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第１章 開発許可制度の概要 

 

１ 開発許可制度の趣旨 

昭和 30 年代に始まる我が国の経済の高度成長とそれに伴う産業構造の高度化は、全

国的に産業と人口の激しい都市集中をもたらし、広範な都市化現象を引き起こした。特

に大都市周辺部においては、旺盛な宅地需要が生じ、開発に適さない地域においても、

いわゆる「バラ建ち」のような単発的開発が行われ、農地、山林等が蚕食的に宅地化さ

れることによる無秩序な市街地拡散現象－いわゆるスプロール現象－が生じ、不良市街

地の形成、公害の発生、公共投資の非効率化、農業の荒廃といった種々の弊害が生じる

結果となった。 

このスプロール現象の弊害を除去し、都市住民に健康で文化的な都市生活を保障し、

機能的な都市活動を確保するためには、公共の利益のため一定の制限の下に置くのが合

理的であるという基本理念に基づき総合的な土地利用計画を確立して、その実現を図る

ことが求められてきた。こうした社会的、時代的な要請を受けて、都市計画法の大幅な

改正（昭和 43年 6月 15日公布 法律第 100号）が行われ、開発を秩序づけて市街地の

拡大に計画的方向を与えるため、都市地域を市街化区域と市街化調整区域とに区分し、

段階的かつ計画的に市街化を図っていくこととされた。 

そして、この制度を担保するものとして設けられたものが開発許可制度である。すな

わち、開発許可制度とは都市計画区域において、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（開発行為）を都道府県知事の許

可の対象にして、これにより開発行為に対して、一定の水準を保たせるとともに、市街

化調整区域内にあっては一定のものを除き、開発行為及び建築物を建築すること（建築

行為）をも規制して、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ろうとするものである。 

 

 

２ 藤沢市における開発許可制度の施行 

 藤沢市は、神奈川県の中央南部に位置し、周囲は６市１町（横浜市、鎌倉市、茅ヶ崎

市、大和市、綾瀬市、海老名市、寒川町）に囲まれ、南は相模湾に面し、おおむね平坦

な地形をしている。 

市域の面積は、69.56平方キロメートルで、東京からほぼ 50キロメートルの距離に位

置し、国道１号等の幹線道路及び鉄道網（ＪＲ東海道本線、小田急江ノ島線、江ノ島電

鉄線、湘南モノレール、横浜市営地下鉄ブルーライン、相模鉄道いずみ野線など）が充

実していることから、昭和 30年代後半からの産業経済の発展に伴い、急激な宅地開発が

促進された。 

昭和 44 年 6 月 14 日に新都市計画法が施行され、神奈川県では昭和 45 年 6 月 10 日に

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する線引きを行い（神奈川県告示第

495号）、この日から開発行為等を行う場合には事前に知事の許可を必要とする開発許可

制度が発足した。（第１章 ３ 開発許可制度等の変遷参照） 

なお、事務処理市である藤沢市の区域における開発許可等の事務は、同時に神奈川県

が藤沢市にその権限を移譲している。 
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３ 開発許可制度等の変遷 

 

