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The development permission system aims to remove the prohibitation of any development. 
So this system can raise permission standards of development,compared with other standards 
by building confirmation. And we think that we should make the most of this system for city 
planning.For example, can use this system for development controls. 
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This paper is based on knowledge in the researches and above-mentioned point of view. 
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本稿の目的と方法 

開発許可制度は、本来禁止されている開発を一定条件の下で

許可する制度であることから、建築自由の原則に基づく確認申

請とは異なっており、技術基準も一般の建築基準より強い内容

となっている。この基準は、地区計画とも異なり、地域内のす

べての開発に適用されることから利用しやすいため、執筆者は

まちづくり手法として積極的に活用すべきではないかと考えて

いる。 
一方、2000年５月の都市計画法の改正において、市街化区域

内の開発許可技術基準の強化・緩和を条例で規定できることと

なったことから、各自治体で開発許可条例の策定の動きが活発

となってきており、まちづくりへの積極的活用の可能性は高ま

る環境となっている。 
しかしながら、開発許可条例は都市計画法の委任条例である

ことから、法律の制約が大きく十分に利用できない可能性もあ

る。執筆者は、それにも拘わらず、自治体が独自性を発揮する

余地があるのではないかと考えている。 
本稿は、開発許可条例の策定作業に関わらせていただいた時

の知見をもとに、上記の観点から開発許可条例における自治体

の独自性発揮の可能性を検討したものである。 
これらの研究を通じ、地方都市において都市基盤整備が不十

分な状況下で、大規模開発事業が沈滞している状況を考慮し、

既存手法としての開発許可制度の見直しを促し、公共施設整備

と一体となった“積極的”なまちづくりを進める手法を検討し

たい。 

１．開発許可制度の特殊性 

(1) 開発許可制度導入時の状況 

1955年頃から始まった高度経済成長に伴い、人口や産業が急

激に都市部に集中し、様々な都市問題とともに、市街地の無秩

序な拡散、土地利用の混乱等が進んだ。このため、1964年には、

一定規模以上の民間事業主体による宅地造成を規制する「住宅

地造成事業に関する法律」が制定された。 
しかし、小規模な宅地造成は、規制対象外だったため、建築

基準法だけでは事態を抑止する力には限界があった。「住宅地造

成事業に関する法律」の規制規模は、1.0ha、0.5ha、0.1haと段

階的に引き下げられたが、開発規模を分割して開発する事業者

も現れ、市街地の無秩序な拡散はおさまらなかった。 
このような状況下で開発許可制度は、1968 年６月 15 日公布

の新都市計画法において、「住宅地造成事業に関する法律」の技

術基準を引き継いで、市街化区域と市街化調整区域の線引き制

度―市街化調整区域での開発行為の原則禁止―とともに導入さ

れた。 
(2) 国における位置づけ 

国土交通省による開発許可制度運用指針(平成13年５月２日、

総合政策局宅地課民間宅地指導室)では、「都市計画区域を計画的

な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制す

べき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること」―線

引き制度を補完するもの―及び「都市計画区域内の開発行為に

ついて公共施設や排水設備等の必要な施設の整備を義務づける

など良質な宅地水準を確保すること」―公共施設優先の開発を
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義務づけるもの(都市計画法第 39 条参照)―とし、開発許可制度

