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学科Ⅲ 法規 

Lesson２４ 都市計画法  

□出題頻度   重要度 ★★★ 

3 2 1 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19

  

□ポイント 

都市計画法は、建築基準法の関係法令の中でも特に関係が深い法律と言えます。出題は一定の範囲からに絞られ

ますが、広範囲ですので、都市計画法の目次を活用して、過去問題で出題のあった法文にアンダーラインをしておき

ましょう。 
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定義は、法文をていねいに読めば確実に回答できます。第
4 条から、他の条文へ飛ばなくてはならないものも多い
ので、読み飛ばしに注意しましょう。 
 
都市計画の大きな目的は、都市の健全な発展と秩序ある整
備、そして公共の福祉の増進にあります。

■ 用語の定義 

(1) 用語の定義 

建築基準法と同様に、この法律(都市計画法)で用いられる用語について定義がされています。 

用語の定義 

都市計画区域 一体的な整備が必要であるとして、都道府県が定める区域 

準都市計画区域 都市整備上、放置すれば支障がある区域として都道府県が定める区域 

地域地区 都市計画区域内に定めることができる、用途地域や防火地域等の地域・地区 

都市施設 都市計画区域内外に定めることができる、交通施設や公共空地、供給施設、水路、文化教

育施設、社会福祉施設等 

開発行為 建築物の建築又は特定工作物の建設の為に行う土地の区画形質の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

memo 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 

 

 
第 4 条（定義） 
この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地
開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 
２項 この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第 5 条の 2 の規
定により指定された区域をいう。 
３項 この法律において「地域地区」とは、第 8 条第 1 項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。 
４項 この法律において「促進区域」とは、第 10 条の 2 第 1 項各号に掲げる区域をいう。 
５項 この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第 11 条第 1 項各号に掲げる施設をいう。 
６項 この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第 11 条第 1 項各号に掲げる施設をいう。 
７項 この法律において「市街地開発事業」とは、第 12 条第 1 項各号に掲げる事業をいう。 
８項 この法律において「市街地開発事業等予定区域」とは、第 12 条の 2 第 1 項各号に掲げる予定区域をいう。 
９項 この法律において「地区計画等」とは、第 12 条の 4 第 1 項各号に掲げる計画をいう。 
１０項 この法律において「建築物」とは建築基準法（略）第 2 条第一号に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号に定め

る建築をいう。 
１１項 この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがあ
る工作物で政令で定めるもの（以下「第一種特定工作物」という。）又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定める
もの（以下「第二種特定工作物」という。）をいう。 
１２項 この法律において「開発行為」とは、主として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なう土地の区

画形質の変更をいう。 
１３項 この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。 
１４項 この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 
１５項 この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第 59 条の規定による認可又は承認を受け
て行な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う。 
１６項 この法律において「施行者」とは、都市計画事業を施行する者をいう。 
 
  

memo 
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都市計画では、 
 
インフラや都市として必要な施設の整備や、実情
に合った⼟地利⽤の促進のための、さまざまな
地域地区の設定などを⾏っているのです。 
 
建築基準法で学習する、用途地域や防火・準防
火地域などは、都市計画で定められているので
すね。 

 
（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 
第 5 条（都市計画区域） 
都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及
び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都

市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必
要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。 
 
第 5 条の 2（準都市計画区域） 
都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の建築若しくは建設
又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振
興地域の整備に関する法律（略）その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況
及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一
体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定するこ
とができる。 
 
第 8 条（地域地区） 
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 
一 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、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地
域（以下「用途地域」と総称する。） 
二 特別用途地区 
二の二 特定用途制限地域 
二の三 特例容積率適用地区 
二の四 高層住居誘導地区 
三 高度地区又は高度利用地区 
四 特定街区 
四の二 都市再生特別措置法（略）第 36 条第 1 項の規定による都市再生特別地区、同法第 89 条の規定による居住調整地域
又は同法第百九条第一項の規定による特定用途誘導地区 
五 防火地域又は準防火地域 
五の二 密集市街地整備法第 31 条第 1 項の規定による特定防災街区整備地区 
六 景観法（略）第 61 条第 1 項の規定による景観地区 
(以下略) 
 
第 11 条（都市施設） 
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該
都市計画区域外においても、これらの施設を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 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設 
六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設 
七 市場、と畜場又は火葬場 
(以下略) 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

■ 市街化区域・市街化調整区域 

(1) 区域区分 

無秩序な市街化を防止するために、都市計画区域内において、市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を

定めることが出来ます。市街化調整区域と定められた地域では、原則、建築行為が禁止されます。 

区域区分について 

市街化区域 すでに市街地を形成している区域、おおむね 10 年以内に市街化を図るべき区域 

市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 7 条（区域区分） 
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市

街化調整区域との区分（以下「区域区分」という。）を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
分を定めるものとする。 
一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域 
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯 
ロ 近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域 
ハ 中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域 
二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの 
 
２項 
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。 
 
３項 
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。 

日本の国⼟はまず、都市計画区域
内・外に分けられます。 
 
そのうち、さらに都市計画区域は 
・市街化区域 
・市街化調整区域 
のふたつに大きく分けられます。 
 
市街化・市街化調整区域のいずれ
に属するかの区域区分分けが⾏わ
れていない区域を、非線引き区域
といいます。 

■都市計画区域内の区域区分のイメージ
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 
 

 

