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第１章 総則 

 

【条例】 

（目的） 

第１条 この条例は、開発行為、大規模な共同住宅の建築その他の開発事業を行う場合において、開発

事業者が行うべき開発事業の構想の周知及び住民の意見の聴取に関する手続、地域まちづくり計画及

び周辺環境への配慮等に関する横浜市との協議、開発事業に伴い整備すべき施設等の基準その他必要

な事項を定めるとともに、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号。以下｢法｣という。）による開発許可

の基準等を定めることにより、開発事業者、住民及び横浜市が協働して、地域の特性に応じた良好な

都市環境の形成を図ることを目的とする。 

【規則】 

（趣旨） 

第１条 この規則は、横浜市開発事業の調整等に関する条例（平成 16 年３月横浜市条例第３号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

【解説】 

この条例は、自治条例と都市計画法の委任条例の２つの性格を有しています。 

自治条例にあたる部分は、条例第１章、第２章及び第４章であり、周辺環境に影響を及ぼすおそれがあ

る開発事業について、地域の特性に応じた良好な都市環境の形成を図るため、開発構想段階からの手続、

整備すべき施設等（空地、遊水池等）の基準を定めています。これは、第２条第２号に規定する全ての開

発事業が適用の対象となります。 

都市計画法の委任条例にあたる部分は、条例第３章であり、平成 12 年５月 19 日に都市計画法の一部が

改正され、地域の実情に応じた開発許可制度の運用ができるよう開発許可の基準の一部を条例とすること

が可能となったことから、その内容を定めています。これは、都市計画法による開発許可を受ける開発事

業のみが適用の対象となります。
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【条例】 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法、建築基準法（昭和 25 年法律第

201 号）及び宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）並びにこれらの法律に基づく命令の例に

よる。 

(1) 大規模な共同住宅 住戸の数が次に定める数以上の共同住宅をいう。 

ア 商業地域又は近隣商業地域に建築するもの 200 戸 

イ アに定める用途地域以外の用途地域に建築するもの 100 戸 

(2) 開発事業 次のいずれかに該当する行為をいう。 

ア 開発行為（法第 29 条第１項第１号及び第４号から第 11 号までに規定する開発行為、市街化調

整区域における開発区域の面積が 500 平方メートル未満の開発行為並びにオに規定する開発行為

を除く。） 

イ 大規模な共同住宅の建築（当該建築の用に供する目的で開発行為が行われたもの及び住戸の数

が増加しない増築を除く。） 

ウ 市街化調整区域における建築物の建築で、その敷地の面積が 3,000 平方メートル以上のもの

（当該建築の用に供する目的で開発行為が行われたものを除く。） 

エ 宅地造成工事規制区域における宅地造成（主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に

供する目的で行う宅地造成及び宅地造成に係る宅地の面積が 500 平方メートル未満の宅地造成を

除く。） 

オ 斜面地開発行為（横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例

（平成 16 年３月横浜市条例第４号）第２条第２項第２号に規定する斜面地開発行為をいう。以

下同じ。） 

カ 開発行為（開発区域の面積が 500 平方メートル未満の開発行為で、当該開発区域内の土地を予

定される建築物の敷地として利用するため、建築基準法第 42 条第１項第５号の規定による道路

の位置の指定を受けることを要するものに限る。） 

(3) 開発事業者 開発事業を行おうとする者をいう。 

(4) 開発事業区域 開発行為にあっては開発区域、建築にあっては建築物の敷地、宅地造成にあって

は宅地造成に係る宅地の区域をいう。 

(5) 特定大規模開発事業 次のいずれかに該当する開発事業をいう。 

ア 市街化区域における開発事業で開発事業区域の面積が 5,000 平方メートル以上のもの 

イ 市街化調整区域における開発事業で開発事業区域の面積が 3,000 平方メートル以上のもの 

ウ 第２号アに掲げる開発事業で大規模な共同住宅の建築の用に供する目的で行うもの 

エ 第２号イに掲げる開発事業 

(6) 近接住民 開発事業区域の境界線からの水平距離が 15 メートル以内の範囲において、土地を所

有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若しくは所有する者をいう。 

(7) 地域住民 開発事業区域の境界線からの水平距離が 50 メートル以内の範囲において、土地を所

有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有若しくは所有する者をいう。 

(8) 地域まちづくり計画 法第 18 条の２の規定に基づき定められた横浜市都市計画マスタープラン

の地区プランその他市民との協働によるまちづくりを推進するために策定された計画のうち規則で

定めるものをいう。 
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(9) 地域まちづくり計画運営団体 地域まちづくり計画の策定を行う団体のうち、その活動の対象と

なる地域の範囲に開発事業区域が含まれているもので、市長が認めるものをいう。 

 

