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□ポイント
道路・敷地に関するの問題は、毎年ほぼ必ず出題されています。 道路に関する規定は少なくないですが、出題の傾向
は似ており、難易度も高くないため、一度理解すれば得点しやすい項目といえます。ポイントは道路と敷地との関係、ま
た、道路に関わる特定行政庁や建築審査会の許可、同意などの要否です。
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接道
(1) 接道条件
建築物を建築するとき、その敷地は原則、道路に 2ｍ以上接していなくてはいけません。そして、この接していな
くてはならない「道路」には条件があり、建築基準法で定義される「道路」でなくてはなりません。

第 43 条（敷地等と道路との関係）
建築物の敷地は、道路（次に掲げるものを除く。略）に
2ｍ以上接しなければならない。
（敷地等と道路との関係）
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二

地区計画の区域（略）内の道路

接道条件が不要な場合
一号

自動車のみの交通の用に供する道路(高速道路等)

二号

地区計画区域内の道路

接道の義務を課すことで、緊急車両の通
行や避難経路の確保を担保しています。

道路の定義
(1) 建築基準法上の道路とは
建築基準法以外にも、「道路」という言葉を定義している法律がありますので、建築基準法で用いる「道路」と
は何か、を法第 43 条できちんと定義しています。建築基準法上の「道路」とは、以下の一号～五号に該当する、幅
員 4m 以上のものです。

建築基準法上の道路
一号

道路法に規定する道路

二号

都市計画法、その他法令に規定する道路

三号

建築基準法第 3 章が規定される以前から存在する道(昔からある農道等)

四号

2 年以内に事業が行われる予定のある道路(いわゆる計画道路)

五号

築造者が、特定行政庁から指定を受けて築造する道(いわゆる位置指定道路)

建築基準法上の道路として認められる条件は 2 つです。
①幅員 4m 以上
②法第 43 条の一～五号に該当
①を見落とさないように!
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第 42 条（道路の定義）
この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員 4ｍ（特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊
性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6ｍ。略）以上のもの
（地下におけるものを除く。）をいう。
一 道路法（略）による道路
二

都市計画法、土地区画整理法（略）、旧住宅地造成事業に関する法律（略）、都市再開発法（略）、新都市基盤整備法

（敷地等と道路との関係）
（略）、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（略）又は密集市街地整備法（略）による道
路
三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第 68 条の 9 第 1 項の規定に基づく条例の制定若しくは
改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給
の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2 年以内にその事業が執行さ
れる予定のものとして特定行政庁が指定したもの
五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定
める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

一～五号の中で特に出題のある、五号の道路について学習しましょう。
(2) 位置指定道路
位置指定道路は、政令で定める一定の基準を満たしていなければなりません。

位置指定を受ける道路の条件
一号

両端が他の道路に接続している(＝通り抜けができる)

道路の端部

袋小路で、イ～ホのいずれか

イ 延長が 35m 以下

の条件を満たす

ロ

終端が公園等に接している

ハ

延長が 35m 超えている場合で、自動車の回転広場を
終端と 35m 以内毎に設けている

ニ 幅員 6m 以上
ホ
四号

特定行政庁が認めた場合

縦断勾配が 12%以下かつ、階段状でないこと

位置指定道路の出題は、ほとんどが、指定を受ける
ための基準(令 144 条の４)からです。
特に一号の道路の端部の条件と
四号の勾配の条件が出題されます。
法文さえ引くことが出来れば回答できますので、
令 144 条の 4 にインデックス等しておきましょう。
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第 144 条の 4（道に関する基準）
法第 42 条第 1 項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路（略）
とすることができる。
イ

延長（既存の幅員 6ｍ未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延

⾧を含む。ハにおいて同じ。）が 35ｍ以下の場合
ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
ハ 延長が 35ｍを超える場合で、終端及び区間 35ｍ以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設
（敷地等と道路との関係）
けられている場合
ニ 幅員が 6ｍ以上の場合
ホ

イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合

二

道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所（交差、接続又は屈曲により生ずる内角が 120°以上の場

合を除く。）は、角地の隅角を挟む辺の⾧さ 2ｍの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。ただし、
特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
三

砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。

四 縦断勾配が 12%以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行
の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
五

道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠きよ その他の施設を設けたものであること。

(3) ２項道路(法第 43 条第 2 項)
特定行政庁は、建築基準法第 3 章の規定が制定された時点ですでに存在する道のうち、幅員 4m 未満のものを、指定
することができます。この指定を受けた道路を、一般に 2 項道路、と呼びます。本来、敷地は道路(法第 43 条第
1 項に規定するもの)に接していなくてはならないのですが、この 2 項道路に接する場合は、第 1 項の道路に接し
ていなくてもよい、という決まりがあります。

この場合、道路幅員 4m を確保するため、道路の中心から 2m ずつの範囲は道路とみなします。対側に川やがけ等が
あって、中心から 2ｍずつ道路が確保できない場合は、その川等の境界線から 4m の範囲を道路とみなします。
この、セットバックした部分は「敷地」ではなく「道路」として扱うため、容積率や建蔽率算定の際の敷地面積からも
もちろん除外されます。

最端製図.com

□□□ 4/6

学科Ⅲ法規 －道路・敷地－

法第 42 条第２項
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第 68 条の 9 第 1 項の規定に基づく条例の制定若しくは改正
（敷地等と道路との関係）
によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員 4ｍ未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前
項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離 2ｍ（同項の規定により指定された区域内においては、
3ｍ（略））の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離 2ｍ未満で崖地、川、線路敷地その他こ
れらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離 4ｍの線をその道
路の境界線とみなす。

道路内の建築の制限
道路内には、原則として、建築物及び擁壁は建築・築造してはいけません。ただし、以下の場合は除きます。

道路内に建築できるもの
一号

地盤面下の建築物

二号

公益上必要な建築物で、特定行政庁が認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

三号

上空または路面下に設ける建築物で、地区計画の内容に適合し、特定行政庁が認めたもの

四号

公共用歩廊で、特定行政庁が認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

道路内に建築できるものが出題された場合、
注意すべきは、特定行政庁が認めるもののうち、
建築審査会の同意がいるものといらないものがあるということ。
読み飛ばしてしまわないようにして下さいね。

第 44 条（道路内の建築制限）
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号
のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 地盤面下に設ける建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の
（敷地等と道路との関係）
同意を得て許可したもの
三 第 43 条第 1 項第二号の道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政
令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
四 公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の
環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
２項
特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
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