■ 都市計画の決定 

(1) 都市計画の決定までの流れ 

都市計画が決定されるまでには、一定の流れがあります。また、都道府県が都市計画に定める事項と、市町村が

都市計画に定める事項は異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 18 条（都道府県の都市計画の決定） 
都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 
 
第 18 条の 2（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 
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的な方針（以下この条において「基本方針」という。）を定めるものとする。 
２項 
市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、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。 
３項 
市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。 
 
第 19 条（市町村の都市計画の決定） 
市町村は、市町村都市計画審議会（略）の議を経て、都市計画を決定するものとする。 
３項 
市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画（略）を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に

協議しなければならない。この場合において、町村にあつては都道府県知事の同意を得なければならない。 
 
 
 

■都市計画決定までのイメージ(千葉県佐倉市の例)

都道府県と市町村で多少の違
いはありますが、大きなステ
ップは同じです。 
 
・素案作成 
・住民意見の反映(公聴会等) 
・案の作成 
・公告と案の縦覧 
・意⾒書の提出 
・審議会 
・都市計画の決定 
・告示と縦覧 
 
という流れです。 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 

都道府県知事が都市計画に定める事項が法第 15 条に示されています。 

都道府県が都市計画に定める事項 

一 都市計画区域の整備等の方針 

二 区域区分 

三 都市再開発方針 

四 特定用途誘導地区、臨港地区、歴史的風土特別保存地区、第一・二種歴史的風土保存地区、緑化地域、流

通業務地区、航空機騒音障害防止地区、同特別地域 

五 一の市町村の区域を超えて決定すべき都市施設等 

六 市街地開発事業 

七 市街地開発事業等予定区域 

市町村が都市計画に定める事項 

上記以外の事項 

 
 
 
 
第 15 条（都市計画を定める者） 
次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。 
一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 
二 区域区分に関する都市計画 
三 都市再開発方針等に関する都市計画 
四 第 8 条第 1 項第四号の二、第九号から第十三号まで及び第十六号に掲げる地域地区（略）、首都圏近郊緑地保全法（略）に
関する都市計画 
五 一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える
広域の見地から決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画 
六 市街地開発事業（略）に関する都市計画 
七 市街地開発事業等予定区域（略）に関する都市計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県が都市計画に定める事項は法第 15 条
にあり、法第 15 条に記載されていない事項はす
べて市町村が都市計画に定める︕ 
 
とだけ覚えていれば OK です︕あとは法 15 条
を読めば回答できます。 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 

ここで思い出してほしいのは、「開発⾏為」の定義です。
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な
う土地の区画形質の変更でしたね。 
そもそも「開発行為」に該当しなければ「開発許可」は不要です。 

■ 開発許可 

(1) 開発許可とは 

都市・準都市計画区域内で一定規模以上の開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可を得る必要があります。こ

れを開発許可といいます。試験では、開発許可を要する開発行為であるかどうかを判断する問題が出ます。 

開発許可が不要な開発行為 

一 開発区域の面積が、市街化区域 1000 ㎡未満、非線引き区域と準都市計画区域 3000 ㎡未満のもの 

二 市街化調整区域、非線引き区域、準都市計画区域において農業等の小屋やその業務を営む者の住居の建築

三 駅舎等の公益上必要な建築物の建築 

四 都市計画事業の施行 

十一 通常の管理行為、軽易な行為 

・仮設建築物の建築、一時的に使用するための第一種特定工作物の建設 

・車庫等の付属建築物の建築 

・10 ㎡以内の建築物の増築、特定工作物の増設 

・法第 29 条 1 項の二号・三号以外の建築物の改築(用途変更を伴わないもの)とそれら以外の 10 ㎡

以内の改築 

・延べ面積の過半以上を業務の用に供する、開発区域周辺の住民が自ら営む店舗・事業所で 100 ㎡以内

 

 

 

 

 

 

 

第 29 条（開発行為の許可） 
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、
都道府県知事（略）の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 
一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それ
ぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの 
二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若
しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で
行うもの 
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公⺠館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周
辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の
用に供する目的で行う開発行為 
四 都市計画事業の施行として行う開発行為 
五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 
六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 
七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 
八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 
九 公有水面埋立法（略）第 2 条第一項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第 22 条第 2 項の告示がないものにおい
て行う開発行為 
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 

 

令第 19 条（許可を要しない開発行為の規模） 
法第 29 条第 1 項第一号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模と
する。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県（略）は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内
で、その規模を別に定めることができる。 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 

市街化区域 
1000

㎡ 

市街化の状況により、無秩序な市街化を防止
するため特に必要があると認められる場合 300 ㎡以上 1000 ㎡未満 

区域区分が定められていない都

市計画区域及び準都市計画区域 

3000

㎡ 

市街化の状況等により特に必要があると認め
られる場合 300 ㎡以上 3000 ㎡未満 

 
令第 22 条（開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為） 
法第 29 第 1 項第十一号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 
一 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う
開発行為 
二 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 
三 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造面積が 10 ㎡以内であるもの
の用に供する目的で行う開発行為 
四 法第 29 条第 1 項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工
作物の改築の用に供する目的で行う開発行為 
五 前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が 10 ㎡以内であるものの用に供する目的で行
う開発行為 
六 主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業

務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積（略）が 50 ㎡以内のもの（これらの業務の用

に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の 50%以上のものに限る。）の新築の用に供する目的で当該開発区域の周辺の市街
化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営むために行う開発行為で、その規模が 100 ㎡以内であるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

memo 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 
 
 
 

