
藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例施行規則をここに公布す

る。
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藤沢市規則第７７号

藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は，藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例（平

成２０年藤沢市条例第１９号。以下「条例」という。）の委任事項及び条例の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。

（事前届出書の提出等）

第２条 条例第８条の規定による書面の提出は，特定開発事業事前届出書に別表第

１に掲げる図書を添付して行うものとする。

２ 条例第８条第４号に規定する規則で定める事項は，連絡先の住所及び氏名とす

る。

（標識）

第３条 条例第９条第１項の標識（以下この条において「標識」という。）は，特

定開発事業お知らせ板とする。

２ 条例第９条第１項の規定による標識は，事業区域に接する道路（２以上の道路

に接する場合には，それぞれの道路）に接する場所に設置するものとする。ただ

し，市長が事業区域の周辺状況等を勘案し，必要がないと認めた場合は，標識の

箇所を減ずることができる。

（標識設置の届出書の提出等）

第４条 条例第９条第３項の規定による届出は，お知らせ板設置届出書に次に掲げ

る図書を添付して行うものとする。

（１） 特定開発事業お知らせ板の設置の状況の写真及び記載内容を確認することが



できる図書

（２） 特定開発事業お知らせ板を設置した場所を明示した図面

（３） 近隣住民及び周辺住民の範囲を示した図書

（特定開発事業の計画等の説明事項等）

第５条 条例第１０条に規定する規則で定める事項は，次に掲げる事項とする。

（１） 特定開発事業の概要

（２） 特定開発事業の工事の概要

（３） 近隣住民及び周辺住民の日常生活に影響を及ぼすと予測される事項

２ 条例第１０条の説明会を開催しようとする開発事業者は，当該説明会を開催し

ようとする日の７日前までに，近隣住民及び周辺住民に対し，当該説明会を開催

する日時及び場所を通知し，かつ，当該説明会で使用する資料を配布しなければ

ならない。

（事前説明報告書の記載事項等）

第６条 条例第１３条第１項に規定する規則で定める事項は，次に掲げる事項とす

る。

（１） 特定開発事業の名称

（２） 特定開発事業の区域に含まれる地域の名称

（３） 条例第１０条の説明会の状況及び通知方法

（４） 近隣住民及び周辺住民の対象となる土地及び建物の所在地並びに住所及び氏

名

２ 条例第１３条第１項の報告書は，特定開発事業事前説明報告書とする。

（事前説明報告書の縦覧の場所及び日時）

第７条 条例第１３条第２項の縦覧（以下この条において「縦覧」という。）に供

する場所は，計画建築部開発業務課とする。

２ 縦覧に供する日は，藤沢市の休日を定める条例（平成元年藤沢市条例第２４

号）第１条第１項に規定する市の休日以外の日とする。

３ 縦覧に供する時間は，午前８時３０分から午後４時３０分までとする。

４ 前２項の規定にかかわらず，市長は，特定開発事業事前説明報告書の整理等の

ため必要があると認めるときは，縦覧に供する日又縦覧に供する時間を変更する

ことができる。この場合において，市長は，あらかじめ，その旨を第１項の場所



に掲示するものとする。

（意見書の記載事項）

第８条 条例第１４条第１項の意見書には，次に掲げる事項を記載するものとする。

（１） 氏名，住所（その者が法人その他の団体である場合にあっては，その名称，

代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）及び連絡先

（２） 特定開発事業の名称

（３） 事業区域の位置

（４） 特定開発事業事前説明報告書の内容についての意見

（事前協議申出書の提出等）

第９条 条例第１５条第１項の規定による書面の提出は，特定開発事業等事前協議

申出書に別表第２の左欄に掲げる行為の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる

図書（以下「設計図書」という。）を添付して行うものとする。

２ 条例第１５条第１項第４号に規定する規則で定める事項は，次に掲げる事項と

