
第３章 

開発行為について 

 

３章－1 

第３章 開発行為について 
 

1 開発行為について（法第４条第１２項） 

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、土地の区画形質の

変更を行うことをいう。 

「土地の区画形質の変更」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 

（１） 区画の変更  

従来の敷地の境界の変更を行うことをいう。 

取扱方針 

次の場合は、区画の変更には該当しない。 
（ア） 分合筆等単なる権利区画の変更 
（イ） 宅地等の分割又は統合を伴わないものであって、建築基準法第42条第２項の

規定による道路（以下「２項道路」という。）のみなし境界線までの後退に係る

敷地の境界の変更 
（ウ） 従来の敷地の境界の変更であって、公共施設のうち公園、緑地、広場、道路、

下水道の整備の必要がないと認められる場合。具体的には（第３章 ２ 単なる

形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築する行為の取扱いに係る

運用基準）による 

 

（２） 形の変更 

土地に切土、盛土又は一体の切盛土を行うもので、次のいずれかに該当する行為を

いう。 

ア 高さ２メートルを超える切土又は高さ１メートルを超える盛土を行うもの 

イ 一体の切盛土で高さ２メートルを超えるもの 

ウ ア、イ以外で、30センチメートルを超える切土、盛土又は一体の切盛土を行うも

の。ただし、市街化調整区域以外の区域において、当該行為を行う土地の面積の合

計が 500平方メートル未満の場合を除く 

取扱方針 

敷地内の地盤高さの変更を行わない場合は、次のいずれかに該当するものについて

は「切土、盛土又は一体の切盛土」として扱わない。 

（ア） 建築物の建築自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削

等の行為 
（イ） ２項道路の後退にかかるもの 
（ウ） 道路からのアプローチとしての局部的なスロープ、階段又は駐車場の設置に

係るもの（高さ２メートル以下、幅６メートル以下のものに限る。） 
（エ） 既存擁壁を同じ位置で同一の構造で造りかえるもの 

 

（３） 質の変更 

農地や山林等宅地以外の土地を建築物の敷地又は特定工作物の用地とするものを

いう。 

取扱方針 

ここで、「宅地以外の土地」とは、次のいずれかに該当する土地以外の土地をいう。 
（ア） 現に建築物が存する土地（仮設建築物及び違反建築物の敷地は除く。） 

（イ） 土地登記簿の地目（５年以上前の受付）が「宅地」である土地で、現在、農

地や山林として利用されていない土地 

（ウ） 固定資産課税台帳の現況地目が、５年以上前から「宅地」である土地で、現

在、農地や山林として利用されていない土地 
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（エ） 従前、建築物の敷地として利用されていた土地で、現在、農地や山林として

利用されていない土地（５年以上前に建築物を除去した土地は除く） 

（オ） 建築物の敷地又は特定工作物の用地として造成された土地（緑地、未利用地

等は除く。）で、次のいずれかに該当する土地 

a 都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、工事の完了公告がなされた土地 
b 旧住宅地造成事業に関する法律によって認可を受け、工事の完了公告がなされ

た土地 
c 土地区画整理法に基づく認可を受け、換地処分の公告がなされた土地又は仮換

地の指定がなされた土地 
d 都市計画法第 29 条第１項第４号、第６号、第７号、第８号若しくは第９号又

は都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律（平成 18

年法律第 46号）第１条の規定による改正前の都市計画法第 29条第１項第４号に

該当する開発行為が終了した土地 
e 宅地造成等規制法に基づく許可を受け、工事完了の検査済証の交付がなされた

土地 
f 建築基準法に基づく道路位置指定が行われた際道路と一体に造成された土地 

（法第４条第 12項、宅地造成等規制法） 
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２ 単なる形式的な区画の分割又は統合によって建築物等を建築する行為の取扱いに係

る運用基準 

２０１３年（平成２５年）６月１日 施 行 

２０２３年（令和５年）４月１日 更 新 

 

本市における開発許可制度は、無秩序な市街化の防止と都市の秩序ある整備に大きく

寄与してきたところであるが、既に開発許可を受けた区域や土地区画整理事業等の計画

的な開発が行われた区域における二次的な開発行為については、既に当該開発区域の周

辺において一定の水準の公共施設が整備されている場合も多いことから、開発許可制度

運用指針においては、建築物の建築に際し、切土、盛土等の造成工事を伴わず、かつ、

従来の敷地の境界の変更について、既存の建築物の除却や、へい、かき、さく等の除却、

設置が行われるにとどまるもので公共施設の整備がないと認められるものについては、

建築行為と不可分一体のものであり、開発行為に該当しないものとして取り扱うものと

されている。そこで、この運用については、次のとおり具体的な基準を定めるものとす

る。 

 