を都市計画法の根幹と位置づけている。 
(3) 土地所有権論の観点から見た特殊性 

五十嵐敬喜は「従来の土地所有権では…使用、収益、処分の

自由という観点によって…建築計画が建築関係法令に適合する

か否かを確認するだけという建築確認のシステムは、この土地

所有権の自由という考え方に最も適合するものであったのであ

る。しかし、開発許可制による『許可』の観念は、明らかにこ

の『確認』という観点とは異なっている。許可は一般的に禁止

されている状態が、ある条件を満たした場合に開放されるとい

う観点であり、土地所有権論に引きつけていえば、ここでは開

発は原則として禁止すなわち不自由であり、開発許可条件を満

たした場合に，はじめて許されるという構成となろう。すなわ

ち許可の観点は、土地所有権論の中に不自由を持ち込むもので

あり、その限りで従来の土地所有権論の変革の契機となってい

たのである」注１と述べている。 
つまり、建築基準法の考え方は災害の未然防止や安全性の確

保だが、開発許可は地域社会への受け入れ条件であり、地域社

会の事情によりハードルを高くすることができることになる。 
また、五十嵐の考え方に従えば、開発抑制の考え方は、1968

年の開発許可制度開始において、既に導入されていたことにな

る。 
(4) 開発指導要綱と開発許可制度の関係 

要綱行政については、多くの行政訴訟が行われた。そこでの

議論の結論は、大まかに理解すれば、要綱という内規を公開す

ることで規制力があるかのように扱うのは違法で、事業主に対

するお願いとしての行政指導は差し支えないが、行政指導に従

わない者に、開発許可、確認申請等の手続を遅らせること、水

道等の供給を止めるような「行き過ぎ」は問題があるというも

のだった注２。行政手続法(1993 年公布)は、この議論に決着を付

けることとなった注３。一方、2000年５月に公布された「都市計

画法及び建築基準法の一部を改正する法律」で開発許可の技術

基準を条例で定めることで強化・緩和が可能となり注４、これを

受けて現在、各自治体においては、開発における事前協議手続

の明確化を目的として、開発指導要綱の技術基準の条例化が進

められている注５。 
 
２．開発許可制度の可能性 

２－１ 適用対象(開発行為等)拡大の可能性 

(1) 開発許可対象限定の曖昧さ 

① 開発行為の定義による非開発行為 

都市計画法第４条第 12 項では、「開発行為とは、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土地

の区画形質の変更をいう」となっており、開発行為は限定的に

とらえられている注６これを受けて、地方自治体でも表１の行為

を非開発行為としている。 
② 再開発型開発行為としての開発許可対象外 

昭和 62 年８月18 日づけ建設経済局長通達「再開発型開発行

為に関する開発許可制度の運用の適正化について」に基づき、

多くの自治体は大規模な造成工事を伴わず、公共施設整備の必

要のない建設行為を再開発型開発行為とし、開発許可の対象外

としている注７。 
これによると、資材置き場、露天駐車場、テニスコート等と

して造成し、数年後に宅地に転用する場合は開発許可対象とな

らないことになり、実際に開発許可のがれの手段となっている。

担当部局の考え方としては、その場合は建築基準法による規制

に委ねれば良いという考え方だが、後述するように建築確認と

開発許可は大きく異なり、例えば建築確認では前面道路は規制

するが、前面道路が接続する道路に関する規制は無い。 
表１ 非開発行為と考えられる行為例 

非開発行為 非開発行為とするの理由 

有料露天駐

車場の料金

所等注1 

土地利用の主たる目的が建築物の建設でない。 

造成済みの

更 地 の 分

割・分譲 

造成済みの更地に複数の建築物を建て、分割して

分譲しても、新設道路等がない限り、開発行為で

はない。(区画が新たに設定されたにすぎず区画の

変更は生じない) 

建築に伴う

土工事 

建設行為と密接不可分の切・盛土 

影響の少な

い改築・増築

(建築確認の

裏書きで処

理) 