する。

（１） 建築物その他の施設の概要

（２） 周辺施設の概要

（３） 連絡先の住所及び氏名

（事前協議）

第１０条 条例第１６条第１項の協議は，条例第１５条第１項各号に掲げる事項を

記載した特定開発事業等事前協議書に設計図書並びに市長及び公共施設の管理者

が必要があると認める図書を添付して行うものとする。

（標識）

第１１条 条例第１７条第１項の標識（以下この条において「標識」という。）は，

特定開発事業等予告板とする。

２ 条例第１７条第１項の規定による標識は，事業区域に接する道路（２以上の道

路に接する場合には，それぞれの道路）に接する場所に設置するものとする。た

だし，市長が事業区域の周辺状況等を勘案し，必要がないと認めた場合は，標識

の箇所を減ずることができる。

３ 前項の規定により標識を設置することが著しく困難な理由がある場合には，市

長と協議を行い公衆の見やすい適当な箇所に設置をすることができる。



（標識設置の届出書の提出等）

第１２条 条例第１７条第３項の規定による届出は，予告板設置届出書に次に掲げ

る図書を添付して行うものとする。

（１） 特定開発事業等予告板の設置の状況の写真及び記載内容を確認することがで

きる図書

（２） 特定開発事業等予告板を設置した場所を明示した図面

（報告書の記載事項等）

第１３条 条例第１９条に規定する規則で定める事項は，次に掲げる事項とする。

（１） 特定開発事業等の名称

（２） 特定開発事業等の区域に含まれる地域の名称

（３） 特定開発事業等予告板の設置届出年月日

（４） 問い合わせに関する事項

（５） 条例第１８条の説明会の状況

２ 条例第１９条の報告書は，特定開発事業等経過報告書とする。

（事前協議結果等通知書）

第１４条 条例第２０条の書面は，特定開発事業等事前協議結果等通知書とする。

（事前協議申出書の提出後の変更手続）

第１５条 条例第２１条第１項の規定による届出は，特定開発事業等事前協議変更

届出書に設計図書（当該変更に係る設計図書に限る。）を添付して行うものとす

る。

（軽微な変更）

第１６条 条例第２１条第２項ただし書に規定する規則で定める変更は，次のとお

りとする。

（１） 代理人の氏名又は住所（その者が法人である場合にあっては，その名称，代

表者の氏名又は主たる事務所の所在地）の変更

（２） 工事の着手予定又は完了予定の変更

（３） 周辺に与える影響が少ないと市長が認める変更

（同意申請書の提出等）

第１７条 条例第２２条第２項の規定による書面の提出は，特定開発事業等同意申

請書に設計図書（近隣現況図を除く。）及び特定開発事業等事前協議結果等通知



書の写しを添付して行うものとする。

２ 前項の規定にかかわらず，特定開発事業等事前協議申出書の提出の際に添付し

た設計図書に示した事項について変更がないときは，特定開発事業等同意申請書

にその旨を記載して当該設計図書に相当する設計図書の添付を省略することがで

きる。

３ 条例第２２条第２項第４号に規定する規則で定める事項は，次に掲げる事項と

する。

（１） 特定開発事業等事前協議申出書の受付番号

（２） 建築物その他の施設の概要

（３） 周辺施設の概要

（４） 連絡先の住所及び氏名

（平成２５規則７６・一部改正）

（同意等の決定通知書）

第１８条 条例第２４条の書面は，特定開発事業等同意等決定通知書とする。

（軽微な変更）

第１９条 条例第２５条第１項ただし書に規定する規則で定める変更は，次のとお

りとする。

（１） 代理人の氏名又は住所（その者が法人である場合にあっては，その名称，代

表者の氏名又は主たる事務所の所在地）の変更

（２） 工事施工者の氏名又は住所（その者が法人である場合にあっては，その名称，

代表者の氏名又は主たる事務所の所在地）の変更

（３） 工事の着手予定又は完了予定の変更

（４） 周辺に与える影響が少ないと市長が認める変更

（同意後の変更手続）

第２０条 条例第２５条第２項の規定による書面の提出は，特定開発事業等変更同

意申請書に設計図書（当該変更に係る設計図書に限る。）を添付して行うものと

する。

２ 条例第２５条第２項第５号に規定する規則で定める事項は，次に掲げる事項と

する。

（１） 事業区域に含まれる地域の名称



（２） 代理人の氏名及び住所（その者が法人である場合にあっては，その名称,代

表者の氏名又は主たる事務所の所在地）

（変更同意等の決定通知書）