１  「公共施設の整備の必要がないと認められるもの」に係る取扱い 

「公共施設の整備の必要がないと認められるもの」との判断については、公共施設管

理者との十分な調整を踏まえ、都市計画法（以下、「法」という。）第33条の規定を

準用して行うものとするが、原則としてそれぞれ次に掲げる基準を全て満たしている

ものをいう。 

(１) 「公共施設」のうち、道路、公園、下水道、緑地又は広場について新設、拡張整

備や用途廃止又は付替えの必要がないもの。 

(２)  次のアからウに記載する基準の全てに適合しているもの。 

ア 公園、緑地及び広場について 

自己の居住の用に供する建築物を建築する場合を除き、当該敷地の面積が 

3,000 平方メートル以上のものについては、当該敷地が整備済団地に存し、かつ、

当該団地内に面積の合計が「公園等に関する審査基準（法第33条第2号）」に規定

する規模以上の公園、緑地又は広場が設けられていること。あるいは、当該敷地

の周辺に相当規模の公園、緑地又は広場が存する等当該敷地の周辺の状況並びに

予定建築物の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められること。 

イ 道路について 

自己の居住の用に供する建築物を建築する場合を除き、当該敷地が接する道路

の幅員が４メートル以上あり、かつ、所定の道路に至るまでの区間、４メートル

以上の幅員を有する道路があること。なお、当該敷地が建築基準法第４２条第２

項の規定に基づく道路に接する場合、道路の幅員については、みなし境界線を超

える自己の都合による後退と判断される部分は含まないものとする。 

ただし、敷地面積の合計が1,000平方メートル未満であり、当該敷地に接する道

路の幅員が４メートル以上ある場合は、所定の道路に至るまでの区間、４メート

ル以上の幅員を有する道路は不要とする。 

※２以上の道路が接する予定建築物の敷地等において、次のいずれにも該当する

道路については、整備が必要ないものとすることができる。 

①上記の道路の基準を満足する道路が１以上あること。 

②当該既設道路の境界線に沿って塀を築造する等、当該既設道路に接する全て

の敷地から明らかに車両が進入できないと認められ、かつ、既に当該敷地側

において建築基準法第４２条第２項の規定に基づく、道路後退幅員が整備済

みであること。 
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※所定の道路とは、車両（軽自動車以上）が２方向以上に分散、待機及び迂回が

できる幅員４メートル以上の道路をいう。 

ウ 下水道について 

 １） 汚水処理施設 

当該敷地が下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第２条第８号に規定する

処理区域（以下、処理区域という。）の内に存しており、かつ、当該敷地に至る

まで接続可能な公共下水管が整備済みであること。ただし、当該敷地が処理区域

の外に存し、汚水排水の有効な排出先が有る場合は、この限りではない。 

※汚水とは、生活若しくは事業（耕作の事業を除く。）に起因し、又は付随する

廃水をいう。（下水道法第２条第１号） 

   ２） 雨水処理施設 

当該敷地から排出される雨水に対して既存下水道の改善の必要がないと認めら

れること、若しくは、敷地内に雨水貯留施設又は雨水浸透施設が設置済みである

こと。ただし、敷地面積の合計が3,000平方メートル未満である場合は、この限り

ではない。 

２ 本取扱基準については、（別図)の｢単なる形式的な区画の分割又は統合によって建

築物等を建築する行為の取扱いに係る運用基準｣に基づく開発行為の判定フローを参

考にして慎重に取り扱うものとする。 

 

（注 共通事項） 

・ 公共施設の管理者との調整を並行して行うこととする。 

・ 従来の敷地とは〈３章 １〉「開発行為について（都市計画法第４条第１２ 

項）」（３）質の変更の取扱方針に掲げる（ア）、（イ）、（ウ）、（エ）及び

（オ）の土地をいう。 

・ 整備済団地とは、従来の敷地のうち、上記に掲げる（オ）のａ、ｂ、ｃ及びｄを 

いう。 

・ 当該敷地とは、区画の変更の対象となる敷地全体をいう。 

・ 市街化調整区域においては、「開発行為に該当しない」との判定になったとして

も、別途法第43 条第１項の許可を要することとなる。ただし、当初許可が法第

29 条に基づく開発許可で完了公告がなされたものは法第42 条第１項ただし書

の許可による。 
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３ 開発行為等に関する一連性の判断基準 

 

2015年（平成 27年）1月 15日施行    

2018年（平成 30年）11月 26日一部改正 

 

