
土浦市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例（案） 

 

 
【解説・考え方】 
根拠法令を示しています。 
  ・都市計画法第３３条第４項は、開発許可基準の１つで、条例で開発区域内の建築物の敷地面積

の最低限度を定められることを規定しています。 
  ・都市計画法第３４条第８号の３及び同条第８号の４は、平成１２年の法改正により新たに追加

された市街化調整区域の開発許可基準です。 
・都市計画法施行令第３１条ただし書は、市街化調整区域における一定面積以上の開発行為で、

都市計画区域の計画的市街化を図る上で支障がないと認められるものは許可しうることを規

定した都市計画法第３４条第１０号イについて、条例で開発区域の面積を別に定めることがで

きることを規定しています。 
・都市計画法施行令第３６条第１項第３号ハは、開発許可を受けた土地以外の土地における建築

等の許可をする場合の基準の１つで、条例で区域、目的等を定め許可しうることを規定してい

ます。 
 

（定義） 

第 2 条 この条例における用語の意義は，法に定めるもののほか，次に掲げるとおりとする。 

（１）既存集落 市街化調整区域において自然的社会的条件から一体的な日常生活圏を構成してい

ると認められる地域であって，建築物の敷地相互の間隔が 70 メートル未満で，40 戸以

上の住宅が連たんしているものをいう。 

（２）線引日 法第 7 条第 1 項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計

画が決定され，又は当該都市計画を変更して，市街化調整区域が拡張された日をいう。 

【解説・考え方】 
条例に用いる用語を定義しています。 
（１）建築物の敷地相互の間隔が７０ｍ未満で４０戸以上の住宅が連たんしているとは、建築物の集

積性を示すものです。この場合、他の市町村に建っている建築物や車庫、物置、簡易な資材置場な

どについては連たんの戸数に含めることはできません。 また、建築物の敷地相互の間隔とは、相

互の敷地端からの直線距離です。 
（２）本市では、昭和４６年３月１５日から市内を市街化区域と市街化調整区域に区分する「線引き」

を行っています。 
 

（趣旨） 

第1条 この条例は，都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第３３条 

第４項，第３４条第８号の３及び同条第８号の４並びに都市計画法施行令（昭和４４年政令 

第１５８号。以下「令」という。）第３１条ただし書及び令第３６条第 1 項第３号ハの規定 

に基づき，市街化調整区域における開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における 

建築等の許可の基準に関し，必要な事項を定めるものとする。 



（法第 33 条第４項の条例で定める建築物の敷地面積の最低限度） 

第 3 条 法３４条第８号の３に規定する開発行為を行う場合における建築物の敷地面積の最低限

度は，法第３３条第４項の規定に基づき，２５０平方メートルとする。ただし，市長が良好な

住居等の環境の形成又は保持のため支障がないと認める開発行為であって規則で定めるもの

の最低限度は，２００平方メートルとする。 

 
【解説・考え方】 
都市計画法第３４条第８号の３に規定する開発行為を行う場合の最低敷地面積を示しています。 

市街化調整区域の環境に配慮する観点から建築物の敷地は２５０㎡以上の面積が必要です。ただし、

規則で定めるところにより、自己用住宅に限っては敷地面積２００㎡以上でも建築できるものとしま

す。 
 

（法第 34 条第 8 号の３の条例で指定する土地の区域） 

第 4 条 法第 34 条第 8 号の３の規定に基づき条例で指定する土地の区域は，次の各号のいず

れにも該当するものとする。 

（１）本市の市街化区域から１キロメートルの範囲内にあること。 

（２）本市の市街化調整区域内に存する建築物の敷地相互の間隔が７０メートル未満で，  

４０戸以上の住宅が連たんしていること。 

（３）環境の保全上，災害の防止上，通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないものと

して，規則で定める道路に接していること。 

（４）建築物の敷地内の下水（下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第１項に規定する下

水をいう。以下同じ。）を既設の排水路その他の排水施設（以下「排水施設」という。）に適

切に排出できること。  

（５）水道法（昭和３２年法律第１７７号）第６条第１項の規定による認可を受けた水道事業の

給水区域であること。 

（６）令第 8 条第 1 項第 2 号ロからニまでに掲げる土地の区域として規則で定めるものを含ま

ないこと。 

２ 前項第２号の規定にかかわらず，本市の市街化区域に隣接し，当該市街化区域と一体的な日

常生活圏を有する地域にあっては，本市の市街化調整区域内において 20 戸以上の住宅が連た

んする場合に限り，当該市街化区域に存する住宅を連たんの戸数に含めることができる。 

 

【解説・考え方】 
（第 1 項）都市計画法第３４条第８号の３の規定による開発行為ができる土地の区域を示してお
り、（１）～（６）に掲げた全ての要件を満足していなければなりません。 
土地の区域については、都市計画法の趣旨により市街化区域に近接又は隣接し、市街化区域と

