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第３章 都市計画法に基づく開発許可の基準等 

第１節 都市計画法第33条第３項の規定による制限の強化 

 

【条例】 

（道路の幅員） 

第 26 条 政令第 29 条の２第１項第２号の基準に基づく配置すべき道路のうち、開発区域の面積が 0.3

ヘクタール以上の開発行為における開発区域内の主要な道路（小区間で通行上支障がない道路及び開

発区域の面積が１ヘクタール未満の開発行為においてその両端が当該開発区域外の道路で予定建築物

等の用途に応じ次の表に定める幅員を有するものに接続するものを除く。）の幅員の最低限度は、開

発区域の面積及び予定建築物等の用途に応じて、次の表に定めるとおりとする。 

予定建築物等の用途 

 

開発区域の面積 

一戸建ての住宅 
一戸建ての住宅以

外の住宅 
住宅以外の用途 

0.3ﾍｸﾀｰﾙ以上3.0ﾍｸﾀｰﾙ未満 6.5ｍ 8.5ｍ 9ｍ 

3.0ﾍｸﾀｰﾙ以上5.0ﾍｸﾀｰﾙ未満 8.5ｍ 10.5ｍ 11ｍ 

5.0ﾍｸﾀｰﾙ以上 10.5ｍ 12ｍ 12ｍ 

２ 政令第 29 条の２第１項第２号の基準に基づく配置すべき道路のうち、開発区域の面積が３ヘクタ

ール以上の開発行為で当該開発区域内に道路がないものにおける一戸建ての住宅以外の用途に供する

予定建築物等の敷地に接する道路の幅員の最低限度は、開発区域の面積及び予定建築物等の用途に応

じて、次の表に定めるとおりとする。 

予定建築物等の用途 

 

開発区域の面積 

一戸建ての住宅以外の住宅 住宅以外の用途 

3.0ﾍｸﾀｰﾙ以上5.0ﾍｸﾀｰﾙ未満 8.5ｍ 9ｍ 

5.0ﾍｸﾀｰﾙ以上 10.5ｍ 11ｍ 

３ 政令第 29 条の２第１項第２号の基準に基づく配置すべき道路のうち、延長が 120 メートル以下の

小区間で通行上支障がない道路の幅員の最低限度は、当該道路の延長が、60 メートル以下の場合に

あっては 4.5 メートルとし、60 メートルを超える場合にあっては 5.5 メートルとする。ただし、開

発区域の面積が 0.1 ヘクタール以上の開発行為において、一戸建ての住宅以外の用途に供する予定建

築物等の敷地に接する場合にあっては、６メートルとする。 

（歩車道を分離すべき道路の幅員） 

第 27 条 政令第 29 条の２第１項第４号の基準に基づく歩車道を分離すべき道路の幅員の最低限度は、

8.5 メートルとする。 

（道路の構造） 

第 28 条 政令第 29 条の２第１項第 12 号の基準に基づく道路の構造は、次のとおりとしなければなら

ない。ただし、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないと市長が認める場合にあっては、この限りで

ない。 

(1) 車道は、セメント・コンクリート又はアスファルト・コンクリートによる舗装とすること。 

(2) 歩道は、アスファルト・コンクリートによる透水性舗装とすること。 
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（袋路状道路） 