【一般】 

階数：従前以下又は10m 以下 

延べ面積：従前の1.5 倍以内かつ建ぺい率60％、

容積率200％以下 

【住宅】 

同上。ただし、延べ面積は 1.5 倍を超えても住宅

金融公庫融資対象限度床面積以下であれば同様 

資料出所：大阪府内での対応を参考に執筆者が作成 

③ 相当期間経過後の宅地転用 

某自治体は、「相当期間経過後の宅地転用」として、以下のよ

うな基準を持っている。相当期間をおおむね３年間とする理由

が疑問となる。 
「開発行為」の定義のうち、形質の変更の取扱いについて

「開発行為」の定義のうち、形質の変更について、露天駐車

場、資材置場等を目的とした造成行為をし、それらの用途で相

当期間経過すれば、開発許可不要として取り扱う。 

ただし、明らかに脱法行為を意図した悪質なものについて

は、この限りでない。 

(1) 相当期間…おおむね３年間 

(2) 確認方法…現地調査、謄本、固定資産税評価証明、農地

転用届、市町村ヒアリング等 

附則 この取扱基準は、平成５年10 月１日より運用する。 

(2) 開発許可と建築確認の相違 

開発許可制度は、前身が「住宅地造成事業に関する法律」と

考えられるために、主に宅地造成事業を扱い、建築物について

は建築基準法に委ねようとする傾向があり、再開発型開発行為

や相当期間経過後の建築行為は開発許可対象から除かれている

ものと考えられる。 
しかし、表２のように開発許可と建築確認は大きく異なって

おり、建築確認は容積率や道路斜線により現状(予定を含む)の公

共施設整備状況における建築物の許容限度を確認するものでし
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かない。従って、公共施設の新設や改築の要求はないが、実際

には、公共施設整備の予定は大幅に遅れているため、建築物の

建設により問題が生じ、公共施設整備が必要になるという“追

認型”の都市整備が行われており、建築確認に委ねるのはこの

“追認型”の都市整備を許容する結果となっている。 
逆に、公共施設との一体的整備が必要な大規模な建築物の建

築については、再開発型であっても、制度の主旨から開発行為

に加えるのが当然と思われる。 
表２ 開発許可と建築確認との主な違い 

 開発許可の技術基準 

(法･令･規則は都市計画法等を

示す) 

建築確認 

(法･令･規則は建築

基準法等を示す) 

土

地

利

用 

• 市街化調整区域については、殆

どの開発行為が許可の対象と

なり(法29 条)、特定の場合以

外は開発許可をしてはならな

いとしている。(法34 条) 

• 用途地域ごとの規

制があるが、用途の

指定無い区域(概ね

市街化調整区域)の

規定は殆どない。 

道

路 

• 開発区域の面積が1000㎡以

上であれば、各建築物の敷地は

幅員 9m 以上の道路に接する

必要がある。(令 25 条１項２

号、規則20 条) 

• 開発区域内の主要道路は、開発

区域外の 9m(住宅地では

6.5m)以上の道路に接続す

る。(令25 条１項４号) 

※道路幅員の規定が

異なり、接続道路に

規定がない。 

• 道 路 と は 幅 員

4m(特定行政庁に

よっては 6m)以上

のもの(法42 条) 

• 建築物の敷地は道

路に 2m 以上接し

なければならない。

(法43 条１項) 

• 特殊建築物、中高層

建築物等の接道長

さは条例で定めら

れる。(法 43 条２

項) 

公

園 

• 開発区域の面積が3000㎡以

上であれば、その面積の３％以

上(６％未満)の公園等を設け

る。(令25 条１項６号、令29

条の２-１項５号) 

※総合設計、法 52

条７項等で容積率緩

和受ける場合にのみ

空地等の確保が必要

となる。 
公
益
的 
施
設 

• 住宅地で 20ha 以上の開発行

為では公益的施設が配置され

ていなければならない。(令27

条) 

※規定なし 

消
防
水
利
施
設 

• 消防法による「消防水利の基

準」に適合した施設を設置しな

ければならない。(令 25 条１

項８号) 

※規定なし 

樹
木
の 
保
存 

• 高さ 10m 以上の樹木や一定

規模以上の樹林は、保存の措置

が講ぜられていること。(令28

条の２) 

※規定なし 

緩

衝

帯 

• 環境の悪化をもたらす可能性

のある開発行為では、一定幅員

以上の緩衝帯を配置しなけれ

ばならない。(令 28 条の３，

規則23 条の３) 