一体的な日常生活圏を構成する土地の区域で、建物がある程度連たんし、かつ既に相当程度公共

施設が整備されており、新たな公共投資がいらないと思われる土地の区域を文言で指定するもの

です。これは、新たな基盤整備（道路、排水施設など）を行わず、今現在ある既存の基盤を使っ

ての開発行為で若干の建築等がなされたとしても、市街化調整区域の市街化を促進することはな

く、市街化調整区域の性格を変えることにはならないとの考えに基づくものです。 
（１）市街化区域に隣接又は近接する要件を示しています。 
（２）建物の連たんの要件を示しています。 



（３）対象となる敷地の道路との接道要件を示しています。具体的には規則で定めますが、緊急車輌

の通行及び円滑な交通の確保を考慮し、幅員５ｍ以上で、かつ相当規模の道路と接続している道

路に接道することを要件とします。 ただし、自己用住宅の敷地に限っては、幅員４ｍ以上で、

かつ相当規模の道路と接続している道路に接道することを要件とします。 
（４）敷地から排出される下水の処理に関する要件を示しています。 
   公共下水道、都市下水路などが整備されており、敷地内の下水を適切に処理できることが必要

です。 
（５）水道事業の給水区域であることが必要です。 
（６）開発行為ができない土地の区域を示しています。具体的には規則で定めていますが、急傾斜地

崩壊危険区域や農用地区、保安林、風致地区がこれに該当します。 
（第２項）市街化区域に隣接する地域については、市街化調整区域内で２０戸以上の住宅が連たんし

ている場合に限り、隣接する市街化区域の住宅と一体的な連たんが認められます。 
   例えば、市街化調整区域内で２０戸の住宅が連たんしていて、これらが隣接する市街化区域内

の２０戸の住宅とも連たんしている場合は、連たんの戸数を４０戸とすることができます。 
 
 

（法第 34 条第 8 号の３の条例で定める予定建築物等の用途等） 

第 5 条 法第34 条第8 号の３の規定により環境の保全上支障があると認められるものとして条例

で定める予定建築物等の用途は，次の各号に掲げる建築物の用途以外のものとする。 

（１）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第２（い）項第 1 号に規定する建築物のう

ち、自己の住居の用に供する一戸建専用住宅（以下「自己用住宅」という。） 

（２）建築基準法別表第２（い）項第２号に規定する建築物のうち，自己の住居及び業務の用に

供する兼用住宅 

（３）建築基準法別表第２（い）項第３号に規定する建築物 

（４）建築基準法別表第２（ろ）項第２号に規定する建築物のうち，自己の業務の用に供するも

の 

（５）前各号に掲げる建築物に付属する建築物 

 ２ 前項各号に掲げる建築物の高さは，１０メートル以下とする。 

【解説・考え方】 
（第１項）都市計画法第３４条第８号の３の規定に基づき開発行為を行う場合に、建築できる建築物

の用途を定めています。市街化調整区域の積極的な宅地開発を誘導する目的ではないため、以下の

建築物に限って認めることにします。 
（１）自己の居住の用に供する一戸建専用住宅 
（２）自己の居住及び業務の用に供する兼用住宅（居住部分が延べ面積の１／２以上、かつ業務の用

に供する部分の床面積が５０㎡を超えないもの。） 

（３）共同住宅、寄宿舎、下宿 
（４）自己の業務の用に供する店舗、飲食店（営業部分の床面積が１５０㎡以内のもの。） 

（５）上記の建築物に付属する建築物（車庫、物置等） 
（第２項）市街化調整区域の環境に配慮する観点から、建てられる建築物の高さは１０ｍ以下としま

す。 
 



（法第 34 条第 8 号の４の条例で定める開発行為） 

第６条 法第 34 条第８号の４に規定する開発行為は，次の各号のいずれかに該当する開発行為と

する。 

(1) 既存集落内において，法第 34 条第8 号の４の条例で定める開発行為の許可申請をする者（以

下「申請者」という。）が自己用住宅の建築を目的とする開発行為であって，規則で定める要件

に該当するもの。 

(２) 線引日前から集落形態を有し，農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）

第 8 条第 2 項第 1 号に規定する農用地区域に囲まれている等市街化が無秩序に拡大するおそ

れがない独立した集落内において，自己用住宅の建築を目的とする開発行為であって，規則で

定める要件に該当するもの。 

(３) 線引日に既に存する一戸建専用住宅又は線引日後に法第29 条第1 項に規定する開発許可若

しくは法第 43 条第 1 項に規定する建築許可を受けて建築した一戸建専用住宅の存する土地

又は当該土地の隣接地に存する土地において，現に又は過去に当該住宅の世帯主と住居及び生

計を一にしている親族（民法（明治３１年法律第 9 号）第 725 条に規定する親族をいう。）

が別世帯の構成に伴い，新たに必要とする自己用住宅の建築を目的とする開発行為であって，

規則で定める要件に該当するもの。 

(4) 線引日に既に存する自己用住宅又は線引日以降に法第29 条第1 項に規定する開発許可若し

くは法第43 条第1 項に規定する建築許可を受けて建築した自己用住宅の敷地の拡張を目的と

する開発行為であって，規則で定める要件に該当するもの。 

(５) 建築基準法第 2 条第 32 号に規定する特定行政庁から，線引日前に同法第 42 条第 1 項第

5 号の規定に基づく道路の位置の指定を受けた造成区域における一戸建専用住宅の建築を目的

とする開発行為であって，規則で定める要件に該当するもの。 

(6) 土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）第３条各号に規定する収用対象事業又はその他の

