
  運用基準 1世帯分離住宅 

第 362 回 開発審査会承認 

令和４年７月 11 日施行 

 

運用基準 １ 世帯分離住宅【包括承認基準、個別付議基準】 

 

 市街化調整区域において現に生活の本拠を有する世帯（以下、「分離前世帯」という。）から、世帯

を分ける場合に必要となる住宅（以下「世帯分離住宅」という。）に係る開発行為については、申請

の内容が次に掲げる全ての要件に該当するものであること。 

 

【包括承認基準】 

１ 次のいずれかの要件を満たすこと。 

(1) 申請に係る土地が、申請者又は申請者の親族が１０年以上保有（借地権を含む。）していた土地

で、引続いて申請者又は申請者の親族が保有していること。（線引き後に農業振興地域の整備に関

する法律（昭和４４年法律第５８号）に規定する農業振興地域内にある土地の交換分合により取得

した土地を含む。） 

  また、申請者以外が所有している土地にあっては、土地所有者の同意が確認できること。 

 (2) 分離前世帯が市街化調整区域内に１０年以上にわたって生活の本拠を有しており、申請に係る

土地が次のすべての要件を満たすこと。 

1) 申請者が現に所有する土地又は取得することが売買契約書等により確認できる土地 

2) 次のいずれかの土地であること。 

①人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例（平成８年条例第 10号）。以下、「共生ゾーン

条例」という。）第８条第３項に規定する集落居住区域内に存する土地であること。 

②共生ゾーン条例第６条に規定する人と自然との共生ゾーン整備基本方針に合致している土地

であり、農地でないこと。 

２ 申請者が、分離前世帯の親族であり、分離前世帯に同居したことがあること。 

３ 独立して世帯を構成する合理的事情があること。 

４ 勤務地等からの距離が適当であること。 

５ 世帯分離住宅としてふさわしい規模、構造、設計等のものであること。 

６ 申請に係る土地が、原則として分離前世帯が存する集落又はその周辺の地域にあること。 

 

【個別付議基準】 

 包括承認基準の２のうち、申請者が分離前世帯と同居したことがない場合は、当該地域に世帯分離住

宅が必要と認められる合理的事情があること。 



  運用基準 2既存集落自己用住宅 

第 362 回 開発審査会承認 

令和４年７月 11 日施行 

 

運用基準 ２ 既存集落における自己用住宅【個別付議基準】 

 

既存集落における自己用住宅に係る開発行為については、申請の内容が次に掲げる全ての要件に該当

するものであること。 

１ 申請に係る土地が、自然的社会的条件に照らして独立して一体的な日常生活圏を構成していると認

められる集落であり、次のいずれかの要件を満たした区域内にあること。 

(1) 35 以上の建築物が連たんしている区域 

(2) 人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例（平成８年条例第 10 号。以下、「共生ゾーン条

例」という。）第８条第３項に規定する集落居住区域 

(3) (1)または(2)に準じると認められる区域 

 

２ 申請に係る土地が次のいずれかの土地であること。 

(1) 申請者又は申請者の親族が１０年以上保有（借地権を含む）している土地（農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）に規定する農業振興地域内にある土地の交換分合によ

り取得した土地を含む。） 

  また、申請者以外が所有している土地にあっては、土地所有者の同意が確認できること。 

(2) 移住者用住宅として、共生ゾーン条例第６条に規定する人と自然との共生ゾーン整備基本方針

に合致している土地 

 

３ 予定の建築物が自己の居住の用に供する１戸の専用住宅であり、これにふさわしい規模、構造、設

計等のものであること。 

 

 



運用基準 3広野ゴルフ団地 

第 362 回開発審査会承認 

令和４年７月 11 日施行 

 

運用基準 ３ （通称）広野ゴルフ団地における自己用住宅【包括承認基準】 

 

