８

１９

２０

社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２０条に規定する公
民館の用に供する施設である建築物

１８

国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者

国，都道府県及び市町村並びに独立行政法人雇用・

雇用支援機構が設置する職業能力開発促進法（昭和４４年法律第

能力開発機構が設置する職業能力開発促進法第１

６４号）第１５条の７第３項に規定する公共職業能力開発施設並

５条の６第３項に規定する公共職業能力開発施設

びに国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置

１９

２２

置する同法第２７条第１項に規定する職業能力開

る建築物

発総合大学校である建築物

墓地，埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）第２条第
７項に規定する火葬場である建築物

２０

と畜場である建築物又は化製場等に関する法律（昭和２３年法律
第１４０号）第１条第２項に規定する化製場若しくは同条第３項

墓地，埋葬等に関する法律第２条第７項に規定する
火葬場である建築物

２１

築物又は化製場等に関する法律第１条第２項に規
定する化製場若しくは同条第３項に規定する死亡

に規定する死亡獣畜取扱場である建築物

獣畜取扱場である建築物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律による公衆便

による公衆便所，し尿処理施設若しくはごみ処理施設である建築
物又は浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１号に規定

２２

供する施設である建築物又は地方公共団体が設置する市場の用に

職業訓練校，
職業訓練短期大学，
技術開発センター，
障害者訓練職業訓練
校

火葬場

と蓄場

所，し尿処理施設若しくはごみ処理施設である建築 公衆便所，し尿処理
物又は浄化槽法第２条第１号に規定する浄化槽で 場，ごみ処理場
ある建築物
卸売市場法第２条第３項に規定する中央卸売市場

卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第２条第３項に規定する
中央卸売市場若しくは同条第４項に規定する地方卸売市場の用に

公民館

と畜場法第３条第２項に規定すると畜場である建

する浄化槽である建築物

２３

並びに国及び独立行政法人雇用・能力開発機構が設

する同法第２７条第１項に規定する職業能力開発総合大学校であ

と畜場法（昭和２８年法律第１１４号）第３条第２項に規定する
２１

社会教育法による公民館の用に供する建築物

若しくは同条第４項に規定する地方卸売市場の用
２３

に供する施設である建築物又は市町村（指定都市等
及び事務処理市町村を除き，都の特別区を含む。）

供する施設である建築物

が設置する市場の用に供する施設である建築物
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中央卸売市場，
地方卸売市場

(下線の部分は改正部分)

宿舎，避難小屋，
休憩所，展望施設，
案内所，野営場，
運動場，水泳場，
舟遊場，スキー場，
自然公園法第２条第６号に規定する公園事業又は同条第４号に規
２４

定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建築され

自然公園法第２条第６号に規定する公園事業又は
２４

る建築物

同条第４号に規定する都道府県立自然公園のこれ
に相当する事業により建築される建築物

スケート場，ゴルフ
場，乗馬施設，運輸
施設，給水施設，
医療救急施設，
公衆浴場，公衆便所，
汚物処理施設，博物
館，植物園，動物園，
水族館，博物展示
施設，野外劇場等

２５

住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２条第１項に規定
する住宅地区改良事業により建築される建築物

２５

国、都道府県等（法第３４条の２第１項に規定する都道府県等を
区を含む。以下この号において同じ。）又は市町村がその組織に

改良事業により建築される建築物

改良住宅

市町村，市町村がその組織に加わつている一部事務

いう。），市町村（指定都市等及び事務処理市町村を除き，特別
２６

住宅地区改良法第２条第１項に規定する住宅地区

２６

加わつている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所，

組合若しくは広域連合又は市町村が設置団体であ
る地方開発事業団が設置する試験場，研究所その他
直接その事務又は事業の用に供する建築物

試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物
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試験場，研究所