法律で土地を収用することができる事業の施行により，当該施行地域内の建築物又は法第 4 条

第 11 号に規定する第１種特定工作物を移転又は除却する必要がある場合に，当該建築物等と

同一用途の建築物等の建築を目的とする開発行為であって，規則で定める要件に該当するもの。 

【解説・考え方】 
都市計画法第３４条第８号の４の規定基づき、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれが

ないと認められ、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為

として、条例で定める開発行為を示しています。 

現在運用している茨城県開発審査会付議基準の包括承認基準は、市街化調整区域で行う開発行為等

のうち、知事が許可して差し支えない定型的、類似的なものをあらかじめ定めたもので、次に掲げる

１３の開発行為の取扱いについて定められております。 このうちアンダーラインで示した６つの開

発行為の取扱いが今回条例化するものです。 なお、これ以外の包括承認基準に定められた開発行為

については、今回条例化はしませんが、今までどおり運用されるものです。 
また、今回条例化する開発行為についても、基準の内容等については、今までどおりで変更はあり

ません。 
 
 
 



茨城県開発審査会付議基準に基づき定められた包括承認基準（平成１７年１０月現在） 

包括承認基準１  既存集落内の自己用住宅の取扱いについて→（本条例第６条第１号に規定） 

包括承認基準２  指定既存集落内の自己用住宅の取扱いについて 

包括承認基準３  都市計画法第３４条第９号の権利の届出忘れの取扱いについて 

包括承認基準４  収用対象事業の施行により市街化調整区域内に移転する場合の取扱イについて 

→（本条例第６条第６号に規定） 

包括承認基準５  既設団地の取扱いについて 

包括承認基準６  世帯分離のための自己用住宅の取扱いについて→（本条例第６条第３号に規定） 

包括承認基準７  一身専属的許可を受けて建築した住宅の譲渡及び増改築等の取扱いについて 

包括承認基準８  既存宅地における非自己用建築物の取扱いについて 

包括承認基準９  臨時特定既存宅地における建築行為等の許可の取扱いについて 

包括承認基準10  小規模既存集落内の自己用住宅の取扱いについて→（本条例第６条第２号に規定） 

包括承認基準 11  道路の位置の指定を受けた造成区域内における住宅等の取扱いについて→（本条

例第６条第５号に規定） 

包括承認基準 12  既存建築物の建替等に係る自己用住宅の取扱いについて→（本条例第６条第４号

に規定） 

包括承認基準13  自動車解体業の施設の取扱いについて 

 
 

（令第３１条ただし書の条例で定める開発区域の面積） 

第７条 令第 31 条ただし書に規定する条例で定める面積は，主として次に掲げる施設の建築又は

建設の用に供する目的で行なう開発行為について，５ヘクタールとする。 

（１）研究開発施設 

（２）教育施設（学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による学校（大学，専修学校及び各種学

校を除く。）を除く。） 

（３）研修施設 

（４）流通業務施設 

（５）工場施設 

【解説・考え方】 
平成１６年４月１日に施行された、「土浦市都市計画法の規定による開発行為の許可の基準に関す

る条例」をそのまま引用したものです。また、これに伴い、同条例は廃止することになります。   
都市計画法 34 条第 10 号イの規定は、市街化調整区域内の一定規模以上の開発行為で計画的な市
街化を図る上で支障が無いものについて許可しうるものとしたものです。 
この開発区域の面積は、都市計画法施行令第３１条で定められていますが、都市計画区域の人口、

産業、土地利用形態等の実態に照らし、これによることが不適当と認められるときは、条例で別に定

めることができるとされています。 
本市では上の（１）から（５）に掲げる施設の建設を目的として行う開発行為について、５ｈａと

定めています。 
 
 
 
 



（令第３６条第 1 項第３号ハの条例で定める建築行為） 

第８条 令第３６条第１項第３号ハの規定に基づき条例で定める建築物は，第６条各号に規定する

開発行為に係る予定建築物の要件に該当する建築物とする。 

 
【解説・考え方】 
市街化調整区域のうち開発許可を受けた土地以外の土地における建築等について、許可しうる建築

物を定めたものです。 
法の趣旨により、建築物等の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内に

おいて行うことが困難又は著しく不適当と認められるものとして第６条各号に規定する開発行為に

係る予定建築物の要件に該当する建築物とします。 
 
 
（委任） 

第９条 この条例に関し必要な事項は，市規則で定める。 

 

【解説・考え方】 
 この条例に関することで、必要なことは市規則で定めることを示しています。 
 


