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平成２１年１２月１５日 
三 郷 市 条 例 第 ３ ４ 号 

三郷市開発事業等の手続等に関する条例 
 
 第１章 総則（第１条―第７条） 
 第２章 開発事業（第８条―第１４条） 
 第３章 小規模開発事業（第１５条―第１７条） 
 第４章 開発事業等の基準（第１８条―第２１条） 
 第５章 雑則（第２２条―第２８条） 
 附則 

第１章 総則 
（目的） 
第１条 この条例は、開発事業等を行う場合における手続、協議基準その他の必要な事項を定めるこ
とにより、市民、事業者及び市が一体となって良好な都市環境の保全及び形成を図り、もって市民
にやさしい魅力あるまちづくりの実現に資することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、都市計画法（昭和４３年法律第
１００号。以下「都計法」という。）、都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「施
行令」という。）、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「建基法」という。）及び建築
基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）の例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(1) 開発行為 都計法第４条第１２項に規定する開発行為をいう。 
(2) 建築物 建基法第２条第１号に規定する建築物をいう。 
(3) 建築 建基法第２条第１３号に規定する建築をいう。 
(4) 建築行為 建築物を建築し、又は都計法第４条第１１項に規定する特定工作物を建設すること
をいう。 

(5) 開発事業 次に掲げる開発行為又は建築行為をいう。 
ア 都計法第３２条による協議が必要な開発行為 
イ 建基法第４２条第１項第５号に規定する道路（以下「位置指定道路」という。）を築造する
開発行為 

ウ 開発区域の面積（継続的又は一体的に行われる隣接する土地があるときは、この面積を当該
開発区域の面積に含む。）が５００平方メートル以上の開発行為又は建築行為 

エ 建築物の延べ面積が５００平方メートル以上の開発行為又は建築行為 
オ ６戸以上の共同住宅等の建築を目的とする開発行為又は建築行為 
カ ３戸以上の戸建住宅の建築を目的とする開発行為又は建築行為 

(6) 小規模開発事業 開発事業以外の開発行為又は建築行為をいう。 
(7) 開発事業等 開発事業及び小規模開発事業をいう。 
(8) 開発区域 開発事業等を行う土地の区域をいう。 
(9) 事業者 開発事業等に係る行為の注文者及び請負契約によらないで自らその行為をする者をい
う。 

(10) 事業者等 事業者及び工事施工者をいう。 
(11) 公共・公益施設等 道路、照明施設、交通安全施設、雨水流出抑制施設、下水道施設、公園、
緑地、ごみ集積所、消防水利施設その他住民の公共の福祉又は利便のために必要な施設をいう。 

（適用範囲） 
第３条 この条例は、本市の区域内において行われる開発事業等について適用する。ただし、次に掲
げる事業については、この限りでない。 
(1) 都計法第１２条第１項各号に掲げる事業 
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行われる開発事業等 
(3) その他市長が認めるもの 

（市民の責務） 
第４条 市民は、自ら良好な生活環境を創出するよう努め、この条例に定める手続が適切かつ円滑に
行われるよう協力しなければならない。 

（事業者の責務） 
第５条 事業者は、開発事業等を行うに際し、この条例に定める手続が適切かつ円滑に行われるよう
協力しなければならない。 

２ 事業者は、開発事業等を行うに際し、周辺住民等との紛争が生じないよう努めるとともに、紛争
が生じた場合には、誠意をもって必要な措置を講じなければならない。 

（市の責務） 
第６条 市は、第１条の目的を達成するため、開発事業等が行われる場合において、適切な指導及び
調整を行い、この条例が適正かつ円滑に運用されるよう必要な措置を講じなければならない。 
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（総合的な計画等への適合） 
第７条 開発事業等は、関係法令に適合するとともに、市の総合的な計画に沿うものでなければなら
ない。 

２ 開発事業等は、開発区域において都計法第１１条に基づく都市施設に関する都市計画又は都計法
第１２条の４に規定する地区計画が定められているときは、当該都市計画又は地区計画に即したも
のでなければならない。 

第２章 開発事業 
（開発事業の事前協議）  
第８条 開発事業を行おうとする事業者（以下この章において「開発事業者」という。）は、開発事
業に着手する前に、開発事業事前協議申請書（以下この章において「事前協議申請書」という。）
を市長に提出し、市長と協議し、及び開発事業事前協議書（以下「事前協議書」という。）を締結
しなければならない。 

