
現行
R3.4.1版

改訂後
R4.4.1版

全般 全般 ■日付 ■「令和３年４月１日」を「令和４年４月１日」に改める。

前書き 前書き ■「１　経緯」 ■「･･･令和２年６月１０日に公布された改正都市計画法（令和４年４月施行予定）は反映されていません。」を「･･･令和４年４月１日から施行される『都市再生
特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）』に係る開発許可制度の情報を反映しています。」に改める。

目次 目次 ■ページ ■ページ番号を確認し、必要に応じて改める。

目次 目次 ■「７　危険物の貯蔵又は処理に供する施設（第8号）」の
次の行

■「８　災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例（法第34条第8号の2）」と追記する。
※以降番号ズレが生じる（本文も同様）

4 4 ■「４　特定工作物の建設」 ■都市計画法施行令第１条第３号を最新の条文に修正する。

5 5 ■「（２）第一種特定工作物」 ■「建築基準法別表第二（り）」を「建築基準法別表第二（ぬ）」に、「建築基準法別表第二（ぬ）」を「建築基準法別表第二（る）」に改める。

9 10 ■「８　制度の沿革（参考）」 ■「令和4年（2022年）4月1日：都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和2年法律43号）施行」の情報を追記する。

13 15 ■「１　開発行為の許可」 ■都市計画法施行令第２１条第１４号を最新の条文に修正する。

26 28 ■「表－１　開発許可基準の適用区分」 ■「建築物、自己業務用」「第１種特定工作物、自己用」「第２種特定工作物、自己用」の「８　災害危険区域等の除外」にある「×」を「○」に改める。

27 29 ■「３　用途地域等の適合」 ■都市計画法第３３条第１項第１号イを最新の条文に修正する。

33 35 ■「２号ただし書き道路（単体開発の接続道路）の基準」 ■１．中「･･･かつ、２号･･･」を「･･･かつ、２．･･･」に改める。
■２．中「･･･以下の場合は･･･」を「･･･以下のいずれかに該当する場合は･･･」に改める。

35 37 ■「４号括弧書き道路（既存道路）の基準」 ■１．中「･･･かつ、２号･･･」を「･･･かつ、２．･･･」に改める。
■２．中「･･･以下の場合は･･･」を「･･･以下のいずれかに該当する場合は･･･」に改める。
■※中「道路の一部が狭小･･･」を「主な既存道路の一部が狭小･･･」に、「･･･９割以上でその延長が３５ｍ以下であるとき、又は、交通量が分散できる交差点か
ら先の道路が規定幅員の９割以上の幅員があるときは･･･」を「･･･９割以上かつその延長が３５ｍ以下である場合、又は交通量が分散できる交差点から先の道路が
規定幅員の９割以上の幅員がある場合は･･･」に改める。

56 58 ■「３　浸透施設の基準等」 ■（３）中「浸透施設は、浸透面積は･･･」を「浸透施設の浸透面は、･･･」に改める。

65 67 ■「１３　災害危険区域等の除外」 ■都市計画法第３３条第１項第８号、都市計画法施行令第２３条の２を最新の条文に修正する。
■解説欄中「･･･非自己用の開発行為･･･」を「･･･自己業務用及び非自己用の開発行為･･･」に改める。

－
（新規）

83 ■「７　危険物の貯蔵又は処理に供する施設（第8号）」の
次の行

■「７　危険物の貯蔵又は処理に供する施設（第8号）」の次の行に「８　災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例（法第34条第8号の
2）」を設ける。
■都市計画法第３４条第８号の２、都市計画法施行令第２９条の７の条文及び解説を新たに設ける。82 84 ■「８　市街化区域内において建築し、又は建設することが