施行年月日 内 容 

S44.6.14 都市計画法施行（S43.6.15公布） 

S44.10.1 「神奈川県開発審査会条例」公布・施行 

S45.5.30 神奈川県「都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する細則」公布・

施行 

S45.6.10 ・神奈川県内に市街化区域と市街化調整区域が定められ、都市計画法に

よる開発許可制度が発足 

・神奈川県から開発許可事務等の委任を受ける 

S45.6.24 「藤沢市開発登録簿閲覧規則」公布・施行 

S45.8.20 「神奈川県開発審査会提案基準」制定 

S47.7.25 「神奈川県開発審査会包括承認基準」制定 

S49.4.1 県央地区 11市３町（当時 10市４町）について、開発行為規制規模引下

げ 

S50.4.1 都市計画法一部改正施行（S49.6.1公布） 
（特定工作物、未線引区域内の開発許可、既存宅地確認制度の新設等） 

S56.4.25 都市計画法一部改正施行（S55.5.1公布） 
（地区計画制度の創設等） 

S58.7.1 都市計画法施行令一部改正施行（S58.5.13公布） 
（市街化調整区域内の大規模開発の規模要件に係る特例） 

S63.4.1 市街化調整区域内の大規模開発の規模要件を 5haとする 

H5.6.25 都市計画法一部改正施行（H4.6.26公布） 
（自己業務用への道路基準等の適用） 

H10.11.20 都市計画法一部改正施行（H10.5.29公布） 
（法第 34条第 10号（旧第 8号の 2）に地区計画を導入） 

H12.4.1 都市計画法が機関委任事務から自治事務へ移行 

H13.5.18 都市計画法一部改正施行（H12.5.19公布） 
（法第 33条に基づく技術基準の弾力化、（法第 34条第 11号（旧第 8号の 3）及び

第 12号（旧第 8号の 4）の創設、既存宅地確認制度の許可制移行、都市計画区域外

における開発許可制度の導入） 

H14.4.1 都市計画法第 34条第 12号（旧第 8号の 4）に基づく 

「藤沢市都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」施行 

（H13.12.26公布条例第 18号） 

H15.4.1  「都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」の一部改正

（H15.2.28公布条例第 26号） 
（法第 34条第 10号イの開発区域の面積を 5haとする開発行為等） 

H16.12.17 景観法の施行に伴う都市計画法の一部改正法が施行（H16.6.18公布） 

（景観行政団体は政令で定める技術基準を条例化できる。） 

H19.11.30 都市計画法一部改正（H18.5.31公布） 

（社会福祉施設、医療施設、学校、庁舎等に係る開発行為について開

発許可への対象化、旧法第 34条第 10号イの廃止等） 

H19.11.30 「都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」の一部改正

（H19.3.8公布条例第 45号） 

（法改正に伴う改正、旧法第 34条第 10号イの廃止により第 4条削除等） 

H20.2.7 「都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」の一部改正 

（H19.9.28公布条例第 16号） 
（健康と文化の森地区に係る地区計画区域内の開発行為に係る予定建築物用途を
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定める） 
H23.4.1 「都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」の一部改正

（H22.12.17公布条例第 21号） 
（第 3条第 5号の予定建築物の用途に専用住宅、長屋及び共同住宅を追加等） 

H28.10.1 「都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」の一部改正

（H28.9.26公布条例第 9号） 
（第 3条第 5号、第 4条第 3号の専用住宅、長屋及び共同住宅の開発区域の面積を

緩和、第 3条第 2号次世代分家の血縁関係の変更等） 

H29.6.16 「都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」の一部改正

（H29.6.16公布条例第 3号） 
（H28.11.1に健康と文化の森地区に係る地区計画区域を市街化区域編入したこと

により第 3条第 6号削除） 

 

 

 

４ 凡例 

 

この手引きにおいては、次の略称を用います。 

 

法・・・・・・・・都市計画法（昭和 43年６月 15日法律第 100号） 

政令・・・・・・・都市計画法施行令（昭和 44年政令第 158号） 

省令・・・・・・・都市計画法施行規則（昭和 44年建設省令第 49号） 

条例・・・・・・・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） 

県細則・・・・・・都市計画に基づく開発行為等の規制に関する細則 

                   （昭和 45年神奈川県規則第 62号） 
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５ 開発許可事務等の流れ（フロー） 

 

 

都市計画法第 32条に関する公共施設管理者との同意・協議 

事前相談申込書の提出（様式１） 

協議申出書の提出（様式２） 

工事完了検査証の交付・工事完了公告 

工事完了届出書（別記様式第四） 

公共施設工事完了検査依頼書（様式４）注 2 

工事着手届の提出（第 8 号様式） 

開発行為の許可申請書の提出（別記様式第二） 

個別協議依頼書の提出（様式３）注 1 

同意及び協議の締結 

協議締結までの流れ 

  
  

 

提出 

市（開発業務課）

が協議書を作成 

   市道・水路：道路管理課 

下 水 道 ：下水道総務課 

公  園 ：公園課 

消防水利 ：警防課 

   

添付図書は各課に

確認してください 

主な各公共施設管理者 

※開発行為の許可（許可書の交付） 

※事業者と市長の押印 

同時に 

提出する 

ホーム > まちづくり・環境 > 

建築・開発  > 開発行為  >  

各種申請書等のダウンロード 

・法第 29 条に基づく「開発行為の許可

申請」は、開発業務課で内容確認の後、

納付書を作成いたします。 

・開発許可の申請手数料は、市役所本

庁舎２階の銀行窓口（９時～１６時）

での収納となりますので、時間に余裕

をもって手続きしてください。 

・工事着手後、直ちに「工事着手届」

を 1 部提出してください。 

・各公共施設管理者の協議終了後、市

（開発業務課）が、「同意及び協議

書」を作成します。作成後、事業者

へ連絡しますので、「公共施設の新

旧対照図」を 2 部ご持参ください。

「同意及び協議書」に、事業者及び

市長双方の押印により、法第 32 条

の同意及び協議締結となります。 

・「協議申出書」は開発業務課へ 1 部

提出してください。 

・「個別協議依頼書」は、開発業務課

にて割印（注 1）をうけてから、各

公共施設管理者へ２部提出してく

ださい。 

 なお、公共施設管理者が本市以外の

場合は、当該管理者へ協議方法を確

認してください。 

・開発行為に該当するか否か、または、

条例の手続きを要するか否かを判定

するため、「事前相談」を提出してく

ださい。 

※各様式は、市のホームページからダ

ウンロードできます。 

開発許可手続きの流れ 

回答 

※約 2 週間程度で電話等にて判

定結果を回答いたします（相談

の内容によりそれ以上の期間

を要する場合もあります）。 

個別協議 

依頼書 

同意 

及び 

協議書 

事業者 開発業務課 

開
発
行
為
と
判
定 

｢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｣に該当する

場合には、別途、条例担当へ手続き

を行ってください（別紙『条例による手

続きの流れ』参照）。「経過報告書の提

出」後、次の手続きになります。 

・工事を完了したときは「工事完了届

出書」を 1 部提出してください。 

・「完了検査依頼書」は、開発業務課に

て割印（注 2）をうけてから、各公共

施設管理者へ 1部提出してください。  