第２１条 条例第２５条第５項において準用する条例第２４条の規定による通知は，

特定開発事業等変更同意等決定通知書により行うものとする。

（変更の届出書）

第２２条 条例第２５条第６項の書面は，特定開発事業等変更届出書とする。

（開発事業者の変更の届出書）

第２３条 条例第２６条の書面は，開発事業者変更届出書とする。

（特定開発事業等の取りやめ届出書）

第２４条 条例第２８条の書面は，特定開発事業等取りやめ届出書とする。

（工事の着手の届出書）

第２５条 条例第３０条の書面は，特定開発事業等工事着手届出書とする。

（工事の完了の届出書）

第２６条 条例第３１条の書面は，特定開発事業等工事完了届出書とする。

２ 前項の特定開発事業等工事完了届出書には，別表第３の左欄に掲げる行為の区

分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる図書を添付して行うものとする。

（工事の完了確認書）

第２７条 条例第３２条の完了確認書は，特定開発事業等工事完了確認書とする。

（雨水貯留施設等の設置の基準等）

第２８条 条例第３３条第１項及び第２項に規定する一時雨水を貯留する施設の構

造の基準については，市長が別に定める。

２ 条例第３３条第３項に規定する雨水浸透施設の処理量及び構造の基準について

は，市長が別に定める。

３ 条例第３３条第３項ただし書に規定する規則で定める区域は，次に掲げる区域

とする。

（１） 宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第３条第１項の規定により

宅地造成工事規制区域として指定されている土地の区域

（２） 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）

第３条第１項の規定により急傾斜地崩壊危険区域として指定されている土地の



区域

（平成２５規則７６・一部改正）

（空地等の設置の基準）

第２９条 条例第３５条の規定による空地及び進入路等（以下「空地等」とい

う。）の設置の基準は，次のとおりとする。

（１） 空地は，非常用進入口等（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）

第１２６条の６に規定する非常用の進入口，同条第２号に規定する窓その他の

開口部又は消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第５条の２に規定す

る避難上若しくは消火活動上有効な開口部をいう。）に面した消火活動上有効

な位置であること。

（２） 空地は，はしご自動車が消火活動を有効に行うことができる広さ，空間及び

構造を有するものであること。

（３） 進入路等は，はしご自動車の運行に支障がない構造を有していること。

（空地等の設置の特例条件）

第３０条 条例第３５条ただし書に規定する規則で定める条件は，次のとおりとす

る。

（１） 予定建築物等に接する道路の部分が，前条第１号及び第２号の基準を満たし，

かつ，はしご自動車が当該道路の部分まで進入することができること。

（２） 事業区域及び周辺の状況，予定建築物等の構造，用途等から判断し，市長が

空地等の設置を要しないと認めること。

（特定共同住宅の整備基準）

第３１条 条例第４３条に規定する規則で定める事項は，特定共同住宅の管理人の

氏名及び連絡先並びに不在時における連絡先とする。

（標識の記載事項）

第３２条 条例第４９条第２項に規定する規則で定める事項は，次に掲げる事項と

する。

（１） 事業区域に含まれる地名地番

（２） 勧告をした日付

（３） 条例第４９条第２項による標識を設置した日付

（平成２５規則７６・一部改正）



（身分証明書の様式）

第３３条 条例第５０条第２項に規定する証明書は，身分証明書（別記様式）とす

る。

（様式）

第３４条 この規則の規定により必要とする書類（身分証明書を除く。）の様式は，

市長が別に定める。

附 則

この規則は，平成２１年７月１日から施行する。

附 則（平成２５年規則第７６号）

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。

別表第１（第２条関係）

図 書 の 種 類 明 示 す べ き 事 項

案内図 方位，事業区域の位置，道路及び目標となる地物

土地利用の計画図 縮尺，方位，事業区域の境界，予定建築物等の位置並びに