(2) 開発許可の許可基準 

開発許可を受けようとする者は、許可申請書を都道府県知事に提出し、都道府県知事は、提出された開発行為が

許可基準を満たすと認めた時は、許可をしなくてはなりません。 

開発許可申請書に記載する事項 

一 開発区域の位置、区域、規模 

二 開発区域内の予定建築物の用途 

三 開発行為に関する設計(開発区域面積が 1ｈａ以上のものは、有資格者による設計図書の作成が必要) 

四 工事施工者 

五 その他 

 

 

 

第 30 条（許可申請の手続） 
前条第 1 項又は第 2 項の許可（以下「開発許可」という。）を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に

掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 
一 開発区域（開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区）の位置、区域及び規模 
二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物（以下「予定建築物等」という。）の用途 
三 開発行為に関する設計（以下この節において「設計」という。） 
四 工事施行者（開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。） 
五 その他国土交通省令で定める事項 
 
２項 
前項の申請書には、第 32 条第 1 項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第 2 項に規定する協議の経過を示す書面その

他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。 
 
 
第 31 条（設計者の資格） 
前条の場合において、設計に係る設計図書（略）は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。 
 
 
規則第 18 条（資格を有する者の設計によらなければならない工事） 
法第 31 条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が 1ha 以上の開発行為に関する工事とする。 
 
規則第 19 条（設計者の資格） 
法第 31 条の国土交通省令で定める資格は、次に掲げるものとする。 
一 開発区域の面積が 1ha 以上 20ha 未満の開発行為に関する工事にあつては、次のいずれかに該当する者であること。 
イ 学校教育法（略）による大学（短期大学を除く。）又は旧大学令（略）による大学において、正規の土木、建築、都市計
画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して 2 年以上の実務の経験を有する者 
(以下略) 
 
二 開発区域の面積が 20h 以上の開発行為に関する工事にあつては、前号のいずれかに該当する者で、開発区域の面積が二
20h 以上の開発行為に関する工事の総合的な設計に係る設計図書の作成に関する実務に従事したことのあるものその他国土
交通大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めたものであること。 
 
 
法第 33 条（開発許可の基準） 
都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準（略）に適合しており、

かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならな

い。 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 
 
 
 

その他、開発区域面積が 20ha 以上の開発行為について、許可を受けようとする者は、関係する公共施設の管理

者と事前に協議し、同意を得なくてはなりません。また、開発許可申請書にその同意を証する書面を添付します。 

あらかじめ協議すべき公共施設の管理者 

一 義務教育施設の設置義務者 開発区域面積が 20ha 以上の場合 

二 水道事業者 

三 配電事業者・一般ガス導管事業者 開発区域面積が 40ha 以上の場合のみ 

四 軌道経営者 

 
 
 
 
第 32 条（公共施設の管理者の同意等） 
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなら

ない。 
 
令第 23 条（開発行為を行うについて協議すべき者） 
開発区域の面積が 20ha 以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者（開発区域の面積が
40ha 未満の開発行為にあつては、第三号及び第四号に掲げる者を除く。）と協議しなければならない。 
一 当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者 
二 当該開発区域を給水区域に含む水道法第 3 条第 5 項に規定する水道事業者 
三 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第 2 条第 1 項第九号に規定する一般送配電事業者及びガス事業法第 2 条第 6
項に規定する一般ガス導管事業者 
四 当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者 
 

 

 

  

memo 
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 都道府県知事に許可申請を⾏います。
開発許可基準に適合していれば、許可が下ります。 

 公共施設に関する⼯事を⾏い、その部分の⼯事が終われ
ば完了届を都道府県知事に⾏います。

 
⼯事の内容が許可の通りである場合は、完了済証が交付
され、公告が出されます。その後、建築工事に着手できま
す。

 

建築制限とは…
 
まず、公共施設の⼯事をきちんと終わ
らせてからでないと、建築⼯事を⾏っ
てはならない、という決まりなのです。 

 
（敷地等と道路との関係） 

 
 
 

 あらかじめ、公共施設の管理者と協議し、同意を得ます。 

■ 建築制限 

(1) 建築制限 

開発許可を受けた者は、開発許可を受けた後、公共施設に関する部分の工事を完了した時に、都道府県知事に対し

て工事の完了を届出ます。届出を受けた都道府県知事は工事の内容が許可の内容に適合していれば検査済証を交

付し、公告します。その公告があるまでの間、開発区域内では建築物の建築をしてはいけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 37 条（建築制限等） 
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第 3 項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設し

てはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。 
一 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障が
ないと認めたとき。 
二 第 33 条第 1 項第十四号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を
建設するとき。 
 

■開発許可申請の流れの例 
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（敷地等と道路との関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
市街化調整区域内で建築許可がなくても⾏える
ものとして、とくに五号の通常の管理行為に該当
するものが出題されます。 

(２)建築許可 

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域なので、原則、建築行為が禁止されており、都道府県知事の許可を受

けなければ建築を行ってはいけません。この許可は、開発許可とは区別して建築許可といいます。 

市街化調整区域で禁止されている行為 

建築物の建築 

第一種特定工作物の新設 

 