第 29 条 政令第 29 条の２第１項第 12 号の基準に基づく道路の形状は、袋路状としてはならない。た

だし、開発区域の面積が 0.3 ヘクタール未満の開発行為において、規則で定めるところにより転回広

場及び避難通路が設けられている場合にあっては、この限りでない。 

（公園、緑地又は広場の設置） 

第 30 条 政令第 29 条の２第１項第５号ロの基準に基づく公園、緑地又は広場（以下「公園等」とい

う。）の数は、公園等の面積の合計が 2,000 平方メートル未満の場合にあっては１、2,000 平方メー

トル以上の場合にあっては１以上とする。 

２ 政令第 29 条の２第１項第５号ロの基準に基づく公園等の１箇所当たりの面積の最低限度は、公園

等の面積の合計が 2,000 平方メートル未満の場合にあっては 150 平方メートル、2,000 平方メートル

以上の場合にあっては 1,000 平方メートルとする。 

３ 政令第 29 条の２第１項第５号ハ及び同項第６号の基準に基づく公園等の面積の合計の開発区域の

面積に対する割合の最低限度は、住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に限り、６パーセント

とする。 

４ 政令第 29 条の２第１項第６号の基準に基づく１箇所当たりの公園等の面積の最低限度は、1,000

平方メートルとする。 

（公園の出入口） 

第 31 条 政令第 29 条の２第１項第 12 号の基準に基づく公園の構造は、幅員 4.5 メートル未満の道路

に接する部分に出入口を設けない構造としなければならない。ただし、公園の利用者の安全上支障が

ないと市長が認める場合にあっては、この限りでない。 

（ごみ収集場を設置すべき開発行為の規模） 

第 32 条 政令第 29 条の２第１項第７号の基準に基づくごみ収集場を設置すべき開発行為の規模は、20

ヘクタール未満の開発行為で、10 戸以上の一戸建ての住宅の建築の用に供する目的で行うものとす

る。 

【規則】 

（袋路状道路） 

第 24 条 条例第 29 条ただし書に規定する転回広場及び避難通路は、次に定めるところにより設けるも

のとする。 

(1) 袋路状道路の終端に転回広場が設けられていること。ただし、市長が車両の通行上支障がないと

認める場合にあっては、この限りでない。 

(2) 袋路状道路の延長が 35 メートルを超える場合にあっては、当該道路の区間の 35 メートル以内ご

とに転回広場が設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限り

でない。 

ア 当該袋路状道路の新たに設ける部分の幅員が 5.5 メートル以上である場合 

イ 市長が車両の通行上支障がないと認める場合 

(3) 幅員１メートル以上の避難通路で、袋路状道路の終端及び道路、公園その他これらに類するもの

で避難上有効なものに接続しているものが設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する

場合にあっては、この限りでない。 

 

ア 当該袋路状道路の新たに設ける部分の幅員が 5.5 メートル以上である場合 

イ 市長が避難上支障がないと認める場合 
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第２節 都市計画法施行令第23条の３ただし書の規定による開発行為の規模 

 

【条例】 

第 33 条 政令第 23 条の３ただし書の規定による開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保

存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計すべき開発行為の規模は、市街化区域に

あっては 0.5 ヘクタール、市街化調整区域にあっては 0.3 ヘクタールとする。 

 

 

第３節 都市計画法第33条第４項の規定による予定される建築物の敷地 

面積の最低限度 
 

【条例】 

第34条 法第33条第４項に規定する開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、当

該建築物の用途が住宅である場合に限り、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、当該各号に

掲げるとおりとする。ただし、この規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用されている

土地でこの規定に適合しないものについてその全部を一の敷地として使用する場合、開発区域が第一

種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に含まれており、かつ、予定される建築物の敷地に接し

て幅員5.5メートル以上の道路を配置する場合（既存の道路を拡幅する場合を除く。）、予定される建

築物の敷地の全部が法第12条の５第２項の規定に基づく地区整備計画又は建築基準法第69条の規定に

基づく建築協定において建築物の敷地面積の最低限度が定められた区域に含まれる場合その他市長が

やむを得ないと認める場合にあっては、この限りでない。 

(1) 第二種低層住居専用地域（建築基準法第53条の２の規定による建築物の敷地面積の最低限度が

定められていない区域に限る。）、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種

住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 100平方メートル 

(2) 用途地域の指定のない区域 125 平方メートル（幅員 18 メートル以上の幹線街路に接続する土

地の区域で、当該道路に係る都市計画で定められた区域の境界線からの水平距離が 50 メートルの

範囲内の部分（風致地区を除く。）にあっては、100 平方メートル） 

２ 予定される建築物の敷地が前項の規定による制限で異なるものを受ける区域にわたる場合において

は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する区域に関する規定を適用する。 

３ 予定される建築物の敷地が第１項の規定による制限を受ける区域の内外にわたる場合において、そ

の敷地の過半が当該区域に属するときは、その敷地の全部について、同項の規定を適用し、その敷地

の過半が当該区域の外に属するときは、その敷地の全部について、同項を適用しない。 
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第４節 都市計画法第33条第５項の規定による景観計画に定められた開発 