事業地に接する道路の位置及び幅員

立面図(４面) 縮尺及び最高の高さ

公図の写し 縮尺，方位，事業区域の境界並びに事業区域及びその周辺

の土地の地番

備考 「公図」とは，不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第１４条第

１項に規定する地図又は同条第４項に規定する地図に準ずる図面をいう（別

表第２及び別表第３において同じ。）。

別表第２（第９条・第１５条・第１７条・第２０条関係）



項 行為の区分 図書の種類 明 示 す べ き 事 項

１ 開発行為 案内図 方位，開発区域の位置，道路及び目標となる地

物

公図の写し 縮尺，方位，開発区域の境界並びに開発区域及

びその周辺の土地の地番

求積図 縮尺及び面積計算表（区域面積，各区画面積，

道路面積，公園等面積，ごみ集積所面積等）

（２以上の用途地域にわたる場合は，用途地域

ごとに実測すること。）

現況図 縮尺，方位，地形，開発区域及び開発区域周辺

の公共施設，開発区域及び開発区域周辺の地盤

の高さ

土地利用計 縮尺，方位，開発区域の境界，開発区域内の道

画図 路の位置，形状，中心線，延長，幅員及び勾

配，開発区域に接する道路の位置，形状及び幅

員，公園等の位置，形状，地盤の計画高及び面

積，排水施設の位置，形状及び水の流れの方

向，防火水槽の位置及び形状，予定建築物等の

敷地の形状，計画高及び面積，条例第３章に規

定する公共施設等の敷地の位置，形状，計画高

及び面積並びに用途，のり面（がけを含む。以

下同じ。）の位置及び形状，擁壁の位置及び種

類，用途地域境並びに都市計画施設



造成計画平 縮尺，方位，開発区域の境界，切土又は盛土を

面図 する土地の部分，擁壁の位置，種類及び高さ，

のり面の位置，形状，高さ及び勾配，道路及び

交差点の計画高，予定建築物等の敷地の形状及

び計画高，開発区域に接する土地の地盤高並び

に造成計画断面図の断面の位置

造成計画断 縮尺，開発区域の境界，切土又は盛土をする前

面図 後の地盤面及び地盤の計画高，擁壁の位置，種

類及び高さ，のり面の位置，形状，高さ及び勾

配

近隣現況図 縮尺，方位，対象事業区域の境界，敷地内にお

ける予定建築物(専用住宅は除く。)の位置，擁

壁の位置，対象事業区域内の土地及び隣地の地

盤高，敷地に接する道路の位置及び幅員，開発

事業については条例第２条第１項第１０号に基

づく範囲，近隣住民の建築物の位置及び氏名，

特定開発事業については条例第２条第１項第１

０号イ及び同条同項第１１号アに基づく範囲，

同条同項同号イの区域，同条同項同号ウの５メ

ートル未満の道路の位置，近隣住民及び周辺住

民の建築物の位置並びに近隣住民及び周辺住民

の氏名

２ 特定開発事 案内図 方位，事業区域の位置，道路及び目標となる地

業等に該当 物

する建築物

の建築行為 公図の写し 縮尺，方位，事業区域の境界並びに事業区域及



びその周辺の土地の地番

配置図 縮尺，方位，事業区域の境界，事業区域内にお

ける建築物の位置，増築等の場合には申請に係

る建築物と他の建築物との別，擁壁の位置，門

及び塀の位置，事業区域の土地及び隣地の地盤

高，事業区域に接する道路の位置及び幅員並び

に条例第３章に規定する公共施設等の位置，用

途地域境並びに都市計画施設

各階平面図 縮尺，方位及び各室の用途

立面図 縮尺，開口部の位置，階段室，昇降機塔，装飾

（４面） 塔等の位置，地盤面からの軒高，階高及び最高

の高さ

近隣現況図 縮尺，方位，対象事業区域の境界，敷地内にお

ける建築物の位置，対象事業に係る建築物と他

の建築物との別，擁壁の位置，対象事業区域内

の土地及び隣地の地盤高，敷地に接する道路の

位置及び幅員，開発事業については条例第２条

第１項第１０号に基づく範囲，近隣住民の建築

物の位置及び氏名，特定開発事業については条

例第２条第１項第１０号イ及び同条同項第１１

号アに基づく範囲，同条同項同号イの区域，同

条同項同号ウの５メートル未満の道路の位置，

近隣住民及び周辺住民の建築物の位置並びに近

隣住民及び周辺住民の氏名

３ 特定造成工 案内図 方位，事業区域の位置，道路及び目標となる地



事及び宅地 物

造成工事

公図の写し 縮尺，方位，事業区域の境界並びに事業区域及

びその周辺の土地の地番

現況図 縮尺，方位，地形，事業区域周辺の公共施設，

事業区域及び事業区域周辺の地盤高