困難又は不適当な施設」
■「令第二十九条の七」を「令第二十九条の八」に改める。

84 86 ■「９　地区計画又は集落地区計画の区域内での適合する建
築物等の開発行為」

■解説欄中に「（板倉町）中央地区地区計画」「（邑楽町）邑楽南地区地区計画」「（千代田町）新福寺地区地区計画」の情報を掲載する。

85～86 87～88 ■「１０　条例で指定した市街化区域に近隣接する地域内の
開発行為」

■都市計画法第３４条第１１号、都市計画法施行令第２９条の９（旧２９条の８）を最新の条文に修正する。
■解説欄中に「なお、条例で指定する土地の区域には令第29条の9各号に掲げられた区域を原則として含まないことが規定され、令和４年４月１日から施行されま
した。（『都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和2年法律第43号）』に係る開発許可制度の施行より）」と加える。

86 88 ■「１１　市街化促進のおそれがない等と認められるとして
条例で定めた開発行為」

■都市計画法第３４条第１２号、都市計画法施行令第２９条の１０（旧２９条の９）を最新の条文に修正する。
■解説欄を改正都市計画法の運用に係る事項を明示。

－
（新規）

89 ■「１１　市街化促進のおそれがない等と認められるとして
条例で定めた開発行為」解説欄の次

■令第29条の9第6号に係る群馬県の対応状況（手続きの要否等の確認）用のフロー図を設ける。

86～87 90～91 ■「１１－１　分家住宅」 ■群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第３条第１号を最新の条文に修正すると共に、群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条
例施行規則第８条の２を新たに設ける。
■条文の次に群馬県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第8条の2第2項ただし書に規定する知事が指定する土地の区域の情報を掲載する。

88 92 ■「●分家住宅（条例第3条第1号）許可基準概要」 ■「１ 予定建築物」の前に「１ 申請地が属する区域」を新たに設ける。（以降番号ズレ）

89～90 93～94 ■「１１－２　既存宅地内建物［第二種低層住居専用地域内
可能建物］」

■群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第３条第２号を最新の条文に修正すると共に、群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条
例施行規則第８条の２を新たに設ける。
■条文の次に群馬県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第8条の2第2項ただし書に規定する知事が指定する土地の区域の情報を掲載する。

90 95 ■「●既存宅地内建物［第二種低層住居専用地域内可能建
物］（条例第3条第2号）許可基準概要」

■「１ 申請地」の前に「１ 申請地が属する区域」を新たに設ける。（以降番号ズレ）

93～94 98～99 ■「１１－５　指定集落内建物［住宅］」 ■群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第３条第５号を最新の条文に修正すると共に、群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条
例施行規則第８条の２を新たに設ける。
■条文の次に群馬県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第8条の2第2項ただし書に規定する知事が指定する土地の区域の情報を掲載する。

94 100 ■「●指定集落内建物［住宅］（条例第3条第5号）許可基準
概要」

■「１ 申請地」の前に「１ 申請地が属する区域」を新たに設ける。（以降番号ズレ）

101 107 ■「群馬県開発審査会提案基準」 ■「基準２０　農産物直売所」の下に「基準２１　浸水等対策建物」を加える。

104 110 ■「基準４　指定集落内建物」 ■【法改正関連情報掲載（改訂案は法改正意見交換会等で提示済）】

106 112 ■「基準６－１　特定流通業務施設」 ■２中「物流総合効率化法第4条第8項･･･」を「物流総合効率化法第4条第10項･･･」に改める。

113～114 119～120 ■「基準１６－２　有料老人ホームⅡ」 ■【法改正関連情報掲載（改訂案は法改正意見交換会等で提示済）】

116 122 ■「基準９９　その他」の前 ■【法改正関連情報掲載（新設案（「基準２１　浸水等対策建物」）は法改正意見交換会等で提示済）】

117 123 ■「施行期日」 ■【法改正関連情報掲載（改訂案は法改正意見交換会等で提示済）】

118 124 ■「大規模指定既存集落等の指定基準」 ■「･･･及び群馬県開発審査会提案基準４の･･･」を「･･･、群馬県開発審査会提案基準４及び１６－２の･･･」に改める。