（通称）広野ゴルフ団地内における自己用住宅に係る開発行為については、申請の内容が次に掲げる

全ての要件に該当するものであること。 

１ 申請地が別図に示す（通称）広野ゴルフ団地内にあること。 

２ 申請者が所有している土地又は取得することが売買契約書等により確認できる土地であること。 

３ 敷地面積が２００㎡以上あること。ただし、平成１０年１月１日前に分筆された土地である場合は、

この限りでない。 

４ 予定の建築物が自己の居住の用に供する１戸の専用住宅であり、これにふさわしい規模、構造、設

計等のものであること。 

５ 敷地内の既存擁壁の構造や安全性をあらかじめ確認し、必要に応じて補修等を行うこと。 

６ 敷地の地盤高さは原則変更しないこと。ただし、駐車場確保などやむを得ず変更する場合で、隣接

擁壁の安全性に支障がないことが確認できる場合はこの限りでない。 

 

 

 



運用基準 4建替 

第 362 回開発審査会承認 

令和４年７月 11 日施行 

 

運用基準 ４ 既存建築物の建替等【個別付議基準、包括承認基準】 

 

【許可を要しない建築行為（改築又は増築）】 

 既存建築物の改築又は増築を行う場合で、次の全ての要件に該当するものに限り、法第４３条第１項の

許可を要しない改築又は増築として取り扱う。その他は、法第４３条第１項の許可を要する新築とみなす。 

１ 従前の建築物の敷地の範囲内で行われるものであること。 

２ 予定の建築物が従前と同一の用途又は不可分なものであること。 

３ 改築又は増築後の建築物の床面積の合計が、従前の１．５倍以下であること。ただし、自己の居住の

用に供する建築物の場合であって、従前の建築物が著しく過密、狭小その他の特別の事情がある場合は、

従前の２倍以下（１５０㎡に満たない場合は１５０㎡以下）であること。 

４ 予定建築物の構造・設備等が従前とほぼ同一であること。 

なお、予定建築物の構造が、木造又は鉄骨造その他これらに類するものは、従前の建築物とほぼ同一

の構造として取り扱う。 

 

【許可を要しない開発行為】 

 改築であって、許可を要しない建築行為の１、２及び４に該当し、改築後の建築物の床面積の合計が従

前の１．５倍以下であるもの。（用途変更のない改築を目的とする開発行為は、法の規定により開発許可

不要。） 

ただし、自己の業務用又は非自己用建築物の敷地で、明らかに従前敷地の一部が造成を行なわなければ

利用できない状態と認められる場合はこの限りでない。 

（造成とは、「開発許可申請の手引き」に定義する土地の形の変更に該当する行為をいう。） 

 