見かけ上複数の開発行為等（開発行為及び建築行為のことをいう。以下同じ。）が、同

時に又は一連性を有する期間内に行われる場合であって、次の１から３のいずれかに該

当するものは、開発行為等の一連性を有するものとして、一体の開発行為等と判断する。 

 

１ 一団の土地（一の建築物の敷地であった等一体的利用がされていた土地又は所有者

が同一であった土地をいう。以下同じ。）を分割して見かけ上複数の開発行為等（予定

されている開発行為等を含む。以下同じ。）を行うものであって、申請者、設計者又は

工事施工者のいずれかに同一性がある場合 

 

２ 開発行為等を行う事業区域が隣接するものであって、申請者、設計者又は工事施工

者のいずれかに同一性がある場合 

 

３ 連続して行われる開発行為等であって、先行する開発行為等によって築造された公

共公益施設を共用して土地利用するもの（図１）、又は造成行為（土地に対しその地盤

面の形状を変更することをいう。以下同じ。）を行う範囲が重複する場合（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 造成 

盛土・擁壁工事 

 造成（盛土） 

造成行為の範囲の重複 

宅地 

宅地 

宅地 

宅地 

未利用地 

道路を共用した土地利用 

先行する開発行為等 

位置指定道路の築造と宅地の整備 

図１ 公共施設を共用した土地利用の例 

図２ 造成行為を行う範囲が重複する例 
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一連性を有する期間について 

一連性を有する期間とは、次に示すものをいう。 

１ 先行する行為が建築基準法に基づく建築確認を受けたものであるときは次のいずれ

かに該当するもの 

（１） 予定していた全ての建築物の検査済証交付から１年が経過するまでの期間 

（２） 予定していた建築物の半数を占める最後の建築物の検査済証交付から２年が経

過するまでの期間 

２ 先行する行為が建築基準法に基づく道路位置指定を受けたものであるときは次のい

ずれかに該当するもの 

（１） 道路位置指定の完了公告がなされ、予定していた全ての建築物の検査済証交付

から１年が経過するまでの期間 

（２） 道路位置指定の完了公告から２年が経過するまでの期間 

３ 先行する行為が宅地造成規制法に基づく宅地造成に関する工事の許可を受けたもの

であるときは次のいずれかに該当するもの 

（１） 宅地造成規制法に基づく工事の検査済証が交付され、予定していた全ての建築

物の検査済証交付後から１年が経過するまでの期間 

（２） 宅地造成規制法に基づく工事の検査済証交付から２年が経過するまでの期間 

４ 先行する行為が都市計画法に基づく開発許可を受けたものであるときは次のいずれ

かに該当するもの 

（１） 開発行為の工事完了公告がなされ、予定していた全ての建築物の検査済証が交

付されるまでの期間 

（２） 開発行為の工事完了公告から１年が経過するまでの期間 

 

申請者に係る同一性の判断について 

申請者に同一性があると判断する場合とは、次に示すことをいう。 

（１） 申請行為がある場合はその申請者が同一である場合 

（２） 申請行為がない場合は当該事業を主体的に行う事業者が同一である場合 

 

設計者に係る同一性の判断について 

設計者に同一性があると判断する場合とは、開発行為等に係る公共公益施設、造成、

区画の計画等を設計する者が同一であるものをいう。 

 

工事施工者に係る同一性の判断について 

工事施工者に同一性があると判断する場合とは、開発行為等に係る公共公益施設又は

造成の工事を施工する者が同一であるものいう。 

 

同一性の判断について 

申請者・設計者・工事施工者に同一性があると判断する場合とは、法人等の所在地、

役員構成又は組織構成等から客観的にみて同一と認められるものを含む。 

 

公共公益施設について 

公共公益施設とは、道路及び下水道等都市計画法第 4条第 14号に規定する施設のほか、

給水施設のことをいう。 

 

開発行為等に関する一連性の判断基準の運用について 

（１） 一連性の有無の判断については、「開発行為等に関する事前相談申込書」の提出

を受け、慎重に判断する。 

（２） 一団の土地で行われる開発行為等によって、当該事業区域の周辺に生じる建築
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計画のない土地（以下、「未利用地」という。）がある場合、未利用地の土地所有

