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都市計画法の体系

都
市
計
画
法

１章 総 則

５章 社会資本整備審議会等

３章 都市計画制限等

２章 都市計画

４章 都市計画事業

都市計画の内容

都市計画の決定及
び変更

都市計画区域の整備、区域区分、都市再開発方針等

地域地区、促進地区、都市施設、地区計画等

市街地開発事業、都市計画基準及び図書

市街地開発事業等予定区域等

都市計画を定
める者

目的・定義等

開発行為等の規制、建築等の規制
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１．区域・地域・地区

１－１. ２１種類の中でも１３地区が関連する
再開発に関連
する区域・地
域・地区

（１３）

①用途地域 ②特別用途地区 ③特定用途制限地域
④特例容積率適用地区 ⑤高層住居誘導地区
⑥高度地区または高度利用地区 ⑦特定街区
⑧都市再生特別措置法による都市再生特別地区、居住調
整地域または特定用途誘導地区
⑨防火地域または準防火地域
⑩密集市街地整備法による特定防災街区整備地区
⑪景観法による景観地区 ⑫風致地区
⑬駐車場法による駐車場整備地区

その他（８） ⑭臨港地区
⑮古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法による歴史的風土特別保存
地区
⑯明日香村における歴史的風土の保存および生活環境の整備等に関する特別措置
法による第一種歴史的風土保存地区または第二種歴史的風土保存地区
⑰ 都市緑地法による緑地保全地域、特別緑地保全地区または緑化地域
⑱流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務地区
⑲生産緑地法による生産緑地地区
⑳文化財保護法による伝統的建造物群保存地区
㉑特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法による航空機騒音障害防止地区または
航空機騒音障害防止特別地区 3

１．区域・地域・地区

用途地域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用
地域、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、準住居地域、近隣商業地域、田園住居地
域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業
専用地域

特別用途地区 用途地域内の一定の地区における当該地区の特
性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等
の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域
の指定を補完して定める地区。

特定用途制限
地域

用途地域が定められていない土地の区域（市街
化調整区域を除く。）内において、その良好な
環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応

じて合理的な土地利用が行われるよう、制限す
べき特定の建築物等の用途の概要を定める地域
とする。
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高層住居誘導
地区

住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性
の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住
居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業
地域または準工業地域でこれらの地域に関する都
市計画において容積率が40／10または50／10と定
められたものの内において、容積率の最高限度、
建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低
限度を定める地区。

高度地区 用途地域内において市街地の環境を維持するため
建築物の高さの最高限度または土地利用の増進の
ため建築物の高さの最低限度を定める地区。

高度利用地区 用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健
全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、容
積率の最高・最低限度等を定める地区。（再開発
等を行う地区）
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特定街区 市街地の整備改善を図るため街区の整備または造
成が行われる地区。街区指定には所有者等の利害
関係者の同意が必要。

（利害関係者：土地所有者、借地権者、抵当権、
仮登記、差押えの登記、買戻しの特約、先取特権
者等）

防火地域

準防火地域

市街地における火災の危険を防止するために定め
る地域。

特定用途誘導
地区

都市再生を図るため、医療施設、福祉施設、商業
施設など都市機能増進施設を誘導するべく都市計
画で定められる地区。地域地区の一つで、「都市
再生特別措置法」に基づく制度である。特定用途
誘導地区は、立地適正化計画で定める都市機能誘
導区域内に指定され、地区内の建築物の用途、容

積率・高さの最高限度について、通常の用途地域
とは異なる扱い（緩和措置）が定められている。

上記以外はサブテキストを参照して下さい。
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２．都市計画の決定等

２－１．「都道府県」が定める都市計画と「市町村」が定
める都市計画がある。その違いを理解する。

（都市計画法15条）

都道府県が定める都市計画 市町村が定める都市計画

（１）都道府県又は市町村は、原則として、都市計画の案を作成しよう
とする場合に、必要があるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映さ
せるために必要な措置を講ずるものとする。

（２）都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告
し、当該都市計画の案を都市計画決定しようとする理由を記載した書面
を添えて公告の日から２週間公衆の縦覧に供しなければならない（注
１）
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都道府県が定める都市計画 市町村が定める都市計画

（３）都道府県都市計画審議会の議
（注２）

（３）市町村都市計画審議会の議
（注２）

（４）都市計画の決定
（４）都市計画の決定

（５）告示・縦覧

…関係市町村の意見を聴く

…一定の場合、あらかじめ
国土交通大臣に協議・同意

…審議会設置されてい
ない場合には、都道府
県都市計画審議会の議

…あらかじめ、知
事に協議・同意

…都市計画は告示の日
から効力発生
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都道府県が定める都市計画・市町村が定める都市計画