(下線の部分は改正部分)
独立行政法人日本原子力研究開発機構が独立行政

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人
２７

量子科学技術研究開発機構法（平成１１年法律第１７６号）第１

２７

６条第１号に掲げる業務の用に供する施設である建築物

本原子力研究開発機構法（平成１６年法律第１５５号）第１７条
第１項第１号から第３号までに掲げる業務の用に供する施設であ

独立行政法人水資源開発機構が設置する独立行政
２８

独立行政法人宇宙航空研究開発機構が独立行政法

独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法
（平成１４年法律第１８２号）第２条第２項に規定する水資源開

法人水資源開発機構法第２条第２項に規定する水
資源開発施設である建築物

る建築物

２９

項第１号から第３号までに掲げる業務の用に供す
る施設である建築物

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日
２８

法人日本原子力研究開発開発機構法第１７条第１

２９

発施設である建築物

人宇宙航空研究開発機構法第１８条第１項第１号
から第４号までに掲げる業務の用に供する施設で
ある建築物
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙
３０

航空研究開発機構法（平成１４年法律第１６１号）第１８条第１

３０

構法第１５条第１項第１号又は石油代替エネルギ
ーの開発及び導入の促進に関する法律第１１条第

号から第４号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物

３号に掲げる業務の用に供する施設である建築物
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研
究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成１４年
３１

法律第１４５号）第１５条第１号又は非化石エネルギーの開発及
び導入の促進に関する法律（昭和５５年法律第７１号）第１１条
第３号に掲げる業務の用に供する施設である建築物
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ダム，河口堰，湖沼
水位調節施設，多目
的用水路，専用用水
路等

(下線の部分は改正部分)
１【分家住宅】

１【分家住宅】

１．要旨（略）

１．要旨（略）

２．用語説明

２．用語説明

（１）
（略）

（１）
（略）

（２）
（略）

（２）
（略）

（３）｢本家の者に準ずる者｣とは，以下のような「本家の者」と同視できる者。 （３）｢本家の者に準ずる者｣とは，許可の対象となる土地を線引き時に保有している
・本家の者の配偶者等（内縁及び婚約者も含む）並びに配偶者の連れ子

者から相続した者（以下｢親｣という。
）が親がわりとなり養育してきた兄弟姉妹，本家

・法定相続人のうち，兄弟姉妹及び代襲相続人（Ｈ３１．４～）

の者の配偶者（内縁及び婚約者も含む）並びに配偶者の連れ子等，親と直系の関係を
持つと同視できる者。

（４）
（略）

（４）
（略）

（５）
「農家世帯等」とは，本家たる世帯が非農家であっても，農家同様に取
り扱う。
３．判断基準

３．判断基準

（１）
（略）

（１）
（略）

（２）許可の対象となる土地は，既存集落内又はその周辺に位置すること。た （２）許可の対象となる土地は，原則として既存集落内又はその周辺に位置すること。
だし，土地の所有状況から判断してやむを得ない場合にはこの限りではない。
（３）
（略）

（３）
（略）

（４）許可に当っては，本家等の存続を前提とし，次に掲げる項目に照らして， （４）許可に当っては，次に掲げる項目に照らして，
必要性及び確実性を判断する。

必要性及び確実性を判断する。

イ 独立して世帯を構成（結婚）し，職場の事情（転勤等）においても，その イ

結婚等，その他独立して世帯を構成する合理的事情

世帯の存続が見込まれるもの
ロ 予定建築物の規模，構造等

ロ

予定建築物の規模，構造等

ハ 申請地と職場との距離関係

ハ

申請地と職場との距離関係

（５）
（略）

（５）
（略）

（６）
（略）

（６）
（略）
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(下線の部分は改正部分)
（７）
（略）

（７）
（略）

（８）予定建築物の規模等

（９）予定建築物の規模等

イ 延べ床面積は原則として２８０㎡以下であること。

イ

延べ床面積は原則として２８０㎡以下であること。

ロ 高さは１０ｍ以下であること。

ロ

高さは１０ｍ以下であること。

ハ 用途は専用住宅であること。

ハ

用途は専用住宅であること。

ニ 扶養家族等と同居する場合の同居型住宅については，入口（玄関）が１ヶ ニ

扶養家族等と同居する場合の同居型住宅については，入口（玄関）が１ヶ

所であり共有スペースを通じ各世帯が互いに交流でき，建物内で分離すること 所であり共有スペースを通じ各世帯が互いに交流でき，建物内で分離すること
のない形態であること。