者等（将来、土地を取得することとなる者を含む。以下同じ。）に対し、一連性の

判断基準について周知すること。また、周知したことを証する書類として藤沢市

の指定する書式（「周知報告書」という。以下同じ。）に周知人及び土地所有者等

が記名及び押印又は署名（自署）のうえ、開発行為等に関する事前相談申込書に

添付すること。 

（３） 宅地利用が可能な土地は開発区域に含めること。ただし、未利用地となる一団

の区画の面積が２００㎡以上である場合、又は既に建築物の存する土地である場

合は除く。 

なお、開発区域に含めた未利用地における建築行為については、開発行為の工

事完了公告から１年が経過するまでの期間は、当該開発行為との一連性を有する

ものとして取り扱う。 

（４） 一団の土地を分割する開発行為等において、未利用地によって開発行為等の区

域を区分した場合でも一連性があると判断された場合は一体の開発行為等として

取り扱う。（図３） 

（５） 建築行為を目的としない造成と称して先行して造成行為を行い、完了後に建築

物を建築する場合若しくは特定工作物を建設する場合については、先行する造成

行為が完了したと認められる時点から１年経過したもの、又は完了後に宅地以外

の土地に一定期間利用されたと認められるものを除き、一連性のある開発行為等

として取り扱う。 

（６） 先行する開発行為等が一連性を有する期間内であって、これに隣接する土地に

おいて先行する開発行為等と関連のある土地利用を目的とした造成行為（専用駐

車場の整備等）を行う場合は、全体を一体の開発行為等として取り扱う。（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 宅地 

未利用地 

先行する開発行為等 

建築物 の 

専用駐車場 

建築物  

図３ 未利用地による一団の土地の分割 図４ 隣接地を土地利用する場合 
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周知報告書（様式）  

（第一面） 

 

周 知 報 告 書 
 

 事業施行者 

 

 住 所 

 氏 名 

 土地所有者 

 

 住 所 

 氏 名 

 土地所有者が所有している 

 土地の地番及び面積 

 藤沢市 

                                   ㎡ 

 申請地番及び申請区域面積  藤沢市                               ㎡ 

 申請建物用途  

 未利用地の土地利用計画が 

 ある場合、具体的に記入 

 

 

未利用地面積 

                     ㎡ 

 

＜開発行為等の一連性を有する期間とは＞ 
 

１ 先行する行為が建築基準法に基づく建築確認を受けたものであるときは次のい

ずれかに該当するもの 

(1) 予定していた全ての建築物の検査済証交付から１年が経過するまでの期間 

(2) 予定していた建築物の半数を占める最後の建築物の検査済証交付から２年

が経過するまでの期間 

２ 先行する行為が建築基準法に基づく道路位置指定を受けたものであるときは次

のいずれかに該当するもの 

(1) 道路位置指定の完了公告がなされ、予定していた全ての建築物の検査済証交

付から１年が経過するまでの期間 

(2) 道路位置指定の完了公告から２年が経過するまでの期間 

３ 先行する行為が宅地造成規制法に基づく宅地造成に関する工事の許可を受けた

ものであるときは次のいずれかに該当するもの 

(1) 宅地造成規制法に基づく工事の検査済証が交付され、予定していた全ての建

築物の検査済証交付後から１年が経過するまでの期間 

(2) 宅地造成規制法に基づく工事の検査済証交付から２年が経過するまでの期

間 

４ 先行する行為が都市計画法に基づく開発許可を受けたものであるときは次のい

ずれかに該当するもの 

(1) 開発行為の工事完了公告がなされ、予定していた全ての建築物の検査済証が

交付されるまでの期間 

(2) 開発行為の工事完了公告から１年が経過するまでの期間 
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（第二面） 

 

開発行為等に関する一連性の判断基準、開発行為等の一連性を有する期間（第一面参

照）及び下記注意事項について、隣接する未利用地の所有者に周知しました｡ 

 

               年     月    日 

 

 周知した者      住 所                      

                  

氏 名                      印  

  

説明を受けた    住 所                      

 土地所有者           

氏 名                      印  
 

※氏名の箇所には、記名及び押印又は署名（自署）をしてください。 

 

＜開発行為等の一連性の判断基準に伴う注意事項＞ 
１ 周知報告書については、「開発行為等に関する事前相談申込書」に添付して提出し

てください。 

２ 開発行為等の一連性については、「開発行為等に関する一連性の判断基準」を参照

してください。 

３ 周知報告書の提出により、未利用地を除いた事業面積で開発行為に関する判断を

します。このため、開発行為等の一連性を有する期間内に未利用地にて開発行為等

を行う場合は、今回事業を行う土地と一体の開発行為等と判断します。 

４ 未利用地について、所有権が移転した場合にも開発行為等に関する一連性の判断

基準が適用されるので、説明を受けた内容を新たな土地所有者に十分説明し、承継

してください。 
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４ 開発行為における「自己用」・「自己用外」の判断について 

 

