
（注１）【消防長の同意を要する住宅等の確認申請】（法93条・令147条の3） 

防火地域及び準防火地域以外の地域における一戸建の住宅で、住

宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の１／

２以上であるもの又は、５０㎡を超えるもの。 

・ 上記の適用は、あくまでも棟単位であり、申請に別棟の物置や車庫が含ま

れる場合などは、同意が必要です。 

・ 上記の基準は、構造に関係ないので、法６条１項３号に該当する場合でも、

同意が不要であることもあり得ます。 

建築確認申請のご案内 
（平成30(2018)年12月31日 現在） 

 

 

 

 

この案内は、大田原土木事務所管内において建築確認申請をする場合、注意を願うことや基本的なことを記載して

ありますので、確認申請やその他の事務処理の際の参考にして下さい。 

 

１． 確認申請について 

 

(1) 確認申請手続きの流れ 

大田原土木事務所管内の確認申請に関する

手続きの流れは、概ね次図に示すとおりです。 

確認申請の対象は、建築物、工作物、昇降機

など様々であり、建築物についてもその用途・規

模等により多少の違いはありますが、確認申請

は、図に示した流れにより処理しています。 

図に示したものは、確認申請のうち通常の住宅、

店舗等の建築物における処理の流れです。 

なお、住宅については、一部のものを除き確

認に際して消防長の同意を要しない(注１)ので、その場合は、図のうち「消防署での処理」の部分が、省略されます。 

 

【確認申請の流れ図に関する説明】 

図中の表示 説明 

①申請書提出 確認申請書は全て、所管の市町窓口に提出して下さい。 

市町では、審査に必要な都市計画等の制限事項等の調査を行いますが、申請内容に関する審査は行いません

ので、市町窓口提出時に、申請内容に多少の不備がある場合でも、そのまま土木事務所に送付されます。 

原則、手数料（栃木県収入証紙）を貼付して申請してください。（受理時審査完了後に貼付することも可能。） 

②受理時審査 土木事務所では、申請書が建築基準法に定められた様式、添付図面等に不備がないかどうか、正式に受理す

る前に、審査しております。 

修正が必要な場合は代理者に、電話等で連絡しますので、訂正等の対応をお願いします。 

③受理・審査 審査の結果追加の説明等を求める場合や、審査が終了し確認ができることとなった場合は、建築主事が直接代

理者に電話等でその旨連絡します。 

次のような申請の場合は、それぞれ所定の手続きに時間を要します。 

・消防同意を必要とする物件は、消防署との書類の往復の時間を要します。 

・構造計算適合性判定、建築物省エネルギー性能適合性判定を要する物件は、別途手続きが必要です。 

④確認・交付 審査・消防同意・適合性判定等の手続きがすべて終了し、確認できることとなった場合は、速やかに確認通知書

を発行いたします。 

確認通知書は、特別の理由がない限り、代理者に直接交付いたします。 

栃木県大田原土木事務所 建築指導担当 

〒324-8765 大田原市紫塚2-2564-1 

TEL 0287(23)6615 FAX（23）5946 



 (2) 確認申請書等提出窓口 

確認申請書等は、次の市町窓口に直接提出してください。 

市町 提出窓口 確認申請 許可申請 道路位置指定 

矢板市 経済建設部 

都市整備課  

都市計画担当 

℡：0287-43-6213 

 

 

 

 

正：１部 

副：１部（消防同意を要する場合は２部） 

建築計画概要書：１部 

建築工事届：１部 

浄化槽仕様書：４部（該当の場合） 

 

 

 

 

正：１部 

副：２部 

 

 

 

 

正：１部 

副：３部 
さくら市 建設部 都市整備課 

建築係 

℡：028-681-1120 

塩谷町 建設水道課 建設担当 

℡：0287-45-1114 

那須町 建設課 

都市計画係 

℡：0287-72-6907 

正：１部 

副：２部 

 

申請書の作成に当たっては、次の点にご注意願います。 

・ 確認申請書・建築計画概要書・建築工事届は法令様式であり栃木県独自の様式はありません。 

・ 確認申請時に栃木県では下記に該当する場合は下記書類の添付義務があります。 

イ． 法42条2項道路に接道する敷地の場合  ：後退誓約書 巻末に掲載 

ロ． 作業場・工場等の場合       ：工場調書 

・ 浄化槽仕様書は、栃木県建築基準法施行細則に定められた様式により、作成し、下記の図書を添付する必要があります。 

イ． 浄化槽仕様書（別記様式第2号の 2 県建築基準法施行細則第13条関係） 

ロ． 付近見取り図、配置図（浄化槽の配置及び配管経路を記載した配置図）及び建築物の平面図 

ハ． 浄化槽の見取図（工場生産型の場合認定ｼｰﾄ） 

※ただし、ロの建築物の平面図の添付については、確認申請書添付の図書と併用できますので、土木事務所提出用のみ省略できます。 

※提出する浄化槽仕様書（４部）のうち、１部については、各市町村の浄化槽指導要綱により指定された図書を追加する必要があります。 

・ 浄化槽仕様書の提出部数は、各市町提出時に、上記添付書類のイ～ハが 3 部、イ～ハに市町の要綱による図書を追加したものを１部、

合計で４部です。 

※各種様式は栃木県建築課のホームページからダウンロードしてご利用ください。 

  http://www.pref.tochigi.lg.jp/h10/town/jyuutaku/kenchiku/1287464255776.html 

 