市街化調整区域で許可不要で行える行為 

開発許可を受けたもの 

一 都市計画事業の施行のための建築物の新築、改築、用途変更、第一種特定工作物の新築 

二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築、用途変更、第一種特定工作物の新築 

三 仮設建築物の新築 

四 開発行為が行われた区域内における建築物の築、改築、用途変更、第一種特定工作物の新築 

五 通常の管理行為、軽易な行為 

・付属建築物の建築 

・10 ㎡以内の改築・用途変更 

・延べ面積の過半以上を業務の用に供する、市街化調整区域内の住民が自ら営む店舗・事業所 

・一時的に使用するための第一種特定工作物の新築 

 

 
 
 
 
 
 
第 43 条（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限） 
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第 29 条
第 1 項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築
物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、

次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。 
一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 
二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 
三 仮設建築物の新築 
四 第 29 条第 1 項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の
新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 
 
令第 35 条（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要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為） 
法第 43 条第 1 項第五号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 
一 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築 
二 建築物の改築又は用途の変更で当該改築又は用途の変更に係る床面積の合計が 10 ㎡以内であるもの 
三 主として当該建築物の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業
務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物で、その延べ面積が 50 ㎡以内のもの（これらの業務の用に供す

る部分の延べ面積が全体の延べ面積の 50%以上のものに限る。）の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自ら当該

業務を営むために行うもの 
四 土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の新設
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■ 過去問トレーニング 【問題編】 

 
2009 年【問題 24】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 地区整備計画においては、建築物の容積率、建ぺい率、敷地面積、建築構造、建築設備等についての制

限を定めることができる。 

2. 開発許可を受けた区域内の土地においては、予定建築物の建築に関する確認済証の交付を受けた場合

であっても、原則として、開発行為に関する工事と建築工事を同時に行うことはできない。 

3. 市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が 1,200 ㎡の

ものについては、開発許可を受けなければならない。 

4. 市街化調整区域として都市計画決定された際、自己の業務の用に供する建築物を建築する目的で、土

地の利用に関する権利者として都道府県知事等に所定の期間内に所定の届出をした者は、当該建築物

の建築許可を受けることができる。 

 

 

 

2010 年【問題 26】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 都市計画施設の区域内において、木造、地上２階建ての建築物を新築する場合は、原則として、都道

府県知事等の許可を受けなければならない。 

2. 開発区域の面積が 40ha の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発

区域を供給区域に含む電気事業法に基づく一般送配電事業者と協議しなければならない。 

3. 都道府県知事等は、市街化区域において開発許可の申請があった場合、当該申請に係る開発行為が所

定の基準に適合しており、かつ、その申請の手続が都市計画法又は同法に基づく命令の規定に違反し

ていないと認めるときは、開発許可をしなければならない。 

4. 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了したときは、その旨を都道府県知事等に届

出を行うことにより、当該開発区域内の土地において、直ちに建築物を建築することができる。 
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2011 年【問題 27】 

次の記述のうち、都市計画法及び宅地造成等規制法上、誤っているものはどれか。 

1. 開発許可を受けた開発区域内の土地において、予定建築物の建築に関する確認済証の交付を受けた場

合は、当該開発行為に関する工事と予定建築物の建築工事を並行して行うことができる。 

2. 規模が 1ha 以上の運動・レジャー施設である工作物の建設のための土地の区画形質の変更は、原則と

して、開発行為に該当する。 

3. 市街化調整区域内において、農業用の温室を建築する目的で行う開発行為については、開発許可を受

ける必要はない。 

4. 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う造成工事で、盛土をした

土地の部分に高さが１ｍを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事等の許可

を受けなければならない。 

 

 

 

2012 年【問題 26】 

都市計画施設の区域内における次の行為のうち、都市計画法上、都道府県知事等の許可を受ける必要があ

るものはどれか。ただし、都市計画事業の認可等の告示はされていないものとする。 

1. 木造、地上２階建ての店舗の移転 

2. 木造、地上２階建ての保育所の 10㎡の増築 

3. 鉄骨造、地上２階建ての店舗併用住宅の大規模の修繕 

4. 非常災害のため必要な応急処置として行う鉄骨造、平家建ての仮設住宅の新築 

 

 

 

2013 年【問題 24】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 都市計画施設の区域内において、木造、地上 2階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の

許可を受けなければならない。  

2. 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発

行為」である。  

3. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した場合であって

も、都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築

してはならない。  

4. 市街化区域内において、診療所の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が 1,500 ㎡のも

のについては、開発許可を受けなければならない。 
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2014 年【問題 24】 
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 
1. 開発許可を受けた区域内の土地においては、予定される建築物の建築に関する確認済証の交付を受け

た場合には、開発行為に関する工事と予定される建築物の建築工事を同時に行うことができる。 
2. 地方公共団体は、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限

を定めることができる。 
3. 市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされているが、地区計画は定める

ことができる。 
4. 市町村長は、地区計画による地区整備計画が定められている区域内において、建築等の届出に係る行

為が当該地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関

し必要な措置をとることを勧告することができる。 
 
 
 
2015 年【問題 24】 
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 
1. 準都市計画区域の一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域

内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす。 
2. 都市計画施設の区域内において、木造、地上２階建ての店舗を新築する場合は、原則として、都道府

県知事等の許可を受けなければならない。 
3. 市街化区域内において、土地区画整理事業の施行として開発行為を行う場合は、都道府県知事の開発

許可を受けなければならない。 
4. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合

は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 
 

 

 