※規定なし 

注 執筆者が要約したもので、条文とは一致しない。 

表３ 各地の条例の適用対象 
区分 考え方 主な適用対象※１ 

鎌
倉
市
条
例 

地域特性に配
慮した区分と
なっている。 
適用対象を事
業内容、地域
特性等から 14
種類に分け、
種類毎に規制
内容を変えて
いる。 

①500 ㎡以上の土地での開発行為、又は
再開発型開発行為 
②風致地区内等での 500 ㎡以上の斜面
地での形質変更、建築 
③高さ 12m を超える、もしくは４階以上の
共同住宅の建築 
④高さ 15m を超える、もしくは５階以上の
非共同住宅の建築 
⑤300㎡以上500㎡未満の土地での区画
の分割、又は再開発型開発行為 
⑥風致地区内等での 3 00 ㎡以上 500 ㎡
未満の斜面地での形質変更、建築 

横
須
賀
市
条
例 

紛争の調整を
目的とすること
から、②～④
が加えられ、
小規模な宅地
開発も適用対
象になってい
る。 

①開発許可を要する開発行為又は特定
工作物の建設行為 
②高さ 10m 以上等の中高層建築物の建
築 
③延面積 1000 ㎡以上等の大規模建築物
の建築 
④特定用途建築物(ホテル、ぱちんこ屋、
大型店等)の建築 
⑤がけ地建築物の建築 
⑥切土又は盛土面積が 100 ㎡以上の宅
地造成 

高
槻
市
条
例 

①では通常の
開発行為を拡
張、②では再
開発型開発行
為、④ではす
べての共同住
宅 が 含 ま れ
る。 

①施行区域の面積が 500 ㎡(建築物の建
築を目的としない場合は、1,000 ㎡)以上
の土地の区画形質の変更 
②施行区域の面積が 500 ㎡(増築、改築
等を目的とするものは 1,000 ㎡)以上の建
築 
③開発許可を要する開発事業又は道路
の位置の指定を要する開発事業 
④3 戸以上の長屋又は共同住宅の建築 
⑤中高層建築物の建築行為 

堺
市
条
例
案 

②③により再
開発型開発行
為等は公共・
公益施設等の
協議の対象に
している。 

＜公共・公益施設等の協議の対象＞ 
①開発区域の面積が 500 ㎡以上の開発
行為 
②住宅以外(延面積 1000 ㎡以上)の建築
行為 
③開発区域の面積が 500 ㎡以上又は住
宅等の戸数が 10 戸以上の集合建築物の
建築行為 
④道路位置指定を必要とする行為 
⑤切土又は盛土面積が 100 ㎡以上の宅
地造成 

箕
面
市
条
例 

別の条文で、
右記ほかのす
べての建設事
業も事前協議
書を提出する
こ と と し て お
り、条例の技
術基準はすべ
てに及ぶこと
になる。 

①500 ㎡以上の土地の区画形質の変更 
②高さ 10m以上又は３以上の階数を有す
る建築物等の建築(500 ㎡以下の戸建住
宅で、周辺の環境に及ぼす影響が軽微で
あると認めるものを除く) 
③市街化調整区域における建設行為 
④16 戸以上の住宅の建築 
⑤規則で定める用途の建築物等の建築 
⑥前各号に掲げるもののほか、市長が
特に必要であると認める建設行為 

(資料)鎌倉市条例：「鎌倉市開発事業等における手続及び基準等
に関する条例」(平成15 年４月１日より施行) 

横須賀市条例：「特定建築等行為に係る基準及び手続き並びに紛
争の調整に関する条例」(平成15 年２月１日より施行) 

高槻市条例：「開発事業の手続等に関する条例」(平成１5 年４月１日
より施行) 