行為についての制限 
 

【条例】 

第 35 条 法第 33 条第５項（法第 35 条の２第４項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、次

に掲げる景観計画（景観法（平成 16 年法律第 110 号）第８条第１項に規定する景観計画をいう。）に

定められた開発行為についての制限は、開発許可の基準とする。ただし、市長が、良好な景観の形成

上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めるときは、当該基準の全部又は一部を適用しな

いことができる。 

(1) 切土又は盛土によって生じる法
のり

の高さの最高限度は、法
のり

の下端の位置が道路との境界線から水平

距離１メートル以内にある場合にあっては３メートルとし、その他の場合にあっては５メートルと

すること。 

(2) 適切な植栽が行われる土地の面積の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、15 パーセント

とすること。 

２ 前項の規定は、次に掲げる開発行為ついては、適用しない。 

(1) 開発区域の面積が 500 平方メートル未満の開発行為 

(2) 斜面地開発行為 

(3) 開発区域の全体が次に掲げる土地により構成される開発行為 

ア 不動産登記法（平成 16 年法律第 123 号）第２条第 18 号に規定する地目（以下このアにおいて

「地目」という。）が過去５年間山林以外の地目である土地（過去５年間に山林から山林以外の

地目へ登記の変更又は訂正が行われた土地を除く。） 

イ 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 341 条第 10 号に規定する土地課税台帳に登録された地

目（以下このイにおいて「地目」という。）が過去５年間山林以外の地目である土地 

３ 第１項第２号の適切な植栽が行われる土地の面積は、規則で定めるところにより、植栽する樹木の

種類に応じ、当該樹木の本数に換算することができる。 

【規則】 

（適切な植栽が行われる土地の面積の植栽する樹木の本数への換算） 

第 25 条 条例第 35 条第３項の規定による換算は、同条第１項第２号の適切な植栽が行われる土地の面

積１平方メートルを、次の各号に掲げる樹木の種類に応じ、当該各号に掲げる樹木の本数に換算する

ことにより行うものとする。 

(1) 高木 0.1 本 

(2) 中木 0.5 本 

(3) 低木 2.5 本 
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【解説】 

第３章は、都市計画法の委任を受けて制定した規定です。 

■ この章の規定は、根拠規定により次のように区分されています。 

□ 第１節 都市計画法第 33 条第３項 

□ 第２節 都市計画法第 33 条第２項に基づき同法施行令第 23 条の３ただし書 

□ 第３節 都市計画法第 33 条第４項 

□ 第４節 都市計画法第 33 条第５項 

これらの規定は、いずれも都市計画法第 33 条第１項の規定に含まれるものであることから、都市計

画法による開発許可を要する開発事業はもちろんのこと開発許可を要しない開発事業であっても第６条

の規定の適用を受ける開発事業にも適用されます。 

■ 各規定の概要は次のとおりです。これらの規定については、さらに行政手続法の趣旨に則り審査基準

を定めています。詳しくは、「都市計画法による開発許可の手引～技術基準編～」をご覧ください。 

□ 第 26 条 開発区域に新たに設ける道路の幅員に関する制限の強化 

□ 第 27 条 歩車道を分離すべき道路の幅員に関する制限の強化 

□ 第 28 条 アスファルト・コンクリート舗装等の構造に関する制限の強化 

□ 第 29 条 袋路状道路に関する制限の強化 

□ 第 30 条 開発区域に設置することとなる公園、緑地又は広場の面積に関する制限の強化 

□ 第 31 条 公園利用者の安全を図るために、公園の出入口に接する道路の幅員に関する制限の強化 

□ 第 32 条 開発区域に居住する者の利便の向上を図るために特に必要な施設に関する制限の付加 

□ 第 33 条 樹木の保存と表土の保全を講じる必要がある開発区域の規模の引き下げ 

□ 第 34 条 開発行為における敷地面積の最低限度の付加 

□ 第 35 条 景観法に基づき景観計画に定められた開発行為の制限（法の高さ及び緑化）の付加 


