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１．敷地と道路に関する建築物の許可制度

　　建築物の敷地と道路の関係は、建築基準法（以下「法」という。）第４２条に定義される道

　路に２ｍ以上接することが必要条件であり、法第４３条第１項ただし書の許可はあくまでも例

　外的に適用されることが基本です。よって、建築を計画する場合は、うるま市の関係課及び関

　係行政機関との連携、建築相談者及び周辺地権者等の協力により、法に定義される道路に該当

　　基準法上の道路は、法第４２条に定義されていますが、法に定義される道路に接していなく

　　法第４３条第１項ただし書の規定による許可の基準については、法施行規則第１０条の２の

　めています。

　するようにしていくことを前提として、調整を図る必要があります。

　　うるま市における許可申請の手続き方法は以下のとおりです。本市の許可基準については、

　「うるま市建築審査会審議の特例」、「法第43条第1項ただし書の許可基準」として別途定

　　（２）基準時（都市計画区域の法適用時）に建築物が建ち並んでいる幅員４ｍ未満の道で、

　　　特定行政庁が指定したもの・・・２項道路（幅員４ｍ未満の道）

　●　基準法で定義される道路について

　　法第４２条に定める「道路」のうち主なものは、次のとおりです。

　　（１）幅員が４ｍ以上で、次に定めるもの

　　　　①道路法による道路・・・公道（国道、県道、市道）

　　　　②都市計画法、土地区画整理法等による道路・・・開発道路、区画整理街路

　ても、その敷地の周囲に広い空き地がある建築物等については、通常敷地が道路に接すること

　や検査を行うようになったことから、判断の公平性や客観性を担保するものとして、特定行政

　庁による許可制度へ改められたものです。

　　　　③都市計画区域の法適用時に現に存在する道路・・・合併前旧市町で適用時期は異なる

　　　　④道路法、都市計画法、土地区画整理法等により新設等の計画があり、2年以内に事業

　　　　　が執行予定として、特定行政庁が指定をしたもの・・・計画道路

　　　　⑤特定行政庁から位置の指定を受けたもの・・・位置指定道路（私道）

　　法第43条第1項ただし書の適用については、平成11年5月1日施行の改正法により、それま

　での建築主事による確認から特定行政庁による許可へと制度変更されました。これは、同時に

　による安全性が同様に確保される場合があることから、法第４３条第1項ただし書により「そ

　の敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物

　で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を

　得て許可したものについては、この限りでない。」と規定し、特定行政庁の許可により建築す

　ることができることとなっています。

　避難や消防活動に大きな支障をきたすことがあるため、法第４３条第１項により、「建築物の

　敷地は、道路に２ｍ以上接しなければならない」こととしています。

　●　許可の運用の基本的な考え方

　●　許可基準及び審議の特例（専決同意）について

　●　法第４３条第１項ただし書の許可制度について

　行われた建築確認の民間開放（指定確認検査機関制度の創設）により民間の機関でも建築確認

　　道路がないところに建築物が建ち並ぶと、建築物の利用が困難になるだけでなく、災害時の
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　各号に規定されています。また、その趣旨は「法第４３条ただし書の規定による運用指針（平

　成１１年４月２８日建設省住街発第４８号）」により解説されています。

　建築審査会審議の特例」の運用について議決されております。

　　うるま市建築審査会審議の特例に適合する案件については、特例案件として取り扱えること

　になり、会長の専決により迅速な事務処理が図れることとなります。ただし、会長が建築審査

　会での審議を要するとしたもの及び特例基準に適合しないその他の案件については、個別同意

　案件として、通常の許可申請と同様に許可を行う前に建築審査会の同意が必要になります。

　１２日のうるま市建築審査会において、会長へ専決同意を求めることができる旨の「うるま市

　建築基準法（抜粋）

　　なお、法施行規則第１０条の２の各号に該当する典型的なものについては、平成１７年５月

　２　その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道（幅員４ｍ以上のものに限る）に

　　２ｍ以上接すること。

　沖縄県建築基準法施行条例（抜粋）

　　（建築物の敷地と道路との関係）

　第２４条　延べ面積が１，０００㎡を超える建築物の敷地は、道路に６ｍ以上接しなければな

　　らない。

　建築基準法施行細則（抜粋）

　（敷地と道路との関係の特例の基準）

　第10条の２　法第43条第１項ただし書の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれか

　　に揚げるものとする。

　１　その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。

　３　その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目

　　的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること。

　２　次の各号の一に該当する用途に供する建築物で、その用途に供する部分の合計が２００㎡

　　を超え、１，０００㎡以下のものの敷地は、道路に４ｍ以上接しなければならない。

　（１）学校及び体育館　（２）病院及び診療所　（３）劇場等　（４）展示場、百貨店、市場、

　　マーケットその他物品販売業を営む店舗　（５）卸売り市場　（６）ダンスホール、遊技場、

　（７）公衆浴場　（８）旅館、ホテル及び下宿　（９）共同住宅及び宿舎　（10）倉庫（倉

　　庫業を営む倉庫に限る。）　（11）自動車車庫及び自動車修理工場

　　て許可したものについては、この限りでない。

　　（以下略）

　（敷地と道路との関係）

　第４３条　建築物の敷地は、道路（略）に２ｍ以上接しなければならない。ただし、その敷地

　　の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、

　　特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得
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　　　　び通過交通量に対応できる状態をいう。