(3) 所管消防署 

各市町の所管消防署は次のとおりです。 

市町 消防署 

矢板市、さくら市、塩谷町 塩谷広域行政組合消防本部 予防課 

℡：0287-44-2513 

那須町 那須地区消防本部 予防課 

℡：0287-28-5103 

 

(4) その他 

 検査の日程等について 

各種検査及び調査は、概ね下記の表により、原則、午後に実施しています。 

ただし、祝祭日や業務の都合上変更となる場合もありますので、お電話等で事前にご確認ください。 

なお、検査時刻の問い合わせは検査前日の夕方にお願いします。 

曜 日 月 火 水 木 金 

方 面 － 矢板市、さくら市、

塩谷町 

－ 那須町 － 

 

 



 

 申請書の訂正、各種お問い合わせ等について 

申請書の訂正・問い合わせは、なるべく午前中にお願いします。午後は、検査のため担当者が不在となり、

対応できない場合がありますので、ご理解の上、ご協力お願いいたします。 

 

２． 建築基準法に係る用途地域等の主な規制値について 

当土木事務所管内における、主な規制値は、以下の通りです。 

大変申し訳ありませんが、間違い防止のため、電話等による具体的な規制内容のお問い合わせには応じかねますの

で、ご理解の上ご了承願います。 

 

 都市計画法に関する基準日 

管内の都市計画区域編入基準日は下記のとおりです。それぞれの区域について、その基準日以降、建築

基準法第３章が適用されています。（矢板市、塩谷町、那須町の一部に都市計画区域外が存在します。） 

市町等 都市計画区域指定日 線引基準日 

矢板市 昭和２５年２月２１日※ 非線引き 

さくら市（旧氏家町部分） 昭和２４年１１月４日※ 

一部 昭和３６年１２月２６日 

非線引き 

さくら市（旧喜連川町部分） 昭和５０年７月１日 非線引き 

塩谷町 昭和５０年７月１日 非線引き 

那須町 昭和２５年５月２４日※ 

一部 昭和５０年７月１日 

非線引き 

※印のものは、建築基準法の施行日（昭和２５年１１月２３日）が基準日となります。 

 法第２２条指定区域 

本県では、都市計画区域内全域を法２２条地域に指定しております。 

 

 道路（法第４２条・法第４３条）について 

都市計画区域内において、建築物の敷地は建築基準法第42条の道路に接しなければなりません。国道、

県道、市町村道はそれぞれの道路管理者にお尋ねください。それ以外の既存道路・位置指定道路・開発許

可による道路は当土木事務所建築指導担当備え付けの住居地図等を直接ご覧下さい。（位置指定道路は

閲覧できます。） 

なお、本県には、法第４２条第１項に基づく６ｍ以上の道路幅員を要する区域及び、法第４２条第３項に基

づく指定をした道路はありません。 

敷地と道路の間に、水路等がある場合、土地改良等により築造された道のみに接する場合、敷地の周辺

に道路がない場合など、法４２条の道路に直接接していない敷地に建築を計画する場合は、計画の内容を

説明できる資料を持参の上、当土木事務所の係員に直接お尋ねいただきますようお願いします。 

※ 道路の種別等については、誤りを防止する観点から、電話によるお問い合わせには対応できません

ので、ご理解の上、ご了承願います。 

 

 容積率及び建ぺい率（法５２条・法５３条）について 

各用途地域毎の容積率及び建ぺい率の規制値については、各市町窓口に備え付けの都市計画図により

ご確認ください。 

なお、用途地域の指定のない区域及び、前面道路の幅員による規制は、次の通りです。 

対象条文 内容 値 

法第５２条第１項第七号 用途地域の指定のない区域内の容積率 ２０／１０ 

法第５２条第２項第二号 前面道路幅員に乗ずべき値 ４／１０ 

法第５２条第２項第三号 前面道路幅員に乗ずべき値 ６／１０ 

法第５３条第１項第六号 用途地域の指定のない区域内の建ぺい率 ６／１０ 

 

 第１種低層住居専用地域における外壁の後退（法第５４条）について 

当土木事務所管内の第１種低層住居専用地域には壁面後退の制限がある区域があります。詳細につい

ては、各市町の窓口にてご確認ください。 

特に、道路との境界からの後退も必要ですので計画前に十分ご注意願います。 



 

 

 建築物の各部の高さ（法５６条）について 

当事務所管内の、用途地域の指定のない区域内の斜線制限の値は、下記の通りです。 

対象条文 内容 値 

法５６条第１項第一号 別表第３（に）欄 用途地域の指定のない区域内の道路斜線制限 １．５ 

法５６条第１項第二号 ニ 用途地域の指定のない区域内の隣地斜線制限 １．２５ 

 