2016 年【問題 25】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為について

は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 

2. 市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が 1,500 ㎡の

ものについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

3. 市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定

められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、

都道府県知事の許可を受けることができる。 

4. 都市計画施設として定められた公園の区域内において、公園施設の建築物を建築しようとする者が市

町村の場合、当該建築物の建築が当該公園に関する都市計画に適合するものであっても、都道府県知

事等の建築の許可を受けなければならない。 



学科Ⅲ法規 －都市計画法－ 

最端製図 学科クラブ（一級）                  □□□ 17/32 

2017 年【問題 24】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、既存の建築物の敷地内で車

庫、物置その他これらに類する附属建築物を建築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はな

い。 

2. 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、地上２階建ての建築物を改築する場合は、都

道府県知事等の許可を受ける必要はない。 

3. 開発許可を受けた開発区域内において、都道府県知事の許可を受ける必要のない軽微な変更をしたと

きは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

4. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設の建築物の建築を行おうとする者は、

当該行為に着手する日の 30 日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なけれ

ばならない。 

 

 

 
2018 年【問題 24】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 都市計画区域又は準都市計画区域内において、図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、そ

の規模が 4,000 ㎡のものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

2. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における仮設建築物の新築について

は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 

3. 都市計画施設の区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上 2階建ての建築物を改築する場合は、

原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 

4. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物等の用途の変更を行おうとする場

合に、用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限及び用途に応じた建築物等に

関する制限に適合するときは、当該行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はな

い。 
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2019 年【問題 24】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、平家建ての飲食店を新築する場合は、原則と

して、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 

2. 都市計画区域内において、延べ面積 1,500 ㎡の仮設興行場の建築の用に供する目的で行う開発行為

は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

3. 市街化区域内において、病院の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が 5,000 ㎡ のも

のについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

4. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、当該地区計画に建築物等の形態又は色彩その他

の意匠の制限が定められている場合において、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更をしよう

とするときは、原則として、当該行為に着手する日の 30 日前までに、所定の事項を市町村長に届け

出なければならない。 

 

 

 

2020 年【問題 24】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、6 か月間使用するイベント用の仮設建築

物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の 30日前までに、行為の種類、場所、着手予定

日等を市町村長に届け出なければならない。 

2. 市街地開発事業の施行区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上 2 階建ての一戸建ての住宅を改

築しようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 

3. 市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定

められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、

都道府県知事の許可を受けることができる。 

4. 開発区域の面積が 10ha の開発行為に係る開発許可の申請に当たっては、一級建築士の資格を有する者

で、宅地開発に関する技術に関して 2 年以上の実務の経験を有するものは、当該開発行為に関する設

計に係る設計図書を作成することができる。 
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2021 年【問題 25】 

 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 開発許可を受けた開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、当該開発行為に関する

工事が完了した旨の公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築する場合で

あっても、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 

2. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、

都道府県知事の許可を受ける必要はない。 

3. 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、既存の建築物の敷地

内に、附属建築物である木造、平家建ての車庫を建築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受

けなければならない。 

4. 準都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その

規模が 5,000 m2 のものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 
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■ 過去問トレーニング 【解説編】  

 
2009 年【問題 24】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 地区整備計画においては、建築物の容積率、建ぺい率、敷地面積、建築構造、建築設備等についての制

限を定めることができる。 

2. 開発許可を受けた区域内の土地においては、予定建築物の建築に関する確認済証の交付を受けた場合

であっても、原則として、開発行為に関する工事と建築工事を同時に行うことはできない。 

3. 市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が 1,200 ㎡の

ものについては、開発許可を受けなければならない。 

4. 市街化調整区域として都市計画決定された際、自己の業務の用に供する建築物を建築する目的で、土

地の利用に関する権利者として都道府県知事等に所定の期間内に所定の届出をした者は、当該建築物

の建築許可を受けることができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 都市計画法第 12 条の５第 7 項。地区整備計画では、容積率、建ぺい率、敷地面積などを定めること

ができますが、建築構造、建築設備等については該当しません。 

2. 都市計画法第 37 条。開発許可を受けた土地では、開発行為の工事完了公告があるまでの間は、建築

物等を建設してはなりません。したがって、同時に行うことはできません。 

3. 都市計画法第 29 条第 1 項第一号、同法施行令第 19 条第 1 項。専修学校（1,000 ㎡以上）は、開

発許可が必要です。 

4. 都市計画法第 34 条第十三号。市街化調整区域として都市計画決定された際、土地権利者が自己の業

務の建築するため所定の届出をした場合は、建築許可を受けることができます。 
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2010 年【問題 26】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 都市計画施設の区域内において、木造、地上２階建ての建築物を新築する場合は、原則として、都道

府県知事等の許可を受けなければならない。 

2. 開発区域の面積が 40ha の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発

区域を供給区域に含む電気事業法に基づく一般送配電事業者と協議しなければならない。 

3. 都道府県知事等は、市街化区域において開発許可の申請があった場合、当該申請に係る開発行為が所

定の基準に適合しており、かつ、その申請の手続が都市計画法又は同法に基づく命令の規定に違反し

ていないと認めるときは、開発許可をしなければならない。 

4. 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了したときは、その旨を都道府県知事等に届

出を行うことにより、当該開発区域内の土地において、直ちに建築物を建築することができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 都市計画法第 53 条第 1 項。都市計画施設の区域内で、木造、地上２階建ての建築物を新築する場合