【規則】 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。 

（地域まちづくり計画） 

第３条 条例第２条第８号に規定する規則で定める計画は、次のとおりとする。 

(1) 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 20 条第１項の規定により告示された地区計画（建築基

準法等の一部を改正する法律（平成 14 年法律第 85 号。以下この号において「改正法」という。）

附則第３条第１項の規定により、改正法第２条の規定による改正後の都市計画法の規定により定め

られた地区計画とみなされる同条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている住

宅地高度利用地区計画及び改正法第３条の規定による改正前の都市再開発法（昭和 44 年法律第 38

号）の規定により定められている再開発地区計画を含む。） 

(2) 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 73 条第１項の認可を受けた建築協定 

(3) 横浜市地域まちづくり推進条例（平成 17 年２月横浜市条例第４号）第 10 条第１項の地域まちづ

くりプラン 

(4) 横浜市地域まちづくり推進条例第 12 条第１項の地域まちづくりルール 

 

【解説】 

第２条は、この条例において対象となる開発事業及びその他の用語の定義について規定しています。 

■ 第１号 大規模な共同住宅とは、住戸の数が 100 戸以上の共同住宅をいいます。ただし、高容積率の

地域が多い商業系の用途地域に立地するものは、住戸の数が 200 戸以上のものを対象としています。開

発事業区域が商業系の用途地域とその他の用途地域にまたがる場合は、住戸の数が 100 戸以上のものに

適用します。 

なお、用途地域の定めのない市街化調整区域については対象としていません。（市街化調整区域につ

いては次号ウで一定規模以上の建築行為を対象としています。） 

■ 第２号 開発事業となる対象を規定しています。 

□ アの「開発行為」については、原則として開発許可を要するものを対象とし、開発許可が不要なも

のでも、住民周知などの手続が定められていないもの、施設の整備水準が定められていないものをこ

の条例の対象としています。ただし、以下の開発行為については、条例の対象から除いています。理

由は次のとおりです。 

○ 法第 29 条第１項第１号：市街化を促進すべき区域における小規模なものであるため。 

○ 法第 29 条第１項第４号から第９号まで：都市計画事業などの都市計画制度や他の法令によって 

手続や整備基準が定められているため。 

○ 法第 29 条第１項第 10 号：非常災害の対応などの緊急性が高いものであるため。 

○ 法第 29 条第１項第 11 号：軽易な行為であるため。 

○ 市街化調整区域における開発区域の面積が 500 平方メートル未満の開発行為：市街化区域と土地

利用の特性が異なるため（条例の対象とはなりませんが、開発許可の手続は必要です。）。 

○ 斜面地開発行為：本号オの対象であるため。 

□ イの「大規模な共同住宅の建築」については、グランドや工場の跡地から共同住宅への土地利用の
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転換など、従来の制度では十分対応できない状況が生じています。これらは都市計画法の開発許可が

必要ない場合であっても、規模が大きいものについては周辺環境への影響を踏まえ、条例の対象とし

ています。 

括弧書き前段は、法の開発行為（同号アで適用除外としているものも含む）が完了した後に行うも

の（法の開発行為や土地区画整理事業等の開発行為が行われ、その開発行為で予定されていた大規模

な共同住宅の建築を行う場合など）を当該行為から除外しています。 

括弧書き後段は、住戸の数が増加しない計画（駐車場やエレベーターの増築など）の場合には、周

辺へ与える影響も限られていることから適用除外としています。 

□ ウの「市街化調整区域における建築物の建築」については、大規模な共同住宅の建築と同様に法の

開発許可が不要ですが、規模が大きいものについては、周辺環境への配慮、地域の住民への説明や一

定の施設整備が必要であることから、この条例の適用対象としています。 

括弧書きは、法の開発行為（同号アで適用除外としているものも含む）が完了した後に行うもの

（法の開発行為や土地区画整理事業等の開発行為が行われ、その開発行為で予定されていた建築を行

う場合など）を当該行為から除外しています。 

□ エの「宅地造成」については、建築行為を目的としていない行為であっても、土地の切り盛りを行

う造成行為であれば周辺環境への配慮等必要な事項があることから、適用対象としています。また、

宅地造成等規制法第 11 条に規定する国又は都道府県等が行う宅地造成についても含まれます。 

□ オの「斜面地開発行為」については、地下室建築物と周辺の住環境との調和を図るために、同号ア

と区別しています。 

□ カの「開発行為」（以下、「道路位置指定を伴う開発行為」という。）については、開発事業区域の

面積が 500 平方メートル未満で、建築基準法第 42 条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を