２ 市長と開発事業者が事前協議書で締結する事項は、次に掲げるとおりとする。 
(1) 都計法に定める基準に係る事項 
(2) 第１９条の技術基準に係る事項 
(3) その他必要と認める事項 

３ 事前協議書の締結は、開発事業に係る法令の規定による許可、認可その他これらに相当する行為
（規則で定めるものを除く。）の申請前にしなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による協議に当たり、市の施策との整合を図るため、開発事業者に対し必
要な助言又は指導を行うことができる。 

５ 市長は、第１項の規定による協議に当たり、公共・公益施設等の整備について、開発事業者に適
切な負担を求めることができる。 

（事前協議書の締結手続） 
第９条 市長は、事前協議書で協議すべき具体的な事項を、前条第１項の規定による事前協議申請書
の提出の日から４０日以内に、開発事業者に対し示すものとする。 

２ 市長は、大規模な開発事業その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を延長すること
ができる。この場合において、開発事業者に対し、当該期間内に文書で延長の期間及び理由を通知
しなければならない。 

（開発事業の変更） 
第１０条 開発事業者は、事前協議申請書の提出から事前協議書の締結までの間に、当該事前協議申
請書の内容を変更（開発事業者の変更を含む。）しようとするときは、当該変更に着手する前に、
その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 開発事業者は、事前協議書の締結後に事前協議申請書の内容を変更しようとするときは、開発事
業変更事前協議申請書（以下この章において「変更事前協議申請書」という。）をあらかじめ市長
に提出し、当該変更について協議しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしよう
とするときは、この限りでない。 

３ 市長は、前項の規定による協議の結果、開発事業変更事前協議書（以下「変更事前協議書」とい
う。）を開発事業者と締結するものとする。 

４ 第８条第３項から第５項まで並びに前条第１項及び第２項の規定は、第２項の規定による協議に
ついて準用する。この場合において、第８条第３項中「事前協議書」とあるのは、「変更事前協議
書」と、同条第４項及び第５項中「第１項」とあるのは、「第１０条第２項」と、前条第１項中
「事前協議書」とあるのは「変更事前協議書」と、「事前協議申請書」とあるのは、「変更事前協
議申請書」と読み替えるものとする。 

（計画の公開） 
第１１条 開発事業者は、開発事業に係る計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該
開発事業に伴う事前協議申請書の提出後、直ちに当該計画の概要を示す標識を設置しなければなら
ない。 

（工事の着手及び完了の届出） 
第１２条 開発事業者は、開発事業に関する開発行為、建築行為及び土地利用の変更（以下「工事」
という。）に着手したときは、当該工事に着手した日から起算して５日以内に、その旨を市長に届
け出なければならない。 

２ 開発事業者は、工事が完了したときは、当該工事が完了した日から起算して１０日以内に、その
旨を市長に届け出なければならない。 

（工事の検査） 
第１３条 市長は、前条第２項の規定による届出があったときは、当該工事について、事前協議書及
び変更事前協議書（以下「協議書等」という。）との適合について検査をしなければならない。 

２ 市長は、前項の検査の結果、当該工事が協議書等と適合していると認めるときは工事検査済証を、
適合していないと認めるときは是正すべき内容及びその期限を記載した工事検査結果指示書を同項
の検査をした日から起算して１０日以内に、開発事業者に交付しなければならない。 

３ 事業者は前項の工事検査結果指示書の内容を是正したときは、是正結果報告書を提出し、是正事
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項の確認を受けなければならない。 
４ 市長は、前項の是正事項が協議書等と適合していると認めるときは、工事検査済証を当該是正が
なされたことを確認した日の翌日から起算して１０日以内に開発事業者に交付しなければならない。 

（開発事業の廃止等） 
第１４条 開発事業者は、事前協議申請書又は変更事前協議申請書の提出後に開発事業を廃止したと
きは、当該開発事業を廃止した日から起算して１０日以内にその旨を市長に届け出なければならな
い。この場合において、当該開発事業に係る公共・公益施設等を原状に回復するとともに、規則で
定めるところにより周知しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合その他開発事業が廃止されたと認められる場合で、
土砂の流出その他災害の発生を防止するための措置を講じる必要があると認めるときは、当該開発
事業者に対し土砂の除去その他安全のために必要な措置を講じることを命ずることができる。 