土地利用計 縮尺，方位，事業区域の境界，事業区域内の道

画図 路の位置，形状，幅員及び勾配，事業地に接す

る道路の位置，形状及び幅員，地盤の計画高，

排水施設の位置，形状及び水の流れの方向，の

り面の位置及び形状，擁壁の位置及び種類及び

用途地域境並びに都市計画施設

造成計画平 縮尺，方位，事業区域の境界，切土又は盛土を

面図 する土地の部分，擁壁の位置，種類及び高さ，

のり面の位置，形状，高さ及び勾配，事業区域

に接する土地の地盤高並びに造成計画断面図の

断面の位置

造成計画断 縮尺，事業区域の境界，切土又は盛土をする前

面図 後の地盤面及び地盤の計画高，擁壁の位置，種

類及び高さ，のり面の位置，形状，高さ及び勾

配

近隣現況図 縮尺，方位，対象事業区域の境界，擁壁の位

置，対象事業区域内の土地及び隣地の地盤高，

敷地に接する道路の位置及び幅員，条例第２条

第１項第１０号に基づく範囲，近隣住民の建築



物の位置及び氏名

４ 建築基準法 案内図 方位，事業区域の位置，道路及び目標となる地

施行令第１ 物

３８条第１

項第２号に 公図の写し 縮尺，方位，事業区域の境界並びに事業区域及

掲げる工作 びその周辺の土地の地番

物の建設行

為 現況図 縮尺，方位，地形，事業区域及び事業区域周辺

の地盤高

土地利用計 縮尺，方位，事業区域の境界，擁壁及び工作物

画図 の位置，事業区域内の土地及び隣地の地盤高並

びに事業区域に接する道路の位置及び幅員

立面図 縮尺，工作物の高さ及び立面の形状

近隣現況図 縮尺，方位，対象事業区域の境界，擁壁の位

置，対象事業区域内の土地及び隣地の地盤高，

敷地に接する道路の位置及び幅員，条例第２条

第１項第１０号に基づく範囲，近隣住民の建築

物の位置及び氏名

備考

１ １の項に該当する行為である場合において，予定建築物が定まっている

ときは，２の項に規定する図書（配置図，各階平面図及び立面図に限

る。）を加えること。

２ ３の項に該当する行為である場合において，２の項に該当する行為であ

るときは，２の項に規定する図書（配置図，各階平面図及び立面図に限

る。）を加えること。



別表第３（第２６条関係）

項 行為の区分 図書の種類 明 示 す べ き 事 項

１ 開発行為 公図の写し 縮尺，方位，開発区域の地番（道路及び公園等

分筆されたもの）

完了図 縮尺，方位，開発区域の境界，開発区域内の道

路の位置，形状，中心線，延長，幅員及び勾

配，開発区域に接する道路の位置，形状及び幅

員，公園等の位置，形状，地盤の計画高及び面

積，排水施設の位置，形状及び水の流れの方

向，防火水槽の位置及び形状，予定建築物等の

敷地の形状，計画高及び面積，条例第３章に規

定する公共施設等の敷地の位置，形状，計画高

及び面積並びに用途，のり面の位置及び形状，

擁壁の位置及び種類，用途地域境並びに都市計

画施設

２ 特定開発事 公図の写し 縮尺，方位，事業区域の境界並びに事業区域及

業等に該当 びその周辺の土地の地番（完了時に合筆及び分

する建築物 筆が生じた場合は，その最新のもの。）

の建築行為

完了図 縮尺，方位，事業区域の境界，事業区域内にお

ける建築物の位置，増築等の場合には申請に係

る建築物と他の建築物との別，擁壁の位置，門

及び塀の位置，事業区域の土地及び隣地の地盤

高，事業区域に接する道路の位置及び幅員並び

に条例第３章に規定する公共施設等の位置，用



途地域境並びに都市計画施設

各階平面図 縮尺，方位及び各室の用途

立面図 縮尺，開口部の位置，階段室，昇降機塔，装飾

（４面） 塔等の位置，地盤面からの軒高，階高及び最高

の高さ

備考 １の項に該当する行為である場合において，予定建築物が建築されてい

るものは，２の項に規定する図書（完了図，各階平面図及び立面図に

限る。）を加えること。

別記様式（第３３条関係）

（表）

第 号

身分証明書

所属

氏名

年 月 日生

この者は，藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例第５０条

第１項の規定により，立入検査を行う者であることを証明します。

年 月 日交付

藤沢市長 氏 名 印

（裏）



注意事項

１ この証明書は，特定開発事業等の工事の施行を停止するよう

勧告し，及び命ずるために，事業区域内に立ち入り，工事の状

況等を検査するときは，必ず携帯しなければならない。

２ この証明書は，関係人に提示しなければならない。