受けるものについて、開発許可を要するものと同様に地域の住民へ周知等が必要であることから、適

用対象とするものです。 

なお、現状尊重型の道路の位置の指定については、適用対象ではありません。 

■ 第３号 開発事業を行おうとする者とは、開発行為、斜面地開発行為については法でいう「開発行為

をしようとする者」、大規模な共同住宅、市街化調整区域における建築物の建築については建築基準法

でいう「建築主」、宅地造成については宅地造成等規制法でいう「造成主」のことです。 

■ 第４号 第２条第２号開発行為、斜面地開発行為及び道路位置指定を伴う開発行為については法でい

う開発区域、大規模な共同住宅の建築、市街化調整区域における建築物の建築については建築基準法で

いう建築物の敷地、宅地造成については宅地造成に関する工事の許可申請の際の「宅地の面積」に該当

する区域をいいます。 

なお、開発行為、斜面地開発行為及び道路位置指定を伴う開発行為における具体的な開発事業区域の

定義の解釈基準は、12 ページの【開発事業区域の定義の解釈基準】を御確認ください。 

■ 第５号 開発事業のうち、特定大規模開発事業については、周辺環境へ与える影響の大きさから、住

民説明、市長との協議などの調整手続について、特定大規模開発事業以外の開発事業と区別して規定し

ています。 

■ 第９号 「地域まちづくり計画運営団体」とは、地域まちづくり計画を策定し、運営している地域ま

ちづくり計画の策定を行う団体のうち、その活動の対象となる地域の範囲に開発事業区域が含まれてい

る団体のことを指し、各計画における団体は下記のとおりです。 

なお、地域まちづくり計画は策定されていても、下記に該当する団体が存在しない場合もあります。

詳細は、都市整備局地域まちづくり課、都心再生課及びみなとみらい 21 推進課並びに各区区政推進課
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でご確認ください。 

・横浜市都市計画マスタープラン地区プラン：地域まちづくり計画運営団体の該当なし 

・地区計画：地域まちづくり計画運営団体の該当なし 

・建築協定：建築協定運営委員会 

・地域まちづくりプラン及び地域まちづくりルール：地域まちづくり組織 

□ 「活動の対象となる地域」とは、地域まちづくり計画が定められている地域を指し、建築協定に

おいては、「建築協定区域、隣接地等」、地域まちづくりプラン・ルールにおいては、「地域まちづく

りプラン・ルールの対象地域」を指し、これらの地域については横浜市行政地図情報（i-マッピ

ー）で確認することができます。 

 

【開発事業区域の定義の解釈基準】 

（開発事業区域） 

１ 条例第２条第２号ア、オ又はカに掲げる開発事業において、条例第２条第４号に規定する開発事業区

域とは、法第４条第 13 項に規定する開発区域をいう。 

２ 条例第２条第２号ア又はオに掲げる開発事業については当該開発事業に関する工事に係る法第 36 条

第３項の規定による公告があった後、同号カに掲げる開発事業については当該開発事業に関する工事に

係る建築基準法施行規則第 10 条第１項の規定による公告があった後から条例第 24 条第４項各号のいず

れかに該当するまでの期間（以下「完了公告後等の条例の遵守期間」という。）に、条例第 20 条第２項

の規定による変更の同意の申請を行った場合においても、前項の規定を適用する。 

３ 完了公告後等の条例の遵守期間の開発事業区域内の土地については、開発事業区域に含むことができ

ない。 

 

【開発事業区域の定義の解釈基準の解説】 

開発行為、斜面地開発行為及び道路位置指定を伴う開発行為について、第２条第４号に基づき、開発事

業区域の定義の解釈基準を策定しています。 

■ 開発行為又は道路位置指定を伴う開発行為について、開発事業区域は、法第４条第 13 項に規定する

開発区域をいい、「開発区域の定義の解釈基準」に適合していなければなりません。法の完了公告後等

に開発事業の計画の変更をした場合においても同様です。 

■ 完了公告後等の条例の遵守期間の制限を受ける土地については、第３項により下図のように新たな開

発事業の区域に含むことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

網がけの部分がＡの「完了公告後等の条例

の遵守期間」にあたるため、Ｂの開発事業

区域として含めることはできません。 

Ａ

Ｂ 
【新規】開発事業 

Ａ
完了公告後等の 
条例の遵守期間 

Ａ Ｂ 
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【条例】 

（適用除外） 

第３条 次に掲げる開発事業については、この条例の規定（第３章の規定を除く。）は、適用しない。 

(1) 墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23 年法律第 48 号）第 10 条第１項の許可を要する墓地、納骨

堂若しくは火葬場の経営又は同条第２項の許可を要する墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場

の施設の変更を目的とする開発事業 

(2) 都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）第 20 条第１項に規定する都市再生事業として行

われる開発事業 

 