は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。正しい。 

2. 都市計画法第 32 条第 2 項、同法令 23 条第三号。40ha の開発許可を申請しようとする者は、あら

かじめ、電気事業法に基づく一般送配電事業者と協議しなければならない。正しい。 

3. 都市計画法第 33 条第 1 項。都道府県知事等は、開発許可の申請があった場合、その開発行為が所定

の基準に適合しており、申請の手続きが規定に違反していないときは、開発許可をしなければならな

い。正しい。 

4. 都市計画法第 37 条。開発許可を受けた土地は、開発行為の工事完了公告があるまでの間は、建築物

等を建設してはならない。誤り。 
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2011 年【問題 27】 

次の記述のうち、都市計画法及び宅地造成等規制法上、誤っているものはどれか。 

1. 開発許可を受けた開発区域内の土地において、予定建築物の建築に関する確認済証の交付を受けた場

合は、当該開発行為に関する工事と予定建築物の建築工事を並行して行うことができる。 

2. 規模が 1ha 以上の運動・レジャー施設である工作物の建設のための土地の区画形質の変更は、原則と

して、開発行為に該当する。 

3. 市街化調整区域内において、農業用の温室を建築する目的で行う開発行為については、開発許可を受

ける必要はない。 

4. 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う造成工事で、盛土をした

土地の部分に高さが１ｍを超える崖を生ずることとなるものは、原則として、都道府県知事等の許可

を受けなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 都市計画法第 37 条。 

開発許可を受けた開発区域内の土地においては、原則として、開発行為の工事完了の公告があるまで

は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。したがって、原則として、開発行為に関

する工事と建築工事を並行して行うことはできません。誤り。 

2. 都市計画法第４条第 12 項。 

開発行為とは、主として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

の変更をいいます。正しい。 

規模が 1ha 以上の運動・レジャー施設である工作物は、法第４条第 11 項、令第１条２項一号により、

特定工作物です。 

3. 都市計画法第 29 条第１項二号、同法施行令第 20 条一号。 

市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発

行為で、農業用の温室を建築する場合は、許可を要しない。正しい。 

4. 宅地造成等規制法第８条１項。 

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、その着手前に都道府県知事の許

可を受けなければなりません。 

同法第２条二号、同法施行令第３条二号により、宅地以外の土地を宅地にするために行う造成工事で、

盛土をした土地の部分に高さが１ｍを超える崖を生ずることとなるものは、宅地造成に該当します。 
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2012 年【問題 26】 

都市計画施設の区域内における次の行為のうち、都市計画法上、都道府県知事等の許可を受ける必要があ

るものはどれか。ただし、都市計画事業の認可等の告示はされていないものとする。 

1. 木造、地上２階建ての店舗の移転 

2. 木造、地上２階建ての保育所の 10㎡の増築 

3. 鉄骨造、地上２階建ての店舗併用住宅の大規模の修繕 

4. 非常災害のため必要な応急処置として行う鉄骨造、平家建ての仮設住宅の新築 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

都市計画法第 53 条１項に、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内での建築物の建築をし

ようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないとありますが、同条１項一号～五号に掲げ

る行為については、除かれています。 

1. 都計法第 53 条１項一号、同法施行令 37 条。 

階数が２以下で、地階を有しない木造建築物の改築・移転は、許可を要しません。 

2. 「増築」は、都計法第 53 条１項各号に該当しないので、許可を受ける必要があります。 

3. 都計法第 53 条 1 項。 

大規模の修繕は建築ではありませんので、許可を要しません。 

4. 都計法第 53 条１項二号。 

非常災害のため必要な応急措置として行う行為なので、許可を要しません。 
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2013 年【問題 24】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 都市計画施設の区域内において、木造、地上 2階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の

許可を受けなければならない。  

2. 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発

行為」である。  

3. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した場合であって

も、都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築

してはならない。  

4. 市街化区域内において、診療所の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が 1,500 ㎡のも

のについては、開発許可を受けなければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 都市計画法第 53 条第１項一号、同法施行令第 37 条。 

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築をしようとする者は、原則として、

都道府県知事等の許可が必要ですが、階数２以下で地階を有しない木造建築物の改築・移転は、許可

が不要です。誤り。 

2. 都市計画法第４条第 12 項により、正しい。 

3. 都市計画法第 37 条により、正しい。 

4. 都市計画法第 29 条第１項一号、同法施行令第 19 条第１項。 

市街化区域内における 1,000ｍ2 以上の開発行為は、開発許可を受けなければなりません。正しい。 

診療所は、同法 29 条第１項三号の開発許可が不要となる公益上必要な建築物（同法施行令 21 条）

には該当しません。二十六号八により除外されています。 
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2014 年【問題 24】 
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 
1. 開発許可を受けた区域内の土地においては、予定される建築物の建築に関する確認済証の交付を受け

た場合には、開発行為に関する工事と予定される建築物の建築工事を同時に行うことができる。 
2. 地方公共団体は、条例で、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限

を定めることができる。 
3. 市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされているが、地区計画は定める

ことができる。 
4. 市町村長は、地区計画による地区整備計画が定められている区域内において、建築等の届出に係る行

為が当該地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関

し必要な措置をとることを勧告することができる。 
 
 
【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 都市計画法第 37 条。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、原則として、開発行為の工事

完了公告があるまでは、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはなりません。したがって、開

発行為に関する工事と建築工事を同時に行うことはできません。誤り。 

2. 都市計画法第 33 条第４項により、正しい。 

3. 都市計画法第 13 条第１項七号、十五号イ。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域で、原則とし

て、用途地域を定めないものとしますが、地区計画は定めることができます。正しい。 

4. 都市計画法第 58 条の２第３項により、正しい。 
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2015 年【問題 24】 
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 
1. 準都市計画区域の一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域