堺市条例案：「堺市開発行為等の手続に関する条例(案)」 
箕面市条例：「箕面市まちづくり推進条例」(平成 13 年４月１日より施

行) 
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(3) 条例による開発許可対象の再定義の可能性 

法律の“曖昧さ”は、法律の目的・趣旨の範囲の広さを伺わ

せることから、自治体側での裁量の余地が大きいと考えること

ができる。これを条例化することは、行政手続法上の審査基準

を明文化することと考えられる注８。 
実際、表３に示すように、いくつかの自治体では、再開発型

開発行為であっても、大規模なものは開発許可の事前協議の対

象に加えている。 
しかしながら、「鎌倉市開発事業等における手続及び基準等に

関する条例」―以下「鎌倉市条例」という―は、当該条例が「開

発許可に係る基準」であることを明記している注９が、他市の条

例はそうした記載がない。このため、鎌倉市条例を除いては、

開発許可の対象ではなく、開発許可の以前に行われる事前協議

の対象ということになっていると考えられる。しかし、都市計

画法の委任条例では無いことになり、法的な位置づけが問われ

る可能性もある。 
こうした対応は、主に開発許可の対象として再開発型開発行

為を含めることの妥当性に起因していると思われるが、鎌倉市

条例では委任条例であることを明示しつつこれを加えているの

で、再開発型開発行為の考え方の明確化が開発許可条例制定の

鍵となっていると思われる。 
なお「箕面市まちづくり推進条例」は、都市計画法の委任条

例を目指したものとは思われないが、一般開発事業と小規模開

発事業を分離し、すべての建設事業に開発許可の技術基準並み

の整備を要請する方法の参考として表中に掲載した。 
２－２ 技術基準強化の可能性 

(1) 都市計画法での強化及び緩和の考え方 

開発許可の技術基準について、強化・緩和の基準となる都市

計画法・同施行令・同施行規則の条項の整理は既に行われてい

る注10。ここでの記述内容は、条例での強化・緩和が都市計画法

に従う必要があるかは議論があるが、少なくとも一般的な許容

範囲となっている。 
また、国土交通省は次のような運用指針を示している。つま

り、「制限の強化は『環境の保全、災害の防止及び利便の増進を

図るために必要な限度を超えない範囲』で行うこととされてお

り、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが必要

とされる特定の地域における、特定の開発行為について、制限

の強化を対象とする項目及びその程度を限定して行う必要があ

る。従って、区域を限定せず地方公共団体の行政区域全域を一

律的に対象として制限を強化すること、制限の強化を対象とす

る開発の目的、規模等について限定せず一律的に制限を強化す

ること(特に小規模な開発行為についてまで一律的に制限を強化

すべきかは慎重に検討を行うことが望ましい)、地方公共団体が

自ら整備する水準以上の公共施設等を求めること、開発事業者

に著しい負担を求めることなどは法令の趣旨に反するものであ

ると考えられる。」注11 
(2) 強化・緩和の可能性 

① 条例での対応状況 

横須賀市の条例では―前述のように事前協議の基準ではある

が―、第11 条で3000 ㎡の開発行為において６％の公園設置を

義務づけている。このほかの自治体の多くが国の基準を踏襲し

ているのが現状だが、一般に技術基準の強化に結びつくような

地域の特殊性を見いだせないためである。横須賀市の場合は、

斜面地の多い土地柄等が説得力となっており、普段から地域特

性を強化するような対策が必要である。また、国の指針に従え

ば強化のためには「まちづくり推進地区」等の明確な地区区分

が必要であり、今後は開発許可を射程に入れた地区区分の設定

が求められる。 
② 都市計画マスタープランの活用 

国土交通省の運用指針に従えば、開発許可の技術基準の強

化・緩和は、自治体の全体の整備水準考慮して公平に行う必要

がある。つまり、都市計画の基本方針が必要であり、都市計画

マスタープランが重要となる。従って、開発許可の技術基準と

都市計画マスタープランを連動させ個性あるまちづくりを推進

することを提案したい。 
本来、開発許可条例を活用するには、開発許可権を持つ「事

務処理市町村」となることにより、裁量権と条例制定の自由度