【解説】 

第３条は、この条例の規定を適用しない開発事業について規定しています。 

■ 墓地、埋葬等に関する法律は、墓地等の経営にあたっての基準、手続を定めており、「横浜市墓地等

の経営の許可等に関する条例」において説明会の開催など周辺環境との調和を図るための手続や紛争が

生じた場合のあっせん・調停制度を設けているため、適用除外としています。 

■ 都市再生特別措置法は、都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るために都市計画の特例等

の特別の措置を定めている法律であり、市長は都市再生事業が円滑かつ迅速に施行されるよう適切な配

慮をすることが定められているため、この法律の趣旨や都市再生事業の手続で住民説明などが行われる

ことを考慮して、適用除外としています。
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【条例】 

（横浜市の責務） 

第４条 横浜市は、地域の特性に応じた良好な都市環境の形成を図るため、開発事業に関する情報の提

供を行うとともに、この条例の適切かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならな

い。 

 
【解説】 
第４条は、横浜市の責務について規定しています。 

■ 横浜市は、この条例の適切かつ円滑な運用を図るため、市民、事業者などにわかりやすい窓口の整備、

審査の効率化を図る責務があります。また、情報の提供として、地域まちづくり計画などの地域情報の

提供を行い、この条例において開発事業に関する台帳を作成し、必要な図書（開発事業計画書や同意し

た開発事業の概要など）を閲覧に供する責務があります。 

 

 

【条例】 

（開発事業者の責務） 

第５条 開発事業者は、地域まちづくり計画に整合し、かつ、周辺環境と調和するよう、開発事業を行

わなければならない。 

２ 開発事業者は、殊更に小規模な開発事業区域を設定することのないように努め、自らの負担と責任

において必要な公共施設及び公益的施設を整備し、地域の良好な都市環境の形成を図らなければなら

ない。 

３ 開発事業者は、開発事業に伴い整備する公共施設を適切に管理するため、横浜市への引継ぎ等の必

要な措置を講じなければならない。 

 

【解説】 

第５条は、開発事業者の責務について規定しています。 

■ 開発事業を行う全ての開発事業者に対して、地域まちづくりを担う一員としてよりよい都市環境の形

成を図るため、開発事業の構想の立案に際して、住民参加のプロセスを経て策定されている地域まちづ

くり計画に整合するなど周辺環境への調和に配慮した計画とするよう求める趣旨です。特定大規模開発

事業を行う開発事業者は当然として、特定大規模開発事業以外の開発事業を行おうとする開発事業者も、

地域まちづくり計画に配慮する責務があります。 

■ 開発事業者は、開発事業区域の設定に関して、小規模化を避け、整備すべき施設が適切に整備される

ように計画する責務があります。 

■ 開発事業者は、開発事業に伴い整備される公共施設が将来的に適切に維持・管理が図られるよう、横

浜市への帰属などについてあらかじめ協議する責務があります。
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【条例】 

（公益上必要な開発行為を行う者の責務） 

第６条 法第 29 条第１項第２号及び第３号に規定する開発行為を行う者は、当該開発行為が法第 33 条

第１項に規定する基準に適合するよう努めなければならない。 

 

【解説】 

第６条は、公益上必要な開発行為を行う者の責務について規定しています。 

■ 都市計画法第29条において、公益上必要な施設の建築を目的とする開発行為については、許可不要と

されていますが、これらの開発行為であっても、開発許可と同等の整備を求め、良好な都市環境の形成

を図ろうとするものです。 

■ 都市計画法第 29 条第１項第２号又は第３号に定める開発行為を行う開発事業者は、開発事業計画を

同法第 33 条第１項に規定する開発許可の基準に適合させるよう努めなければなりません。 

本規定中「法第 33 条第１項に規定する基準」には、都市計画法第 33 条第３項に基づき本条例第３章

第１節及び第２節で強化した内容、同条第４項に基づき本条例第３章第３節で付加した基準及び同条第

５項に基づき本条例第３章第４節で付加した基準も含まれます。詳しくは、「都市計画法による開発許

可の手引～技術基準編～」にまとめてあります。 

 

 

【条例】 

（住民の責務） 

第７条 住民は、良好な都市環境の形成を目指す地域社会の一員として、開発事業に対し積極的に意見

を述べる等により、この条例に定める手続の実施に協力しなければならない。 

 

【解説】 

第７条は、開発事業に関わる住民の責務について規定しています。 

■ 住民は、自らが居住する地域の特性を熟知し地域におけるまちづくりを担う一員としての認識に立ち、

開発事業者及び市と協働して良好な都市環境の形成を図るため、開発事業計画に関して建設的な意見等

を述べる責務があります。また、自らの参加によって定めた地域まちづくり計画がある場合は、開発事

業計画が地域まちづくり計画に配慮されているか確認し、必要に応じて開発事業計画に対して意見を述

べる責務があります。 