（注1)

地域住民、利害関係者は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出できる。

（注２）

付議するにあたり、住民等からの意見書の要旨を提出しなければならない。

（注３）

都道府県は、都市計画に関する基礎調査を、おおむね５年ごとに行う。

（注４）

市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、
その限りにおいて都道府県が定めた都市計画が優先する。

（注５）

都市計画は、総括図、計画図及び計画書によって表示され、土地に関し権
利を有する者は、その都市計画が定められている土地の存する都道府県ま
たは市町村の事務所においてこれらの図書またはその写しを縦覧できる。
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（公聴会の開催等）第十六条

都道府県又は市町村は、次の場合を除くほか、都市計画の案を
作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公
聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ず
るものとする。

２ 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その
他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、そ

の案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係
を有する者の意見を求めて作成するものとする。

３ 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から
地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画
等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることがで
きる。
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２－２．都市計画の内容決定の分担

都道府県 政令都市 市町村

（１）都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針

（２）都市再開発方針等

（３）市街化区域と市街化調
整区域の区域区分
（４）次の地域地区

①特定用途誘導地区

②臨港地区

③歴史的風土保存地区

④緑化地区

⑤流通業務地区

（１）○

（２）○

（３）○

（１）×

（２）×

（３）×

（４）次の地域地区

①用途地域（３大都市圏を
含む）

②特別用途地区、高度地区、
高度利用地区、特定街区、
防火・準防火地域等

④風致地区（10ｈa以上）、
緑地保全地域

※二以上の市町村の区域に
わたるものを除く
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都道府県 政令都市 市町村

（６）広域的見地から
決定すべき都市施設

（７）市街地開発事業

（県が施行すると見込
まれるもの））

（６）

道路（一般国
道、首都高速
道路、高速自
動車国道）

（５）促進区域

市街地再開発促進区域

（６）

道路（国道・県道以外の４車線
以上の道路）

公園・緑地（10ha以上）
広場・墓園（10ha以上）
一団地の住宅施設（2000戸以
上）

（７）

面積50ha超の土地区画整理事業
面積3ha超の市街地再開発事業
面積20ha超の住宅街区整備事業
面積3ha超の防災街区整備事業
※国又は県が施行すると見込まれ
るものを除く 12



都道府県 政令都市 市町村
（８）

市街地開発事業予定区域

（12）

都市再生特別地区

（１２）○

（８）

面積20ha以上の一団地の住宅施設
予定区域

（９）地区計画等

（10）遊休土地転換利用促進地区
（11）被災市街地復興推進地域
(12)×

13

２－３．都市計画の決定・変更の提案

都市計画区域または準都市計画区域で、0.5ha以上のま

とまった土地の区域について、土地所有者または借地権者
は、一人で、または数人共同して、都道府県または市町村
に対し、都市計画の決定または変更の提案をすることがで
きる。
この場合、素案の対象となる土地の区域は、

（１）公共施設の用に供されている土地を除く

（２）同意した者の土地（所有者＋借地）の地積

総地積（所有者＋借地）

同様に、特定非営利活動法人（いわゆるNPO）等も提案できる。

≧２／３
となる場合に限る
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２－４．都市施設（都市計画法第11条）

（都市施設については、都市計画に、種類、名称、位置及
び区域を定め、面積その他の政令で定める事項を定めるよ
う努める。）

一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその
他の交通施設

二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地

三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処
理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設

四 河川、運河その他の水路

五 一団地の都市安全確保拠点施設

六 電気通信事業の用に供する施設

七 防火又は防水の施設
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（都市計画法で定める公共施設）下水道、緑地、広場、河
川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設

２－４．都市施設（都市計画法第11条）

（立体都市施設）

道路、都市高速鉄道、河川その他の政令で定める都市施設
については、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要が
あるときは、都市施設の区域の地下又は空間についても整
備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。

一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその
他の交通施設

二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処
理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四 河川、運河その他の水路
五 一団地の都市安全確保拠点施設
六 電気通信事業の用に供する施設
七 防火又は防水の施設
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２－５．市街地開発事業（都市計画法第1２条）