　　　　災害等の危険、非常時において支障なく、安全に避難できる状態をいう。

　　　　火災時の延焼防止、消防活動に効果があり、配慮がなされている状態をいう。

　　　　採光、通風、排水などの衛生等について確保され、十分な配慮がなされれている状態を

　　　　安定的、日常的に利用可能な状況にある空地をいう。

　　　　土地を建築物の敷地として利用するため、実際に通行の用に供されているものをいう。

　　　　道路又は通路等に敷地が幅２ｍ以上接することをいう。ただし、県条例により制限の付

　　　　いう。

　　・その敷地の周囲

　　・広い空地

　　・衛生上支障がない

　　　　その敷地が幅２ｍ以上の長さをもって、当該空地に接している状態をいう。

　　　　うるま市においては、４ｍ以上の幅員をいう。

　　・農道その他これに類する公共の用に供する道

　　　　一般通行等の用に供することを目的としないが、道路と同等の機能を有する道で管理者

　　　　のいる農道、集落道路、農排整備道路、集落防災道路、湾岸（臨港）道路、河川管理道

　　・十分な幅員

　　　　路、地下ダム管理道路その他これらに類するもの。

　　・有効に接続

　　　　加を適用されるものにおいては、その内容をいう。

　　・現に通行の用に供されている

　　・通路等

　　　　法第４３条第１項ただし書が適用される公園、緑地、広場、その他道路様の空地をいう。

　　・交通上支障がない

　　・安全上支障がない

　　・防火上支障がない

　　　　空地、道又は通路が建築に伴い発生する一般住民（歩行者、自転車、自動車）の通行及

　　・道路

            法第４２条に定義される道路をいう。

　●　用語の解説
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２．建築物の許可申請手続き

　 （１）事前協議

　 （２）許可申請

　書類を10部作成します。

　　　①申請手数料　　３３，０００円（現金支払い又は、納付書による金融機関での支払い）

　　　②提出部数　　　２部（正・副各１部）

　　　③提出書類

　　　　・許可申請書（法施行規則  様式第４３号）

　　　　・基本図面：位置図、現況図、地積（測量）図、配置図、平面図、立面図、断面図

　　　　・図面の作図記載方法等については、担当の指示に従って下さい。

　　　　・その他市長が必要と認める図書又は書面

　 （３）許可通知書の交付

　　　①専決同意案件に該当するもの

　　　　　審議の特例基準に適合しているかどうかの書類審査を行い、審査完了後に建築審査会

　　　　会長の専決により同意が得られた場合は、決裁が済み次第許可通知書を交付します。

　　　②個別同意案件に該当するもの

　　　　　建築審査会の同意を要するため、事前協議で十分調整し、指摘事項の修正や添付書類

　　　　追加提出について迅速に対応することにより、早めに書類審査完了することができます。

　　　　　なお、毎月第３火曜日に開催予定される建築審査会に諮り、同意が得られれば決裁後

　　　　に許可通知書を交付します。　　　

　　　　　なお、特定行政庁が許可した後に、直近に開催される建築審査会に報告します。

　第４３条第１項ただし書の許可要件に適合すると判断した場合には、さらに専決同意案件か個

　　　　・許可申請に伴う念書

　　相談を受けた担当者は現場調査等を実施し、法第４２条に定義される道路に該当するか否か、

　また、該当しない場合は法第４３条第１項ただし書の許可が可能かどうかについて検討します。

　しながら許可相当と判断されたときには、申請手数料を納付し、正式に受付を行います。

　　書類審査が完了し申請書類が完備した後に、担当と調整のうえ建築審査会へ諮るための提出

　そのあとに、事前協議書と建築計画の概略図面等を提出し事前協議に入ります。その結果、法

　別同意案件かについて統一的に判断します。

　導課窓口に提出します。その後、申請書や添付資料等について事前審査を行い、調整及び確認

　　事前協議により、許可要件に適合すると判断された場合は、受付の前に許可申請書を建築指

　　前面道路の取り扱いについては、うるま市の建築指導課窓口にて道路に関する建築相談を行

　ってください。その場合、相談箇所の分かる位置図や公図等の写しを持参してください。

　　　　・予定建築物の敷地の登記簿謄本の写し（権利者の確認）

　　　　・各管理者の使用許可及び承諾書等

　●　事前相談から許可までの基本的な流れについて

- 4 -



　　　③標準処理期間（事前協議から許可の通知まで）

　しを提出してください。

　　　　・専決同意案件の場合　　　　約１ヶ月

 ※ 詳細については、うるま市 都市計画部 建築指導課 指導係許可担当に、お問い合わせ下さい。

　 す。また、許可に基づき建築された後に、当該敷地内において、新たに増築や用途変更等を行