のない形態であること。

２２【適法に使用された建築物のやむを得ない事情による用途変更】

２２【適法に使用された建築物のやむを得ない事情による用途変更】

１．要旨（略）

１．要旨（略）

２．用語説明

２．用語説明

（１）
「相当期間」とは，原則として１０年以上とする。ただし，死亡，倒産， （１）
「相当期間」とは，原則として１０年以上とする。ただし，死亡，倒産
遠方への転居等のように，自己の意思に基づかないで用途の変更をせざるを得 等のように，自己の意思に基づかないで用途の変更をせざるを得
なくなったと認められる場合にはこの限りではない。

なくなったと認められる場合にはこの限りではない。

（２）
「特にやむを得ない事情」とは，住宅にあっては，建築主の死亡，借金 （２）
「特にやむを得ない事情」とは，住宅にあっては，建築主の死亡，借金
の返済のための譲渡若しくは競売に付されて競落されたもの，転勤等のために の返済のための譲渡若しくは競売に付されて競落されたものであり，また，住宅以外
県外などの遠方への転居を余儀なくされたものであり，また，住宅以外のもの のものにあっては，経済・社会情勢の変動に伴う事業の転廃・縮小による譲渡若しく
にあっては，経済・社会情勢の変動に伴う事業の転廃・縮小による譲渡若しく は競売に付されて競落されたものである。
は競売に付されて競落されたものである。
（３）
（略）

（３）
（略）

３．判断基準

３．判断基準

（１）から（６）
（略）

（１）から（６）（略）

（７）
「死亡」の場合については，相続人が当該建築物を使用できない状況が （７）
「死亡」の場合については，相続人が当該建築物を使用できない状況が明らかで
明らかであること。また，
「借金」，
「転廃業」及び「経営の悪化」，「遠方への あること。また，
「借金」，
「転廃業」及び「経営の悪化」の場合については，それを裏
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(下線の部分は改正部分)
転居」の場合については，それを裏付けるだけの客観的事実があること。

付けるだけの客観的事実があること。

２３【指定幹線道路沿線の土地における建築物】

２３【指定幹線道路沿線の土地における建築物】

１．要旨

１．要旨

国道バイパス等の幹線道路で，市街化調整区域ではあるが交通の要所（結束

国道バイパス等の幹線道路で，市街化調整区域ではあるが交通の要所（結束

点等）であり，市街化区域に近接（５００ｍ以内）し，既に沿線の半数以上が 点等）であり，市街化区域に近接（５００ｍ以内）し，既に沿線の半数以上が
宅地的土地利用をなされていると認められる市長が指定する幹線道路区間（以 宅地的土地利用がなされていると認められる市長が指定する幹線道路区間（以
下「指定幹線道路」という。
）沿線の土地において建築することがやむを得な 下「指定幹線道路」という。）沿線の土地において建築することがやむを得な
いと認められる次に掲げる建築物

いと認められる次に掲げる建築物

１.（略）

１.（略）

２.（略）

２.（略）

３.（略）

３.（略）

４.（略）

４.（略）

※隣接する同一会社及び系列会社やフランチャイズ等と同一性があると判断
されるものは認められない。
２．判断基準

２．判断基準

（１）
（略）

（１）
（略）

（２）申請地

（２）申請地

① 申請地面積は，３，０００㎡以下であること。

①

申請地面積は，３，０００㎡以下であること。

（申請地と隣接し，一体性がある露天駐車場についても申請地と合わせて全体
で３，０００㎡以下であること。
）
②（略）

②（略）

③（略）

③（略）

（３）
（略）

（３）
（略）

３．指定幹線道路（略）

３．指定幹線道路（略）
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(下線の部分は改正部分)
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