内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす。 
2. 都市計画施設の区域内において、木造、地上２階建ての店舗を新築する場合は、原則として、都道府

県知事等の許可を受けなければならない。 
3. 市街化区域内において、土地区画整理事業の施行として開発行為を行う場合は、都道府県知事の開発

許可を受けなければならない。 
4. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合

は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 
 

 

【解説】 ≪正解 3≫  

1. 都計法第 23 条の２により、正しい。 

2. 都計法第 53 条１項により、許可を受けなければなりません。政令（施行令第 37 条）で定める、軽

易な行為（階数が２以下で地階を有しない木造建築物の改築・移転）は除かれていますが、設問の建

物は該当しません。したがって、許可が必要です。 

3. 都計法第 29 条【開発行為の許可】１項により、都市計画区域内において開発行為を行なう場合は、

都道府県知事の許可を受ける必要がありますが、ただし書き（五号）により、土地区画整理事業の施

行として行う開発行為は、除かれています。したがって、誤り。 

4. 都計法第 43 条第１項により、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内におい

ては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、新築等をしてはなりませんが、仮設建築物

の新築（三号）は除かれています。正しい。 

 

 

 

 

 

 

 

  

許可がいるかどうか、 

この問題もよく出てきますよ。 
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2016 年【問題 25】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 都市計画区域内において、コンクリートプラントの改築の用に供する目的で行う開発行為について

は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 

2. 市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が 1,500 ㎡の

ものについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

3. 市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定

められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、

都道府県知事の許可を受けることができる。 

4. 都市計画施設として定められた公園の区域内において、公園施設の建築物を建築しようとする者が市

町村の場合、当該建築物の建築が当該公園に関する都市計画に適合するものであっても、都道府県知

事等の建築の許可を受けなければならない。 

 

 
【解説】 ≪正解 4≫  

1. 都計法第 29 条【開発行為の許可】第１項のただし書き（十一号）により、政令（施行令第 22 条四

号）で定めるものは、許可を要しません。コンクリートプラントは、都計法第４条第 11 項により特

定工作物に該当しますので、改築の用に供する目的で行なう開発行為は許可を受ける必要はありませ

ん。 

2. 都計法第 29 条第１項一号、同法施行令第 19 条第１項より、市街化区域内における 1, 000ｍ2 以上

の開発行為は、開発許可を受けなければなりません。 

専修学校は、同法第 29 条第１項三号の開発許可が不要となる公益上必要な建築物（施行令第 21 条）

には該当しません。第 21 条二十六号イにより除外されています。 

3. 都計法第 34 条十号により正しい。市街化調整区域においては、地区計画（地区整備計画が定められ

ている区域）等内において、当該地区計画に定められた内容に適合する建築物又は建築の用に供する

目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができます。 

4. 都計法第 53 条【建築の許可】第１項ただし書き（三号）により、政令（施行令第 37 条の２）で定

める行為については、許可を受ける必要がありません。設問の建築物は、ここに該当します。誤り。 

 
  

怪しいと思うものから調べる人が

多いと思いますが、どれが怪しいか

わからない場合は、下から調べても

いいかもしれないですね。 
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2017 年【問題 24】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、既存の建築物の敷地内で車

庫、物置その他これらに類する附属建築物を建築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はな

い。 

2. 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、地上２階建ての建築物を改築する場合は、都

道府県知事等の許可を受ける必要はない。 

3. 開発許可を受けた開発区域内において、都道府県知事の許可を受ける必要のない軽微な変更をしたと

きは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

4. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設の建築物の建築を行おうとする者は、

当該行為に着手する日の 30 日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なけれ

ばならない。 

 

 
【解説】 ≪正解 4≫ 

1. 都計法第 43 条第１項により正しい。原則として、都道府県知事の許可が必要ですが、ただし書きに

より除かれるものがあります。設問の車庫と物置などは、第五項の政令で定めるもの（令第 35 条一

号）に該当しますので、許可は必要ありません。 

2. 都計法第 53 条第１項により正しい。原則として、都道府県知事等の許可が必要ですが、ただし書き

により、政令（第 37 条）で定める軽易な行為は除かれます。地階を有しない、木造２階建ての改築・

移転は、許可が不要です。 

3. 都計法第 35 条の２第３項より正しい。 

4. 都計法第 58 条の２第１項より、原則として届け出が必要ですが、ただし書きにより除かれるものが

あります。施行令第 38 条の５第一号イ、第二号イより、仮設建築物の建築は届出が不要です。誤り。 

 

 

 
  

 答えが 4 という問題が続いています。

調べるのに余計な時間を使わないよう、

気を付けてください。 

一通り読んで、怪しいものから調べて

いく、という方法もあります。 
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2018 年【問題 24】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 都市計画区域又は準都市計画区域内において、図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、そ

の規模が 4,000 ㎡のものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

2. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における仮設建築物の新築について

は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 

3. 都市計画施設の区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上 2階建ての建築物を改築する場合は、

原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 

4. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物等の用途の変更を行おうとする場

合に、用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限及び用途に応じた建築物等に

関する制限に適合するときは、当該行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はな

い。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 都計法第 29 条第１項三号、同法施行令第 21 条十七号。 