開発行為は、その行為の形態により「自己の居住の用に供するもの（自己居住用）」「自

己の業務の用に供するもの（自己業務用）」「その他のもの（自己用外）」に区分される。 

 

（１） 自己居住用の開発行為 
取扱方針 

「自己の居住の用に供する」とは、開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠

として使用することをいう趣旨であるので、当然自然人に限られることとなり、会

社が従業員宿舎の建設のために行う開発行為及び組合が組合員に譲渡することを

目的とする住宅の建設のために行う開発行為は、自己居住用の開発行為に該当しな

い。 
 

（２） 自己業務用の開発行為 

取扱方針 

「自己の業務の用に供する」とは、当該建築物内において継続的に自己の業務に

係る経済活動が行われることであり、また、文理上この場合は住宅を含まないので、

分譲又は賃貸のための住宅の建設又は宅地の造成のための開発行為は該当しないこ

とはもちろん、不動産賃貸借を業とする者の貸事務所、貸店舗等も該当しない。 

 

（３） 自己用外の開発行為 

取扱方針 

自己居住用及び自己業務用以外がすべて自己用外の開発行為となるが、自己業務

用に利用する部分と自己用外で、例えば賃貸する部分等が併用されているような場

合は、自己用外の部分がごく小規模で付随的と認められる場合を除き、自己用外の

開発行為として扱うこととする。自己業務用に利用することを目的にした開発であ

っても開発区域内に寮、社宅等（いずれも著しく小さいものは除く。）の自己用外の

建築物を建築する場合の開発行為は、自己業務用には該当せず、自己用外の開発行

為として取り扱う。 

 

【具体例】 

自己業務用・・・ホテル・旅館、結婚式場、 

企業の従業員のための福利厚生施設（寮、社宅等を除く） 

自己用外・・・分譲住宅・賃貸住宅、賃事務所、貸店舗、有料老人ホーム、 

企業の従業員のための福利厚生施設（寮、社宅） 
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５ 山林現況分譲等における開発行為の取扱基準 

 

都市計画法第４条第 12項によれば、『「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。』と定義され

ているが、「山林現況分譲」、「菜園分譲」、「現況有姿分譲」等と称して土地の区画形質

の変更を行いながら、都市計画法の適用を逃れている事例も見受けられるため、以下の

基準に従い、総合的かつ客観的に判断した上で、開発行為の有無の判定を行うものとす

る。 

なお、原則として当該土地分譲が次の基準１及び基準２に加えて、基準３から基準８

までのうちの２項目以上に該当する場合には、当該土地分譲は「建築目的」が有ると判

断するものとする。 

 

（１） 「土地の区画割」について 

ア 戸建て住宅等の建築に適した区画割の判断は、１の区画の形状が４辺形で面積

がおおむね 100 ㎡以上のものであること。 

イ 分譲地の現地で区画割がなわ張り等で表示されているもの及び公図上で戸建て

住宅等の建築に適した分合筆があらかじめ行われているものは、区画割がなされ

ているものと見なす。 

（２） 「区画街路」について 

ア 土地の各区画に接し、人車の通行に有効な幅員おおむね４ｍ以上の道（建築基

準法第 42 条第２項に規定する道路を含む。）があるものは、区画街路が整備され

ているものとして扱う。 

イ 分譲地の現地で、なわ張り等で道路位置が表示されているもの、チラシ等の宣

伝物のイラスト等で道路が描かれているもの及び公図上で道路相当部分が明示

されているものは、整備が予定されているものとみなす。 

（３） 「擁壁」について 

ア 擁壁工事が行われているものは、すべてこの項目に該当するものとして扱う。 

イ チラシ等の宣伝物のイラスト等で擁壁が描かれているものは、整備が予定され

ているものとみなす。 

（４） 「販売価格」について 

ア 周辺宅地の売買実例価格のおおむね３分の１を超えるものは、この項目に該当

するものとして扱う。 

イ 適当な売買実例がない場合は、周辺宅地の「固定資産税台帳登録価格」（市町村

固定資産税担当部局所掌）を著しく超えるか否かをもって判断するものとする。 

（５） 「利便施設」について 

利便施設についての説明がなされているかの判断は、チラシ等の宣伝物の宣伝文句、

イラスト等によって行うものとする。 
（６） 「交通関係」について 

基準（５）と同様に扱うものとする。 
（７） 「附近の状況」について 

基準（５）及び基準（６）と同様に扱うものとする。 
（８） 「名称」について 

「○○ランド」「○○台」「○○ヒル」「○○苑」等のネーミングがなされているも

のは、すべてこの項目に該当するものとする。 

 