【包括承認基準】 

既存建築物の改築又は増築を行う場合で、次の全ての要件を具備するものは、あらかじめ開発審査会の

議を経たものとして取り扱うものとする。 

１ 従前の建築物の敷地の範囲内で行われるものであること。 

２ 予定の建築物が従前と同一の用途又は不可分なものであること。 

３ 改築又は増築後の建築物の床面積の合計が、従前の１．５倍以下であること。ただし、自己の居住の

用に供する建築物の場合であって、従前の建築物が著しく過密、狭小その他の特別の事情がある場合は、

従前の２倍以下（１５０㎡に満たない場合は１５０㎡以下）であること。 

４ 構造のみが強固なものへ変更されるものであること。 

【個別付議基準】 

包括承認基準の１及び２にのみ該当する場合は、次の全ての要件に該当するものであること。 

１ 規模が著しく異なる改築又は増築 

  次の全ての要件を満たすこと。 

(1) 自己の居住の用に供する建築物であること。 

(2) 真にやむを得ない事情を有すること。 

(3) 必要最小限度の規模であること。 

２ 構造・設備が著しく異なる改築又は増築 

予定建築物の構造・設備が著しく強固又は過大となる場合、公共施設への支障がないこと。 



運用基準４ （ 別紙）

区 分 分 類 施設（ 例示）

住宅Ａ 戸建住宅

住宅Ｂ ⾧屋住宅

住宅Ｃ 共同住宅

併用住宅 住宅兼店舗， 住宅兼事務所

文教施設 幼稚園， 小中学校、 高等学校等

医療施設Ａ 診療所

医療施設Ｂ 助産所

医療施設Ｃ 病院

公共建物Ｂ 多数の者の利用に供する公共団体庁舎

宗教施設 神社， 寺院

物品販売店舗 飲食料品店， 薬局， 文房具店， 雑貨店等

日用品修理加工店舗 自動車・ 農機具修理店， かさ履物等修理店， 自転車店等

サービス店舗 理容・ 美容店， 鍼灸院， 公衆浴場， 学習塾， 農協事務所

飲食店舗 食堂、 レスト ラン、 喫茶店

事務所

歓楽施設Ａ マージャン屋， パチンコ店

歓楽施設Ｂ 劇場， 映画館

歓楽施設Ｃ 料亭， 酒場， ビヤホール

歓楽施設Ｄ キャバレー， ダンスホール

歓楽施設Ｅ 特殊浴場， 温泉， サウナ

宿泊施設Ａ ホテル， 旅館

宿泊施設Ｂ 福利厚生施設（ 企業の保養所） ， 簡易宿泊所

倉庫 有形の物品を保存・ 収納する施設（ 倉庫業法第2条に定めるものを含む。 ）

観光施設 展望台， 休憩所

研究所 研究所， 試験所

単独車庫

農林漁業施設 農林漁業施設Ｅ 農林水産物処理加工施設

鉱業施設 採石場， コンクリ ート プラント

火薬類製造所

工場

廃棄物処理施設Ｂ

廃棄物処理施設Ｃ

・ ・ ・ 原則とし て建築できません。

特殊都市施設 廃棄物処理施設， 廃棄物処理業の用に供する建築物

用途分類表

住宅

公益施設

商業施設等

鉱工業施設

・ 上記の分類表は、 一般的な用途を例示したものであり 、 市街化調整区域では、 建築できない用途も含みます。

・ 原則として、 「 分類」 の欄が変更となる場合は用途変更に該当しますが、 既存建築物建替時の建物の用途については、 過去の経緯、

現状の用途、 規模等により個別に判断します。



運用基準 23生野高原住宅団地 

 

第 362 回開発審査会承認 

令和４年７月 11 日施行 

 

運用基準 ２３ （通称）生野高原住宅団地における自己用住宅【包括承認基準】 

 

（通称）生野高原住宅団地内における自己用住宅に係る開発行為については、申請の内容が次に掲げ

る全ての要件に該当するものであること。 

１ 申請者が所有している土地又は取得することが売買契約書等により確認できる土地であること。 

２ 申請地は、（旧）住宅地造成事業に関する法律（昭和３９年法律第１６０号）第４条に基づき昭和

４４年６月１７日認可第４４－３号及び同年１２月２７日認可第４４－１２号による認可に係る生

野高原別荘地造成事業の１区画（別図に示す区画のことをいい、以下「認可区画」という。）か、又

は認可区画を統合した区画であること。 

３ 予定の建築物が自己の居住の用に供する１戸の専用住宅であり、これにふさわしい規模、構造、

設備等のものであること。 

４ 敷地内の既存擁壁の構造や安全性をあらかじめ確認し、必要に応じて補修等を行うこと。 

５ 敷地の地盤高さは原則変更しないこと。ただし、駐車場確保などやむを得ず変更する場合で、隣

接擁壁の安全性に支障がないことが確認できる場合はこの限りでない。 



運用基準 25既存建築物の用途変更 

第 362 回 開発審査会承認 

令和４年７月 11 日施行 

 

運用基準 25 既存建築物の用途変更【個別付議基準】 

 

 

 既存建築物を同一敷地内で用途変更、又は用途変更して既存建築物の建替を行おうとする場合は、申

請の内容が次に掲げる全ての要件に該当するものであること。 

 

１ 申請に係る土地が、人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例（平成８年条例第 10 号）第７

条に規定する人と自然との共生ゾーンに指定された区域であること。 

 

２ 申請に係る土地が、自然的社会的条件に照らして独立して一体的な日常生活圏を構成していると認

められる集落であり、次のいずれかの要件を満たした区域内にあること。 

(1) 35 以上の建築物が連たんしている区域 

(2)  人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例（平成８年条例第 10 号。以下、「共生ゾーン条

例」という。）第８条第３項に規定する集落居住区域 

(3) (1)または(2)に準じると認められる区域 

 