119 126 ■「指定基準１　大規模指定既存集落及び当該指定集落の存
する中学校区内」

■表中「邑楽町　長柄地区」の情報を削除（斜線表示）する。

頁数

修正箇所 修正内容
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現行
R3.4.1版

改訂後
R4.4.1版

頁数

修正箇所 修正内容

『開発許可制度の手引【令和４年４月１日改訂版】』修正箇所一覧

124 130 ■「１　許可の基準」 ■都市計画法施行令第３６条第１項第3号ハを最新の条文に修正する。

140 146 ■「審査会提案基準４」 ■図書の名称、説明（添付書類等）の欄に「３　土地利用計画図、各階平面図、立面図に、ベンチマークの位置と高さ（「土地利用計画図」のみ）、想定浸水深、
居室床高さ（想定浸水深以上の高さであること）を明示」を加える。

140 146 ■「審査会提案基準６」 ■「審査会提案基準6-1　特定流通業務施設」「審査会提案基準6-2　大規模流通業務施設」に分けて掲載する。

141 147 ■「審査会提案基準１６－２」 ■図書の名称、説明（添付書類等）の欄に「４　土地利用計画図、各階平面図、立面図に、ベンチマークの位置と高さ（「土地利用計画図」のみ）、想定浸水深、
居室床高さ（想定浸水深以上の高さであること）を明示」を加える。

141 147 ■「審査会提案基準２１」 ■「審査会提案基準２１　浸水等対策建物」を新たに加える
■図書の名称、説明（添付書類等）の欄に「１　条例第３条第１号、条例第３条第２号、条例第３条第５号に準じた図書」「２　土地利用計画図、各階平面図、立
面図に、ベンチマークの位置と高さ（「土地利用計画図」のみ）、想定浸水深、居室床高さ（想定浸水深以上の高さであること）を明示」を加える。

142 148 ■「表２　設計図」 ■表タイトル中「･･･設計者記名押印又は署名」を「･･･設計者記名又は署名」に改める。

143 149 ■「表２　設計図」 ■表中「排水施設構造図」の備考欄に「・浄化槽を用いる場合、人槽及び流量が建築部局と協議済であれば、認定書の添付は省略可能。（その場合「人槽及び流量
は建築部局と協議済み」であることを『排水施設計画平面図』へ記載すること）」と加える。

148 154 ■「３　公共施設の管理者の同意、協議」 ■都市計画法施行令第２３条第３号を最新の条文に修正する。

154 160 ■「（１）建築又は建設の制限」 ■本文中「･･･建築物を建築し、又は特定工作物を原則として禁止し･･･」を「･･･建築物の建築又は特定工作物の建設を原則として禁止し･･･」に改める。

185 191 ■「開発許可制度質疑応答集」日付 ■「令和３年４月」を「令和４年４月」に改める。

186 192 ■「開発許可制度質疑応答集」 ■（Ⅲ　改正年月日）「二 令和３年４月１日追加・改正」の後に「ヌ 令和４年４月１日追加」を加える。

187～191 193～197 ■開発許可制度質疑応答集ページ ■ページ番号を確認し、必要に応じて改める。

191 197 ■「開発許可制度質疑応答集」（目次） ■「１７．」問２３及び問２４を追加する。

－
（新規）

237 ■「質疑応答集（17．法第34条第12号（条例第3条　その
他）・第14号関係）」　問23

■新たに質疑応答に加える。
「Ｑ：開発区域が想定最大規模降雨に基づく想定浸水深の３ｍの内外に跨がっている場合、基準４「指定集落内建物」、基準１６－２「有料老人ホームⅡ」、基準
２１「浸水等対策建物」において、安全上及び避難上の対策を講ずる必要があるか。」「Ａ：原則、開発区域の一部が想定浸水深３ｍに掛かっていれば「『群馬県
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』第８条の２第２項で定められた「区域」」に該当することになる。ただし、土地の形状等を踏まえ、
将来にわたっても建築予定地として使用されることがない部分（通路部分等）のみが想定浸水深３ｍ以上の部分にあたる場合には、当該規定に基づく「区域」には
該当しないとして扱う。」