市街化区域または非線引都市計画区域内において、一体
的に開発しまたは整備する必要がある土地の区域につい
て定められる。

(1)土地区画整理事業

(2)市街地再開発事業

(3)住宅街区整備事業

(4)防災街区整備事業

(5)新住宅市街地開発事業

(6)工業団地造成事業

(7)新都市基盤整備事業

比較的規模が小さい

比較的規模が大きい
→予定区域を定める
ことができる。

上記（５）～（７）に加え、一団地の住宅施設・一団地の官
公庁施設・流通業務団地に関しても予定区域を定めることが
できる（市街地開発事業等予定区域）。 17

２－６．都市計画に定める事項（都市計画法第９
条）各都市計画について定める内容が決まってい
る。

(1)すべての用途地域 → 容積率

(2)商業地域以外の用途地域 → 建ぺい率

（商業地域の建ぺい率の最高限度は、建築基準法で定める）

(3)低層住居専用地域（第一種・第二種）→

①外壁の後退距離の限度（※必要な場合）

②建築物の敷地面積の最低限度（※）

③建築物の高さの限度

(4)特例容積率適用地区 → 建築物の高さの最高限度※

(5)特定用途制限地域 → 制限すべき特定の建築物等の用
途の概要
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(6)高層住居誘導地区 →

①容積率、建ぺい率の最高限度（※）
②建築物の敷地面積の最低限度（※）

(7)高度地区 → 建築物の高さの最高限度又は最低限度

(8)高度利用地区 →

①容積率の最高限度および最低限度

②建ぺい率の最高限度

③建築物の建築面積の最低限度

④壁面の位置の制限（※）

(9)特定街区 → ①容積率 ②建築物の高さの最高限度

③壁面の位置の制限

(10)都市再開発の方針 → 市街化区域内において、計画
的な再開発が必要な市街地について定める

19

２－７．調査の為の立ち入り

国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、都
市計画の決定又は変更のために他人の占有する土
地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があると
きは、その必要の限度において、他人の占有する
土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しく
は委任した者に立ち入らせることができる。

他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、
立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土
地の占有者に通知しなければならない。
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２－８．都市計画区域マスタープラン

・都市計画区域については、都市計画に、当該都市
計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるも
のとする。

（定めるもの）

・区域区分の決定の有無、定めるときはその方針

（定めるよう努めるもの）

・都市計画の目標

・土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に
関する主要な都市計画の決定の方針

（都市計画区域について定められる都市計画、当該
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し
たものでなければならない。）

21

２－９．市町村の都市計画に関する基本的な方針

（市町村マスタープラン）

・市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町
村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の
都市計画に関する基本方針（市町村マスタープラ
ン）」を定めるものとする。

・公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必
要な措置を講ずる。

・基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表
し、都道府県知事に通知しなければならない。

・市町村が定める都市計画は、基本方針に即したも
のでなければならない。

・区域区分のない区域でも定める。 22



２－１０．都市計画に定める都市再開発方針等

・都市計画区域には、都市計画に、次に掲げる方針
「都市再開発方針等」を定めることができる。

一 都市再開発法による都市再開発の方針

二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促
進に関する特別措置法による住宅市街地の開発整
備の方針

三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再
配置の促進に関する法律による拠点業務市街地の
開発整備の方針

四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関
する法律による防災街区整備方針

・都市計画区域に定められる都市計画は、都市再開
発方針等に即したものでなければならない。 23

２－１１．遊休土地転換利用促進地区

都市計画区域内に、都市計画として、次に掲げる
条件に該当する土地の区域について定めることが
できる。また、主として関係権利者による有効か
つ適切な利用を促進する必要があると認められる
土地の区域について定める。

一 土地が相当期間、住宅や事業その他の用途に供
されていないこと。

二 土地が地域における計画的な土地利用の増進を
図る上で著しく支障となっていること。

三 土地の有効かつ適切な利用を促進することが、
当該都市の機能の増進に寄与すること。

四 おおむね五千平方メートル以上の規模

五 区域が市街化区域内にあること。 24



２－１２．都市計画基準（１３条）１

都市計画区域について定められる都市計画は、次
に掲げるところに従つて、土地利用、都市施設の
整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市
の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なも
のを、一体的かつ総合的に定めなければならない。
この場合においては、当該都市における自然的環
境の整備又は保全に配慮しなければならない。

「市街化調整区域における地区計画」

市街化区域における市街化の状況等を勘案して、
地区計画の区域の周辺における市街化を促進する
ことがない等当該都市計画区域における計画的な
市街化を図る上で支障がないように定めること。