 日影による中高層の建築物の高さの制限（法５６条の２）について 

当事務所管内の、法別表第４における適用数値は、下記の通りです。 

 （い）欄 （ろ）欄 （は）欄 （に）欄 

１ ※ ※ ※ ３時間／２時間 

２ ※ ※ 4m ４時間／２．５時間 

３ ※ ※ 4m ５時間／３時間 

４ ※ ロ 高さが 10mを超える建築物 4m ５時間／３時間 
※ 上記のうち、数値等の記入のない欄は、法別表第４によります。 

 構造計算に係る主な規制値について 

当土木事務所管内の構造計算に関する基準は、全域次のとおりです。 

区域 積雪 粗度区分 VO 凍結深度 

那須町のうち 

大字湯本の区域 

70cm 

短期荷重20N 

 

3 

 

30 

 

法定規制値なし 

それ以外の市町 

及び区域 

40cm 

短期荷重20N 

 

３． 確認申請等の手数料について 

確認申請等に係る手数料は、栃木県建築課のホームページにてご確認ください。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/h10/town/jyuutaku/kenchiku/1268810848479.html 



４． その他の建築基準法関係法関連の手続きについて 

確認申請に伴う各種の届け出等の手続きの概要を以下に示します。それぞれの届け出等に必要な書式は、栃木県建

築課ホームページからダウンロードしてご利用ください。 

 建築主等（工事監理者、工事施工者）変更（設定）届 

確認済証が交付された後に、建築主等を変更したい場合、未設定の工事監理者等を届け出場合は、この届

け出が必要です。 

下記に注意して記入したものを、一部提出してください。 

・ 届出者は、建築主（建築主を変更する場合は、元の建築主）です。 

・ 変更する場合は、元の情報を（旧）欄に、新たに設定する情報を（新）の欄に記入します。 

・ 未設定の内容を届け出る場合は、届け出る情報を（新）欄に記入します。 

・ 届け出と関係のない欄は、空欄のままで結構です。 

 工事取りやめ届 

確認済証が交付された後に、工事を取りやめた場合は、この届け出が必要です。 

下記に注意して記入したものを、一部提出してください。 

・ 届出者は、建築主です。 

・ 工事の状況等によっては受理できない場合があります。 

 取り下げ届 

確認申請、許可申請、完了検査申請、中間検査申請等をした後に、その申請を取り下げたい場

合は、この届け出が必要です。 

下記に注意して記入したものを、一部提出してください。 

・ 届出者は、建築主です。 

・ 工事に着手している場合等は受理できない場合があります。 

 建築基準法第１２条第５項に基づく報告書 

建築主事が、工事の状況等について報告を求めた時は、この様式による届け出が必要です。 

下記に注意して記入したものを、２部提出してください。 

・ 届出者は、建築主、工事監理者、工事施工者等です。 

・ 必要に応じて、建築主事の指示する資料等を添付する必要があります。 

 建築計画概要書閲覧申請書 

建築計画概要書の閲覧を行う場合は、この申請書に必要事項を記入して申請してください。 

閲覧は、無料で一部の場合を除きどなたでも行うことができますが、対象となる建築物等の確認日、確認番

号等を提示いただく必要がありますのでご注意願います(注)。 
（注）確認日、確認番号等の情報が不明の場合は、建築した日時等の情報により、台帳から検索する必要がありますが、古

い確認申請の場合は、閲覧申請者に紙の台帳の調査をお願いする場合があります。ご理解の上ご協力願います。 

また、制度上、昭和 45 年以前は、建築計画概要書がありませんので、確認日、番号等が明確な場合でも、閲覧すること

はできません。 

 建築台帳等記載事項証明書交付申請書 

確認済証や、検査済証を紛失した場合などに対応するため、建築台帳等記載事項証明書を交付していま

す。 

申請される場合は、建築計画概要書閲覧後、申請書に必要事項を記入し、420 円の手数料（栃木県収入証

紙）を貼付して申請してください。 

また、証明できるのは、建築計画概要書等に記載されている内容のみとなっています。錯誤等により、地番、

建築主名等が事実と異なる場合でも、建築計画概要書に記載されていない事項については証明できません

ので、あらかじめご理解の上、ご利用願います。 



 

 

 

 

 

建築基準法第42条第２項の道路に関する誓約書 

 

 

 

今回私が建築基準法第６条第１項に基づく確認申請をする 

 

      郡（市） 

 

      町     町（大字）     丁目（字）      番地 の 

 

敷地が接する道路は幅員が４ｍ未満ですので、添付配置図に示すように道路の中心線から２ｍ（反対側の境界 

 

線から４ｍ）後退した線が建築基準法の道路境界線となりますので、この線より突出して建築物はもちろん、 

 

門、塀等一切建築しないことを誓約いたします。また、現在突出しているものについても後退することを誓約 

 

いたします。 

 

 

平成  年  月  日 

 

 建築主   住 所                      

 

氏 名                    印 

 

 

 

 

栃木県建築主事  様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