　 う場合についても、法第６条に基づく確認申請の要否に関わらず、原則として新たに許可を受

　　　　　以上のことについて、許可申請の手続きの流れは、別途フロー図のとおりです。

　　　　・個別同意案件の場合　　　　約３ヶ月

　　　　問い合わせ先　：　直通　０９８－９６５－５６０１

　　　

　 （１）当該敷地内では、許可を受けた内容と異なる建築行為等はできません。

　　 許可を受けた内容とは、当該許可の対象となった建築計画の内容そのものであり、申請敷地

　 全体の建築計画に対して許可を行うものです。

　 　よって、許可の対象となった当該建築計画にない建築行為はできません。

　 （２）許可を受けた内容に変更があれば、改めて許可が必要です。

　　 許可を受けた後に、その計画内容に変更が生じた場合は原則として許可の取り直しになりま

　 ける必要があります。

　　 許可を受けた内容等に変更等が生じた場合は、うるま市建築基準法施行細則に基づき申請手

　 続きを行いますので、必ず市担当者と相談して下さい。そのときに、変更前の許可通知書の写

　●　許可を受けた内容に変更等が生じた場合の注意事項
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手数料納入

許可通知書 の写し添付

３．許可申請手続きの流れ（フロー図）

《法第４３条第１項ただし書許可申請手続きの流れ》

うるま市申請者

調　整・指　導

審議の
特例

個別同意

許可申請

添付資料修正

審査会資料作成
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基本計画
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●法第42条に規定されている道路以外のもので次

　の各号に該当するもの。 第１号

　①農道、集落道路、農排整備道路、集落防災道 に該当

　　路その他これらに類するもの。

　②一般の交通の用に供されているもの。

　③幅員が４ｍ以上あり、法に規定する道路に有 第２号

　　効に接続しているもの。 に該当

　④農道等が将来にわたって確保されているもの。

　⑤排水施設が整備されているもの。

　⑥管理者からの使用許可等が得られているもの。

※　沖縄県建築基準法施行条例第２４条の規定に

　　該当する建築物以外の建築物。 第３号

●港湾および漁港地区内外にある港湾道路等で次 に該当

　の各号に該当するもの。

　①一般の交通の用に供されているもの。

　②幅員が４ｍ以上あり、法に規定する道路に有

　　効に接続しているもの。

　③港湾道路等が将来にわたって確保されている

　　もの。

　④管理者からの使用許可等が得られているもの。

※　排水の処理が適切な建築物。

●敷地と道路との間に水路、河川、里道その他こ

　れらに類するもの（以下、「里道等」という。）

　がある場合で、次の各号に該当するもの。

　①里道等の管理者の同意または許可を得たもの

　　で、将来にわたって確保されているもの。

　②敷地は、里道等を通じ、法に規定する道路に

　　有効に２ｍ以上接しているもの。

　③里道等を跨ぐ橋は、構造及び形態が通行に支

　　障ないものとして管理者の許可を得たもので、

　　手摺り等の設置により安全上支障がないもの。

　④排水施設が整備されているもの。

※　沖縄県建築基準法施行条例第２４条の規定に

　　該当する建築物以外の建築物。

４．敷地と道路との関係判断の流れ（フロー図）

《法第４３条「敷地と道路との関係」判断の流れ》

建築確認申請

○その敷地の周囲に公園、緑地、広場
　等広い空地を有し、その空地に２ｍ
　以上接すること。

許可基準（個別同意）

省令第１０条の２

審議の特例基準（専決同意）

（1）

○その敷地が、農道その他これに類す
　る公共の用に供する幅員４ｍ以上の
　道に２ｍ以上接すること。

特例基準　第４

○その敷地が、その建築物の用途、規
　模、位置及び構造に応じ、避難及び
　通行の安全等の目的を達するために
　十分な幅員を有する通路であって、
　道路に通ずるものに有効に接するこ
　と。

（２）

（３）

法第４３条第１項ただし書許可

別途定める、うるま市許可基準に適合する。

建築確認申請

ＮＯ

YES

位置指定道路
などを築造

　計画敷地は法第４２条の道路に
　２ｍ以上接するか？

道路位置指定または
専用通路は可能か？

規則第１０条の２第１号
～第３号に該当するか？

審議の特例に
該当するか？

YES

ＮＯ

YES

YES ＮＯ

法第４３条に
不適合

建築審査会
同意

ＮＯ

建築審査会
同意
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