第３章 小規模開発事業 
（小規模開発事業の事前申請） 
第１５条 小規模開発事業を行おうとする事業者（以下この章において「小規模開発事業者」とい
う。）は、小規模開発事業に着手する前に、小規模開発事業申請書を市長に提出しなければならな
い。 

２ 市長は、前項の規定による小規模開発事業申請書の提出に当たり、小規模開発事業者に対し、公
共・公益施設等の整備について適切な負担を要請することができる。 

（確認書の交付等） 
第１６条 市長は、小規模開発事業申請書が提出されたときは、第２０条の技術基準により、当該小
規模開発事業の実施に当たり行うべき措置その他必要と認める事項について審査し、適合している
と認めるときは、小規模開発事業者に小規模開発事業確認書（以下「確認書」という。）を交付し
なければならない。 

２ 市長は、小規模開発事業申請書の提出の日から３０日以内（建築行為の場合は１０日以内）に、
小規模開発事業者に確認書を交付しなければならない。 

３ 市長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を延長すること
ができる。この場合において、小規模開発事業者に対し、当該期間内に文書で延長の期間及び理由
を通知しなければならない。 

４ 小規模開発事業者は、確認書が交付される前に、建基法第６条第１項又は第６条の２第１項の確
認の申請をしてはならない。 

（小規模開発事業の廃止） 
第１７条 小規模開発事業者は、小規模開発事業申請書の提出後に当該小規模開発事業を廃止したと
きは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該小規模開発事業
に係る公共・公益施設等を原状に回復しなければならない。 

第４章 開発事業等の基準 
（都計法に基づく基準） 
第１８条 都計法に定める開発許可の基準は、同法に定めるもののほか、三郷市都市計画法に基づく
開発許可等の基準に関する条例（平成１５年条例第１０号）、三郷市都市計画法に基づく開発許可
等の基準に関する条例施行規則（平成１５年規則第２９号）及び別表第１に定めるところによる。 

（開発事業の技術基準） 
第１９条 開発事業の技術基準は、別表第２に定めるもののほか、規則で定めるところによる。 
（小規模開発事業の技術基準） 
第２０条 小規模開発事業の技術基準は、別表第３に定めるもののほか、規則で定めるところによる。 
（土地利用基準） 
第２１条 土地利用基準は、別表第４に定めるもののほか、規則で定めるところによる。 

第５章 雑則 
（事業者の承継） 
第２２条 事業者について一般承継（相続又は合併をいう。）又は特定承継があった場合において、
この条例に基づく被承継人の行為は、相続人その他の一般承継人又は特定承継人（以下「相続人
等」という。）の行為とみなし、被承継人に対する行為は、相続人等に対して行われたものとみな
す。 

（公共・公益施設等の引き継ぎ） 
第２３条 この条例において、市に引き継ぐ開発事業等に係る公共・公益施設等及び公共・公益施設
等の用に供する土地は、他の法令又は条例に定めがある場合を除き、開発事業の工事検査済証の交
付されたとき又は小規模開発事業の工事を完了したときに、遅滞なく引き継ぐものとする。  

２ 事業者は、公共・公益施設等及び公共・公益施設等の用に供する土地を市に引き継ぐときは、質
権及び抵当権は事前に消滅するものとし、賃借権その他物上負担があるときで、これらを排除する
必要があるときには、事前に消滅するものとする。 

（報告及び立入検査） 
第２４条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等又は工事監督者に対し、当該開
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発事業等に関する報告又は資料の提出を求めることができる。 
２ 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員を開発区域若しくは建築物内に立ち入らせ、
必要な事項を調査させ、又は関係者に質問をさせることができる。 

３ 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に求められた
ときは、これを提示しなければならない。 

４ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
（勧告） 
第２５条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し、期限を定め
て必要な措置を講じるよう勧告することができる。 
(1) 第７条の規定に違反して開発事業等を計画したとき。 
(2) 第８条第１項の規定に違反して開発事業を行ったとき。 
(3) 第１０条第３項の規定に違反して開発事業を行ったとき。 
(4) 第１１条の規定に違反して標識を設置しないとき。 
(5) 第１２条の規定に違反して開発事業に関する工事の届け出しないとき。 
(6) 第１４条第１項の規定に違反して届け出しないとき、原状に回復しないとき、又は周知しない
とき。 