25

２－１２．都市計画基準（１３条）２

「都市再開発の方針」

市街化区域内において、計画的な再開発が必要な
市街地について定めること。

「再開発等促進区を定める地区計画」

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増
進とが図られることを目途として、一体的かつ総
合的な市街地の再開発又は開発整備が実施される
こととなるように定めること。

「促進区域」

市街化区域又は区域区分が定められていない都市
計画区域内において、主として関係権利者による
市街地の計画的な整備又は開発を促進する必要が
あると認められる土地の区域について定めること。26



２－１２．都市計画基準（１３条）３

「開発整備促進区を定める地区計画」

特定大規模建築物の整備による商業その他の業務
の利便の増進が図られることを目途として、一体
的かつ総合的な市街地の開発整備が実施されるこ
ととなるように定めること。

「都市施設」

土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案
して、適切な規模で必要な位置に配置することに
より、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境
を保持するように定めること。

市街化区域及び区域区分が定められていない都市
計画区域については、少なくとも道路、公園及び
下水道を定める。住居系は義務教育施設。 27

２－１２．都市計画基準（１３条）４

「沿道地区計画」

道路交通騒音により生ずる障害を防止するととも
に、適正かつ合理的な土地利用が図られるように
定めること。

「防災街区整備地区計画」

火事又は地震が発生した場合の延焼防止上及び避
難上確保されるべき機能を備えるとともに、土地
の合理的かつ健全な利用が図られることを目途と
して、一体的かつ総合的な市街地の整備が行われ
るよう定める。

28



２－１３．促進区域（１０条の２）

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げ
る区域を定めることができる。

一 都市再開発法第七条第一項の規定による市街地
再開発促進区域

二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促
進に関する特別措置法第五条第一項の規定による
土地区画整理促進区域

三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促
進に関する特別措置法第二十四条第一項の規定に
よる住宅街区整備促進区域

四 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再
配置の促進に関する法律第十九条第一項の規定に
よる拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

29

３．地区計画等

３－１．地区計画等の種類（第1２条の４、５）

地区計画は、特定の区域におけるまちづくりを誘導する
ために市町村が定める計画である。この地区計画におけ
るまちづくりの具体的なプランが「地区整備計画」であr
り地区計画には以下の種類がある。準都市計画区域では
定めることができない。市街化調整区域では定めること
ができる。

（１）地区計画

（２）沿道地区計画

（３）集落地区計画

（４）防災街区整備地区計画

地
区
計
画
等

…幹線道路の騒音防止のための計
画をする。

…集落地の整備・保全をする。

…地震関連の災害に備える。

（５）歴史的風致維持向上地
区計画 30



３－２．地区計画の対象区域（第1２条の５）

地区計画は都市計画の一つであるので、都市計画の決定
手続により市町村が決定する。地区計画が定めることが
きる対象区域は次の通りとなっている。

（1）用途地域が定められている土地の区域

（2）用途地域が定められていない土地の区域で次のいず
れかに該当するもの

①住宅市街地の開発等の事業が行われるまたは行われ
た土地の区域

②建築物の建築またはその敷地の造成が無秩序に行わ
れ、または行われると見込まれる一定の土地の区域
で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等から
みて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるも
の。

③健全な住宅市街地における良好な住居環境等が形成
されている土地の区域

31

３－３．地区計画の手順（第1２条の５ 第８項）

下記のような手順となるが、一定の場合には、地区計画
を定めて、地区整備計画を定めなくてもよい。

（1）地区計画（概略的な計画）を定める。

32

地区計画に関する都市計画では、地区計画の種類、名称、
位置、区域、面積の他、次の事項を定める。
1）地区計画の目標
2）区域の整備、開発および保全に関する方針
3）地区整備計画
4）再開発等促進区



（2）地区整備計画（具体的な計画）を定める。

33

地区整備計画では下記に掲げる事項のうち、必要なものを定める
（都市計画法第12条の5第6項）
1）地区施設（主として街区内の居住者等の利用に供される道路・
公園・緑地・広場などの公共空地のこと）の配置および規模
2）用途の制限
3）容積率の最高限度または最低限度
4）建ぺい率の最高限度（※最低限度は×）
5）敷地面積または建築面積の最低限度（※最高限度は×）
6）壁面の位置の制限
7）壁面後退区域（壁面の位置の制限として定められた限度の線と
敷地境界線との間の土地の区域のこと）における工作物の設置の制
限
8）高さの最高限度または最低限度
9）形態・意匠の制限、垣・柵の構造の制限
10）現に存する草地樹林地等の保全に関する事項