３ 既存建築物が、次の全ての要件に該当すること。 

(1) 建築後 10年以上適法に使用（未使用期間を含む）された現に存在する建築物で、農業用施設（倉

庫・畜舎等）を除く。なお、属人的に許可を得た建築物については、運用基準 22 使用者制限の解

除の要件を満足すること。 

(2) 敷地面積は、原則 500 ㎡以下であること。ただし、既存の住宅敷地内に不可分な建築物として

用途変更する場合のほか特段の事情がある場合は、この限りでない。 

(3) 延床面積は、200 ㎡以下とし、２階建て以下とする。 

(4) 構造・設備等の適合確認や、必要な補強工事等について、申請者の責任で行うこと。 

 

４ 変更する用途は、（別表）用途分類表の対象施設に該当し、かつ自己の居住用又は自己の業務用に

供するものであること。 

なお、本基準に合致しない施設であっても、その他の審査基準及び運用基準を満足する施設への用

途変更は可能である。 

 

５ 次の全ての要件に該当している計画であることが、公的・客観的書類等により確認できること。 

(1) 道路、上下水道の新たな整備が不要であること。（建築基準法第 42 条第 2 項道路に接する敷地

の道路後退、合併浄化槽の設置、上下水道の接続工事は除く） 

(2) 申請地周辺における交通の機能を阻害し交通の安全に支障をきたさないこと。 

(3) 施設の規模及び内容に応じて適切な規模の駐車場を確保していること。 

(4) 申請地周辺の生活環境に影響を及ぼさない騒音・振動等に十分配慮した施設であること。 

(5) 申請地周辺の農村環境及び景観と調和のとれた規模、設計、構造及び外観であること。 

 

 

 



運用基準25（ 別紙）

区 分 分 類 施設（ 例示）
運用基準25

対象施設

住宅Ａ 戸建住宅 〇

住宅Ｂ ⾧屋住宅

住宅Ｃ 共同住宅

併用住宅 住宅兼店舗， 住宅兼事務所 〇

文教施設 幼稚園， 小中学校、 高等学校等 〇

社会福祉施設 老人福祉センター， 障害者支援施設等 〇

医療施設Ａ 診療所 〇

医療施設Ｂ 助産所 〇

医療施設Ｃ 病院 〇

公共建物Ｂ 多数の者の利用に供する公共団体庁舎 〇

宗教施設 神社， 寺院 〇

物品販売店舗 飲食料品店， 薬局， 文房具店， 雑貨店等 〇

日用品修理加工店舗 自動車・ 農機具修理店， かさ履物等修理店， 自転車店等 〇

サービス店舗 理容・ 美容店， 鍼灸院， 公衆浴場， 学習塾， 農協事務所 〇

飲食店舗 食堂、 レスト ラン、 喫茶店 〇

事務所 〇

歓楽施設Ａ マージャン屋， パチンコ店

歓楽施設Ｂ 劇場， 映画館

歓楽施設Ｃ 料亭， 酒場， ビヤホール

歓楽施設Ｄ キャバレー， ダンスホール

歓楽施設Ｅ 特殊浴場， 温泉， サウナ

宿泊施設Ａ ホテル， 旅館

宿泊施設Ｂ 福利厚生施設（ 企業の保養所） ， 簡易宿泊所

倉庫 有形の物品を保存・ 収納する施設（ 倉庫業法第2条に定めるものを含む。 ） 〇

観光施設 展望台， 休憩所 〇

研究所 研究所， 試験所 〇

単独車庫

農林漁業施設 農林漁業施設Ｅ 農林水産物処理加工施設 〇

鉱業施設 採石場， コンクリート プラント

火薬類製造所

工場

廃棄物処理施設Ｂ

廃棄物処理施設Ｃ

特殊都市施設 廃棄物処理施設， 廃棄物処理業の用に供する建築物

（ 別紙） 用途分類表

住宅

公益施設

商業施設等

鉱工業施設



運用基準 26既存集落における小規模店舗等 
 

第 362 回 開発審査会承認 

令和４年７月 11 日施行 

 

運用基準 26 既存集落における小規模店舗等【個別付議基準】 

 

既存集落における小規模店舗等に係る開発行為については、申請の内容が次に掲げる全ての要件に該

当するものであること。 

 

１ 申請に係る土地が、人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例（平成８年条例第 10 号）第７