(7) 第１５条第１項の規定に違反して小規模開発事業を行ったとき。 
(8) 第１７条の規定に違反して届け出しないとき、又は原状に回復しないとき。 

２ 市長は、前項各号に規定する場合のほか、この条例の規定に違反している事業者等に対し、必要
に応じてこの条例の遵守に必要な事項について勧告することができる。 

（命令） 
第２６条 市長は、事業者等が前条の規定に基づく勧告に従わない場合は、開発事業等その他の行為
を停止し、又は相当な期限を定めて違反を是正するため必要な措置を命ずることができる。 

２ 市長は、事業者等が偽りその他の不正な手段により、事前協議書若しくは変更事前協議書を締結
し、又は確認書若しくは工事検査済証の交付を受けたときは、開発事業等その他の行為を停止し、
又は期限を定めて違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。 

（公表） 
第２７条 市長は、事業者等が前条の規定による命令に従わなかったときは、当該事業者等の氏名又
は名称、命令の内容その他市長が必要と認める事項を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定により、事業者等の氏名等を公表しようとするときは、あらかじめ当該事業
者等に当該公表の内容及び理由を通知し、事業者等に対して意見を述べる機会を与えなければなら
ない。 

３ 市長は、事業者等が前項の規定により意見を述べたときは、第１項の規定による事業者等の氏名
等の公表に際し、当該意見の要旨も併せて公表しなければならない。 

（委任） 
第２８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
   附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、平成２３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 小規模開発事業における別表第４イの項敷地面積の欄第１項の規定の適用については、平成２５
年１２月３１日までの間、１２０平方メートル以上とするように努めるものとする。 

３ 小規模開発事業において、平成２５年１２月３１日まで建築物の敷地として利用されている区画
で、区画の変更のない敷地を建築物に利用する場合は、別表第４イの項敷地面積の欄第１項の規定
にかかわらず、当該土地の面積とする。 

４ 小規模開発事業における別表第４イの項敷地面積の欄第２項の規定の適用については、平成２５
年１２月３１日までの間、同項の規定にかかわらず開発区域の区画の面積を１００平方メートル以
上とする。 

附 則(平成２２年９月２２日条例第１７号) 
この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 
 
 
別表第１―別表第４（省略） 
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平成２２年１１月１８日 
三郷市規則第３３号 

 
三郷市開発事業等の手続等に関する条例施行規則 

 
（趣旨） 
第１条 この規則は、三郷市開発事業等の手続等に関する条例（平成２１年条例第３４号。以下「条
例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 
第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 
（都計法第３２条の協議が必要な開発事業の事前協議書） 
第３条 都計法第３２条による協議が必要な開発行為において締結する事前協議書は、条例第８条の
事前協議書にあっては公共施設に関する協議及び開発事業事前協議書とし、条例第１０条の変更事
前協議書にあっては公共施設に関する変更協議及び開発事業変更事前協議書とする。 

（事前協議締結前に手続を開始できる許可等） 
第４条 条例第８条第３項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(1) 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条の承認又は同法第３２条第１項若しくは第９１
条第１項の許可 

(2) 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２４条第１項の許可 
(3) 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第１項及び第５条第１項の許可 
(4) 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２０条の承認又は同法第２４条、第２６条第１項若し
くは第５５条第１項の許可 

(5) その他市長が認めるもの 
（開発事業等の軽微な変更） 
第５条 条例第１０条第２項の規則で定める軽微な変更は、都市計画法施行規則（昭和４４年建設省
令第４９号）第２８条の４各号に掲げるものその他市長が軽微な変更と認めるものとする。 

２ 事業者は、前項の軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を開発事業（変更）事前協議変更
届により市長に届け出なければならない。 

（標識の設置） 
第６条 条例第１１条の標識は、事業者が開発区域内の道路と接する公衆の見やすい場所に、風雨に
より容易に破壊又は倒壊しない方法で設置するとともに、当該標識の記載事項が不鮮明にならない
よう維持管理しなければならない。 

２ 前項の標識の設置期間は、工事が完了した日までとする。ただし、都計法、建基法その他の法令
に基づき標識を設置する場合においては、当該法令に規定する標識の設置期間とする。 

（工事の検査等） 
第７条 事業者は、市長が必要と認める場合に限り、工事の進捗に応じて条例第１２条第２項の規定

による届出の前に開発事業工事中間検査依頼書を提出し、中間検査を受けなければならない。 
２ 都計法第３２条による協議が必要な開発行為の工事検査済証は、条例第１３条の工事の検査に適