・市街化調整区域内の場合：建築物の容積率の最低限度、建築物の
建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を除く。

３－４．地区計画における規制（第５８条の２）

（１）建築等の届出

一定の再開発等促進区または地区整備計画指定区域内
で、土地の形質の変更、建築物の建築等を行おうとす
る者は、建築等着手日の30日前までに、市町村長に届
け出なければならない。

（２）例外

次の行為は、届出が不要。

① 通常の管理行為、簡易な行為

② 非常災害のため必要な応急措置

③ 国または地方公共団体が行う行為

④ 都市計画事業の施行としての行為

⑤ 開発行為の許可を要する行為等

34



３－５．再開発等促進区（第５８条の２）

次に掲げる条件に該当する土地の区域における地区計画
については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機
能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再
開発又は開発整備を実施すべき区域（以下「再開発等促
進区」という。）を都市計画に定めることができる。

一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は
著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区
域であること。

二 土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、適正な
配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区
域であること。

三 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市
の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であるこ
と。

四 用途地域が定められている土地の区域であること。

35

３－６．開発整備促進区

劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する
大規模な建築物（以下「特定大規模建築物」）の整備に
よる商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的
かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域（以下
「開発整備促進区」）を都市計画に定めることができる。

一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は
著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区
域であること。

二 特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利
便の増進を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を
整備する必要がある土地の区域であること。

三 当該区域内において特定大規模建築物の整備による商
業その他の業務の利便の増進を図ることが、当該都市の
機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。

四 第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定め
られている土地の区域又は用途地域が定められていない
土地の区域（市街化調整区域を除く。）であること。36



開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画にお
いては、一〜三に掲げるもののほか、都市計画に、①に
掲げる事項を定める、②に掲げる事項を定めるよう努め
るものとする。

一 「地区整備計画」

二 当該地区計画の目標

三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針

①道路、公園その他の政令で定める施設（都市計画施設
及び地区施設を除く。）の配置及び規模

②土地利用に関する基本方針

また、①に規定する施設の配置及び規模を定めることが
できない特別の事情があるときは、当該再開発等促進区
又は開発整備促進区について①に規定する施設の配置及
び規模を定めることを要しない。

37

４．都市計画事業

都市計画事業のフロー（第1２条の２、第６０条の２）

都市計画事業とは、都市計画法の定めるところに従って
認可または承認を受けて行われる都市計画施設の整備に
関する事業及び市街地開発事業をいい、原則として、市
町村が知事の認可を受けて施行する。

(1)

〈フローチャート〉

予定区域に関する
都市計画の告示

(2) (3) (4) (5)

Ｔ

都市計画決定
の告示

都市計画事業
の認可等申請

認可等 事業終了

3年以内
２年以内

38



４．都市計画事業

・建築制限

都市計画事業の告示後は、事業地内において、事業の施行の
障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、
工作物の建設、物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、
都道府県知事等の許可を受けなければならない。

（例外 許可を得なくても良い行為）

一 工作物で仮設のものの建設

二 法令に基づく処分による工作物の建設又は土地の形質の変
更

三 既存の建築物の敷地内において行う附属建築物（階数が二
以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。）の建築
又は既存の建築物の敷地内において行う当該建築物に附属す
る工作物の建設

四 現に農林漁業を営む者が行う土地の形質の変更

五 既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質
の変更

39

５．開発行為他

５－１．開発行為（第２９条）

建築物の建築などを目的に、土地の区画を分
割・統合したり、造成工事をしたり、農地か
ら宅地へ地目を変更するなど「土地の区画形
質の変更」をすること。三大都市圏の既成市
街地や近郊整備地帯の市街化区域では原則500
平方メートル以上、そのほかの市街化区域で
は原則1000平方メートル以上の開発行為を行
う場合は、都道府県知事の許可が必要になる。
未線引き区域では原則3000平方メートル以上、
市街化調整区域では規模に関係なく開発許可
が必要。準都市計画区域内でも必要。

40



５．開発行為他

５－２．開発行為の許可不要

開発行為は「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」であり、都道府県知事の認
可必要である。

一方、「市街地再開発事業の施行として
行う開発行為」は認可が不要である。（第
１項第６号参照）

市街地開発事業を施行する場合、面積が
開発行為の要件を超えていても開発行為の
許可は不要になります。
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