－
（新規）

237 ■「質疑応答集（17．法第34条第12号（条例第3条　その
他）・第14号関係）」　問24

■新たに質疑応答に加える。
「Ｑ：想定浸水深３ｍ以上の場所で、基準４「指定集落内建物」に基づき「倉庫」を計画する場合、想定浸水深より高い位置に「居室」を設ける必要があるのか。
（「倉庫」において「居室」を設けることになるのか。）」「Ａ：用途が「倉庫」のみである場合には、浸水深より高い位置に一時避難スペース（倉庫内に居た者
が水が引くまでの間、安全に過ごすことができるスペースを言い、構造や仕様、面積等は具体の計画により個別に判断するものとする。）を設けることで居室に代
わるものとして扱う。」

259 265 ■「（参考様式）指定集落内建物（住宅）許可申請に係る説
明書」

■要件１欄において「申請地には令第29条の9各号に掲げる区域が含まれていないこと。（令第29条の9第6号（水防法に基づく浸水想定区域）については、知事
が指定する区域（県規則第8条の2第2項ただし書の規定に基づく指定区域）を含めることができる。）」を追加する。

260～261 266～267 ■「（参考様式）指定集落内建物（住宅以外）許可申請に係
る説明書」

■要件２欄において、申請地が最大規模降雨に基づく想定浸水深3.0m以上の場合の対策等を明示する。

－
（新規）

268 ■「（参考様式）指定集落内建物（住宅以外）許可申請に係
る説明書」の次の頁

■法第34条第8号の2の規定に係わる「移転計画書」を新たに設けるもの。

292 299 ■「県規制規則　別記様式第２５号」 ■「身分証明書」の情報を削除（完全に削除）する。

295 301 ■審査表（参考掲載）ページ ■ページ番号を確認し、必要に応じて改める。

307～308 313～314 ■「分家住宅　開発行為許可申請審査表」 ■立地基準適否の審査の欄において「申請地には令第29条の9各号に掲げる区域が含まれていないこと。（令第29条の9第6号（水防法に基づく浸水想定区域）に
ついては、知事が指定する区域（県規則第8条の2第2項ただし書の規定に基づく指定区域）を含めることができる。）」を追加する。

309～310 315～316 ■「既存宅地内建物（再開発型）　開発行為許可申請審査
表」

■立地基準適否の審査の欄において「申請地には令第29条の9各号に掲げる区域が含まれていないこと。（令第29条の9第6号（水防法に基づく浸水想定区域）に
ついては、知事が指定する区域（県規則第8条の2第2項ただし書の規定に基づく指定区域）を含めることができる。）」を追加する。

317～318 323～324 ■「指定集落内建物（住宅）　開発行為許可申請審査表」 ■立地基準適否の審査の欄において「申請地には令第29条の9各号に掲げる区域が含まれていないこと。（令第29条の9第6号（水防法に基づく浸水想定区域）に
ついては、知事が指定する区域（県規則第8条の2第2項ただし書の規定に基づく指定区域）を含めることができる。）」を追加する。

319～320 325～326 ■「指定集落内建物（住宅以外）　開発行為許可申請審査
表」

■「土地利用計画図、各階平面図、立面図」に記載等すべき情報を追記する。
■立地基準適否の審査の欄において、申請地が最大規模降雨に基づく想定浸水深3.0m以上の場合の対策等を明示する。

322～323 328～329 ■「既存宅地内建物（再開発型を除く）　建築許可申請審査
表」

■立地基準適否の審査の欄において「申請地には令第29条の9各号に掲げる区域が含まれていないこと。（令第29条の9第6号（水防法に基づく浸水想定区域）に
ついては、知事が指定する区域（県規則第8条の2第2項ただし書の規定に基づく指定区域）を含めることができる。）」を追加する。

327 333 ■条例集ページ ■ページ番号を確認し、必要に応じて改める。

329～331 335～337 ■「群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条
例」

■群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第３条第１号、第２号、第３号を最新の条文に修正する。

335～339 341～345 ■「群馬県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」

■群馬県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第８条の２を新たに設ける。

340～346 346～352 ■「群馬県開発行為等の規制に関する規則」 ■群馬県開発行為等の規制に関する規則第２４条を削除し、第２７条新たに設ける。
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