合した場合に交付する。この場合において、当該開発行為における条例第１３条第２項の工事検査
済証は、都市計画法施行規則に規定する工事検査済証とする。 

３ 市は、事業者が公共・公益施設等の用に供する土地を市に引き継ぐ場合において、工事の検査日
までに嘱託登記に必要な書類が提出されないときには、当該工事が協議書等に適合していないもの
とみなし、工事検査結果指示書を交付するものとする。 

４ 事業者は、工事検査済証を交付した日（都計法に基づく開発行為においては工事完了公告の翌
日）から１年を経過する日までに、市に引き継いだ開発事業等に係る公共・公益施設等が工事の瑕
疵により沈下、破損等をした場合には、事業者の負担で補修するものとする。ただし、当該期間内
に公共・公益施設等の管理者による工事の実施又は工事の承認が行われた部分は、この限りでない。 

（開発事業の廃止の周知） 
第８条 条例第１４条第１項の規定による周知は、文書、看板その他の適切な方法によるものとする。 
（小規模開発事業の特例） 
第９条 市は、開発事業が完了する区域内に予定建築物を建築する目的で行う小規模開発事業におい
て、事業者が開発事業の完了日までに小規模開発事業計画書を提出した場合には、その提出をもっ
て条例第１５条第１項の小規模開発事業申請書を提出したものとみなす。 

２ 市は、都計法第５３条第１項の建築の許可の申請、同法第５８条の２第１項の建築物の建築の届
出等又は都市計画法施行規則第６０条の開発行為若しくは建築に関する証明書等の交付申請を要す
る小規模開発事業において、事業者が小規模開発事業計画書を提出した場合には、その提出をもっ
て条例第１５条第１項の小規模開発事業申請書を提出したものとみなす。 

３ 前２項の場合において、提出された小規模開発事業計画書が条例第２０条の小規模開発事業の技
術基準に適合しているときには、市長は、条例第１６条第１項の確認書を交付するものとする。
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（開発事業の技術基準） 
第１０条 条例第１９条に規定する規則で定める開発事業の技術基準は、別表第１のとおりとする。 
（小規模開発事業の技術基準） 
第１１条 条例第２０条に規定する規則で定める小規模開発事業の技術基準は、別表第２のとおりと
する。 

（土地利用基準） 
第１２条 条例第２１条に規定する規則で定める土地利用基準は、別表第３のとおりとする。 
（事業者の承継） 
第１３条 開発事業を承継する者は、条例第２２条の規定により開発事業を一般承継する場合にあっ
ては開発事業承継届により届け出るものとし、同条の規定により開発事業を特定承継する場合にあ
っては開発事業特定承継承認申請書により申請するものとする。 

（勧告等の形式） 
第１４条 条例第２５条の規定による勧告、条例第２６条の規定による命令又は条例第２７条第２項
の規定による通知は、それぞれ文書により行うものとする。 

２ 条例第２７条第１項に規定する公表は、掲示場への掲示、閲覧及びインターネットを利用する方
法により行うとともに、必要に応じ、その他適当な方法により行うものとする。 

（様式） 
第１５条 条例及びこの規則の規定により使用する様式の名称は、別表第４に掲げるとおりとする。

ただし、都計法第３２条による協議が必要な開発行為において提出する書類の様式のうち、都市計
画法施行規則及び三郷市都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則（昭和６０年規則第５
号）に規定されている様式は、当該規定の例による。 

２ 前項の規定にかかわらず、法令に規定する様式の内容が、条例に規定する様式の内容以上のもの
であると市長が認めるときは、当該法令に規定する様式を使用することができる。 

（その他） 
第１６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、平成２３年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
 （経過措置） 
２ この規則施行の際現に提出済の開発行為等事前協議申請書に係る開発行為等の基準等については、
なお従前の例による。 

   附 則（平成２５年７月２４日規則第４８号） 
 この規則は、公布の日から施行する。 
   附 則（平成２９年３月２４日規則第１４号） 
 （施行期日） 
１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この規則による改正後の三郷市開発事業等の手続等に関する条例施行規則の規定は、この規則の
施行の日以後になされた開発事業等の申請等について適用し、同日前になされた開発事業等の申請
等については、なお従前の例による。 

附 則（平成３１年３月２５日規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の三郷市開発事業等の手続等に関する条例施行規則の規定は、この規則の

施行の日以後になされた開発事業等の申請等について適用し、同日前になされた開発事業等の申請

等については、なお従前の例による。 
 

 
 

別表第１―別表第９（省略）
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