を獲得することが重要な前提となるが、都市計画マスタープラ

ンと開発許可の連動を強化することにより、前者を定めている

だけで、個性あるまちづくりを進めるシステムが形成されるこ

とが望まれる。 
２－３ 公共・公益施設地の一体的整備の可能性 

(1) 公益施設の基準 

条例の技術基準には、道路、公園等の公共施設だけではなく、

上水道、教育施設、集会所等の公益施設の基準も記載すること

が多い。 
都市計画法では、「当該開発行為の目的に照らして、開発区域

における利便性の増進と開発区域及びその周辺の地域における

環境の保全とが図られるように公共施設、学校その他の公益的

施設及び開発区域内において予定された建築物の用途の配分が

定められていること」(第33条第１項第６号)と規定されている。 
また、国土交通省は「公益的施設については、公共施設と比

較して、開発区域内に確保することが必要不可欠であるとはい

い難いものであり、地方公共団体において整備すべきことが原

則であるが、もっぱら開発区域内の住民が利用するごみ集積場

等開発区域内の住民の利便の増進を図る上で必要不可欠な身の

回り施設については、開発行為の規模にかかわらず設置を求め

るを可能とするのが趣旨である。注12」という運用指針を示して

いる。 
上記から、公益施設の技術基準の強化に関しては、住民の一

般的ニーズを高めるしかないことになる。 
(2) 公共・公益施設の整備 

開発許可の適用対象とすることの最大のメリットは、建設事

業と道路、公園等の公共施設を一体的に整備することである。

このため、都市計画法第39条には、開発許可により設置された

公共施設は原則として「公共施設の存する市町村の管理に属す

る」ことが明示されている。しかし、同法では、多様な管理主

体を想定しているため、公益施設に関する同様の条項はない。 
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整備主体に関する条項もないが、多くの自治体は「『公共公益

施設その他の予定建築物の用途の配分が定められている』とは、

これらの施設が本号の趣旨に従って適正に配分されるような設

計になっていることの意であって、開発者自らがこれらの施設

を整備しなければならないことではない。注13」と考えている。 
これに対し鎌倉市条例では、第59条で都市計画で定められた

公共施設を除き「公共公益施設の整備について必要となる用地

及び費用については、開発事業者が負担するものとする」と定

めている。 
(3) 協働型まちづくりの可能性 

豊かさを求める社会背景からすれば公益施設は充実すること

が望ましい。しかし、開発者(即ち新住民)に過大な負担を求める

ことには疑問がある。鎌倉市条例のような規定では、一般の自

治体は技術基準を高く設定することはできない。これまで、多

くの自治体は、宅地開発指導要綱に開発負担金制度を設けるこ

とで対応してきた。 
このことは開発指導条例の盲点であり、抜本的対策が必要と

なっている。例えば、開発者、自治体、周辺住民が協働して公

益施設を整備する仕組みづくりが必要のように思われる。 
 

４．まとめ 

以上の検討を基に、開発許可制度を活用した個性あ

るまちづくりの３つの方策の可能性と課題を整理する。 

(1) 開発行為等の範囲 

開発行為の範囲は明確ではなく、条例による具体化の可能性

はあると考えられる。特に、再開発型開発行為を開発行為等に

含むことにより、開発許可制度の適用範囲を拡大し、都市整備

を“需要追随型”から“積極型に”転換することができる。 
逆に言えば、開発許可制度における再開発型開発行為の位置

づけを明確化する必要がある。 
(2) 公共施設整備と開発事業の一体化 

建築物の建築を開発許可制度の適用範囲とすることの最大の

メリットは、公共・公益施設整備と開発事業を一体化できるこ

とであり、公益施設については単に開発者に一方的な負担を求

めるのではなく、開発者と周辺住民による協働型まちづくりの

仕組みの充実が望まれる。 
(3) 都市計画マスタープランの活用 

開発許可の技術基準の拡充には、都市計画の基本方針の確立

が必要であり、都市計画マスタープランの充実と開発許可の技

術基準との連携の強化が望まれる。 
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