条に規定する人と自然との共生ゾーンに指定された区域であること。 

 

２ 申請に係る土地が、自然的社会的条件に照らして独立して一体的な日常生活圏を構成していると認

められる集落であり、次のいずれかの要件を満たした区域内にあること。 

(1) 35 以上の建築物が連たんしている区域 

(2)  人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例（平成８年条例第 10 号。以下、「共生ゾーン

条例」という。）第８条第３項に規定する集落居住区域 

(3) (1)または(2)に準じると認められる区域 

 

３ 申請に係る土地が、申請者又は申請者の親族が所有しており、農地でないこと。なお、申請者の親

族が所有している土地にあっては、親族の同意が確認できること。 

 

４ 申請者が、申請地の集落又はその周辺の集落に、居住している又は居住することが確実であること。 

 

５ 予定の建築物が、次の全ての要件に該当すること。 

(1) 敷地面積は、原則 500 ㎡以下であること。ただし、残地の利用ができない等の特段の事情があ

る場合は、この限りでない。 

(2) 延床面積は、200 ㎡以下とし、２階建て以下とする。 

(3) 用途は、（別表）用途分類表の対象施設に該当し、かつ自己の業務用に供するものであること。 

 

６ 次の全ての要件に該当している計画であることが、公的・客観的書類等により確認できること。 

(1) 道路、上下水道の新たな整備が不要であること。（建築基準法第 42 条第 2 項道路に接する敷地

の道路後退、合併浄化槽の設置、上下水道の接続工事は除く） 

 (2) 申請地周辺における交通の機能を阻害し交通の安全に支障をきたさないこと。 

(3) 施設の規模及び内容に応じて適切な規模の駐車場を確保していること。 

(4) 申請地周辺の生活環境に影響を及ぼさない騒音・振動等に十分配慮した施設であること。 

(5) 申請地周辺の農村環境及び景観と調和のとれた規模、設計、構造及び外観であること。 

 

 

 

 

 



運用基準26（ 別紙）

区 分 分 類 施設（ 例示）
運用基準26

対象施設

住宅Ａ 戸建住宅

住宅Ｂ ⾧屋住宅

住宅Ｃ 共同住宅

併用住宅 住宅兼店舗， 住宅兼事務所 〇

文教施設 幼稚園， 小中学校、 高等学校等 〇

社会福祉施設 老人福祉センター， 障害者支援施設等 〇

医療施設Ａ 診療所 〇

医療施設Ｂ 助産所 〇

医療施設Ｃ 病院 〇

公共建物Ｂ 多数の者の利用に供する公共団体庁舎 〇

宗教施設 神社， 寺院 〇

物品販売店舗 飲食料品店， 薬局， 文房具店， 雑貨店等 〇

日用品修理加工店舗 自動車・ 農機具修理店， かさ履物等修理店， 自転車店等 〇

サービス店舗 理容・ 美容店， 鍼灸院， 公衆浴場， 学習塾， 農協事務所 〇

飲食店舗 食堂、 レスト ラン、 喫茶店 〇

事務所 〇

歓楽施設Ａ マージャン屋， パチンコ店

歓楽施設Ｂ 劇場， 映画館

歓楽施設Ｃ 料亭， 酒場， ビヤホール

歓楽施設Ｄ キャバレー， ダンスホール

歓楽施設Ｅ 特殊浴場， 温泉， サウナ

宿泊施設Ａ ホテル， 旅館

宿泊施設Ｂ 福利厚生施設（ 企業の保養所） ， 簡易宿泊所

倉庫 有形の物品を保存・ 収納する施設（ 倉庫業法第2条に定めるものを含む。 ） 〇

観光施設 展望台， 休憩所 〇

研究所 研究所， 試験所 〇

単独車庫

農林漁業施設 農林漁業施設Ｅ 農林水産物処理加工施設 〇

鉱業施設 採石場， コンクリート プラント

火薬類製造所

工場

廃棄物処理施設Ｂ

廃棄物処理施設Ｃ

特殊都市施設 廃棄物処理施設， 廃棄物処理業の用に供する建築物

（ 別紙） 用途分類表

住宅

公益施設

商業施設等

鉱工業施設