都市計画区域又は準都市計画区域内における開発行為は、原則として、都道府県知事の許可を受けな

ければなりませんが、図書館など、公益上必要な建築物は除かれています。したがって、許可は不要

です。誤り。 

2. 都計法第 43 条第１項三号。 

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知

事の許可を受けなければ、建築物を新築してはなりませんが、仮設建築物の新築は除かれています。

正しい。 

3. 都計法第 53 条１項、同法施行令第 37 条。 

設問の建築物は、軽易な行為に該当しません。許可を受ける必要があります。正しい。 

4. 都計法第 58 条の２第１項、同法施行令第 38 条の４第一号。 

用途変更後の建築物等が、地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関す

る制限に適合しないこととなる場合は、市町村長に届け出なければなりませんが、設問の場合は不要

です。正しい。 
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2019 年【問題 24】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、平家建ての飲食店を新築する場合は、原則と

して、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 

2. 都市計画区域内において、延べ面積 1,500 ㎡の仮設興行場の建築の用に供する目的で行う開発行為

は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

3. 市街化区域内において、病院の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が 5,000 ㎡ のも

のについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

4. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、当該地区計画に建築物等の形態又は色彩その他

の意匠の制限が定められている場合において、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更をしよう

とするときは、原則として、当該行為に着手する日の 30 日前までに、所定の事項を市町村長に届け

出なければならない。 

 

 

【解説】 ≪正解 2≫ 

1. 都市計画法第 53 条第１項により、正しい。 

同項第一号及び令第 37 条（軽易な行為）により、階数が２以下で、かつ、地階を有しない木造の建

築物の改築又は移転については、都道府県知事等の許可は不要となりますが、設問の場合は新築なの

で、都道府県知事の許可を受ける必要があります。 

2. 都市計画法第 29 条第１項第十一号、同法施行令第 22 条第一号により、誤り。 

仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事の許可を受ける必要はありませ

ん。誤り。 

3. 都市計画法第 29 条第１項第一号、同法施行令第 19 条第１項により、正しい。 

市街化区域における 1000ｍ2以上の開発行為なので、都道府県知事の許可を受ける必要があります。 

4. 都市計画法第 58 条の２第１項、同法施行令第 38 条の４第二号により、正しい。 
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2020 年【問題 24】 

次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、6 か月間使用するイベント用の仮設建築

物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の 30日前までに、行為の種類、場所、着手予定

日等を市町村長に届け出なければならない。 

2. 市街地開発事業の施行区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上 2 階建ての一戸建ての住宅を改

築しようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 

3. 市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定

められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、

都道府県知事の許可を受けることができる。 

4. 開発区域の面積が 10ha の開発行為に係る開発許可の申請に当たっては、一級建築士の資格を有する者

で、宅地開発に関する技術に関して 2 年以上の実務の経験を有するものは、当該開発行為に関する設

計に係る設計図書を作成することができる。 

 

 

【解説】 ≪正解 1≫ 

1. 都計法 58 条の２第１項一号により、地区計画の区域内において、建築物の建築等を行おうとする者

は、着手する日の 30 日前までに､市町村長に届け出なければなりませんが、政令で定める軽易な行為

は除かれています。設問の建築は、施行令 38 条の５第二号イに該当しますので、届け出は不要です。

誤り。 

2. 都計法 53 条１項により、正しい。 

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内での建築物の建築については､原則として、都道

府県知事等の許可が必要です。なお、同法施行令 37 条により、軽易な行為は除かれていますが、設

問の建築は鉄骨造なので、軽易な行為に該当しません。 

3. 都計法 34 条十号により、正しい。 

地区整備計画が定められた地区計画の区域等内において、当該地区計画等に定められた内容に適合す

る建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域においても、所定の要件に該当

すれば、都道府県知事の許可を受けることができます。 

4. 都計法 31 条、都計法施行規則 19 条一号へ、により、正しい。 

開発区域の面積が１ha 以上 20ha 未満の開発行為に関する工事にあっては、都計法施行規則 19 条

一号イ～チのいずれかに該当する者でなければなりません。 
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 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。 

1. 開発許可を受けた開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、当該開発行為に関する

工事が完了した旨の公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築する場合で

あっても、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 

2. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、

都道府県知事の許可を受ける必要はない。 

3. 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、既存の建築物の敷地

内に、附属建築物である木造、平家建ての車庫を建築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受

けなければならない。 

4. 準都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その

規模が 5,000 m2 のものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 

 

 

【解説】 ≪正解 3≫ 

1. 都計法 42 条１項ただし書きにより、正しい。 

開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、原則として、

当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物等を新築してはなりませんが、ただし書きにより、用

途地域等が定められているときは、この限りでない。とありますので、知事の許可を受けなくても新

築することができます。 

2. 都計法 43 条１項ただし書き（三号）により、正しい。 

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受

けなければ、同法 29 条１項二号及び三号の建築物以外の建築物の新築等をしてはなりませんが、仮

設建築物の新築は除かれています。 

3. 都計法 52 条の２第１項一号 

市街地開発事業等予定区域の区域内の建築については、原則として、都道府県知事等の許可が必要で

すが、ただし書きにより、政令で定める行為は除かれています。 

設問の建築は、同法施行令 36 条の８第三号に該当しますので、許可は不要です。したがって、誤り。 

4. 都計法 29 条１項ただし書き（三号）、同法施行令 21 条十七号により、正しい。 

博物館は、公益上必要な建築物（施行令 21 条十七号）に該当しますので、その建築に係る開発行為の

許可は不要となります。規模は関係ありません。 

 


