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第１１章 申請等の手続き 

 

Ⅰ 申請等の手続き 

  

１ 開発計画事前協議の手続き 

 (1) 開発計画事前協議の手続き 

「大津市開発許可事務処理フロー」・「大津市宅造許可事務処理フロー」参照 

    ・市街化区域     ：１，０００㎡以上 

    ・市街化調整区域   ：すべて 

    ・都市計画区域外   ：１０，０００㎡以上 

    ・宅地造成工事規制区域：５００㎡超 （対象面積について事業区域面積及び 

切土又は盛土する土地の面積） 

  (2) 事前協議願 

・提出部数     開発調整課審査用  １部 

              関係課意見照会用  本市が指示する部数 

    ・必要な書類    都市計画法に基づく場合は、「都市計画法（開発許可）のチェックリ

スト（書類）（図面）」参照 
              宅地造成等規制法に基づく場合は、「宅地造成等規制法のチェック

リスト（書類）（図面）」参照 

  

２ 都市計画法第３２条協議の手続き 

(1) 法第３２条協議の手続き 

「大津市開発許可事務処理フロー」参照 

(2) 法第３２条協議書 

  ・提出部数     開発調整課審査用  １部 

              公共施設等管理者用 該当する部数 

 ・必要な書類    「都市計画法（開発許可）のチェックリスト（書類）（図面）」参照 
 

３ 都市計画法第２９条許可申請の手続き 

(1) 許可申請の手続き 

「大津市開発許可事務処理フロー」参照 

(2) 許可申請書 

・提出部数     許可申請書、許可書  各１部 

    ・必要な書類    都市計画法に基づく場合は、「都市計画法（開発許可）のチェックリ

スト（書類）（図面）」参照 
              ※申請書添付書類は、Ａ４サイズとする 
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４ 都市計画法第３５条の２変更許可申請の手続き 

   (1) 変更許可申請の手続き 

公共施設の変更を伴う場合は、法第３２条に基づく変更協議から行うこと。なお、変更内

容が多岐にわたるものは、事前審査の変更から行う場合がある。 

(2) 変更許可申請書 

・提出部数     変更許可申請書、変更許可書  各１部 

    ・必要な書類    都市計画法に基づく場合は、「都市計画法（開発許可）のチェックリ

スト（書類）（図面）」参照 
※申請書添付書類は、Ａ４サイズとする。 

(3) 変更許可申請書作成要領 

都市計画法に基づく開発許可条件書に記載されている作成要領によること。 

 

 ５ 都市計画法第３５条の２第３項変更届の手続き 

(1) 変更届出の手続き 

第６章第Ⅶ節第２項に定義する軽微な変更が生じた場合は、遅滞なく変更届出書を提出す

ること。 

(2) 変更届出書 

・提出部数     変更届出書 １部 

・必要な書類    変更のあった図書 

※申請書添付書類は、Ａ４サイズとする。 

 

 ６ 都市計画法第３７条の手続き 

(1) 建築制限等解除申請の手続き 

建築等制限解除は、事前に開発区域内における建築制限等の解除承認申請書を提出するこ

と。 

(2)解除承認申請書 

・提出部数     解除承認申請書 ３部 

・必要な書類    「都市計画法（開発許可以外）のチェックリスト（書類）（図面）」

参照 
※申請書添付書類は、Ａ４サイズとする。 

 

 ７ 都市計画法第４１条の手続き 

(1) 建築物特例許可申請の手続き 

市街化調整区域において、建築の建ぺい率等の指定の解除を行なう場合は、建築物特例許

可申請書を提出すること。 

(2) 建築物特例許可申請書 

・提出部数     建築物特例許可申請書 ３部 
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・必要な書類    「都市計画法（開発許可以外）のチェックリスト（書類）（図面）」

参照 
※申請書添付書類は、Ａ４サイズとする。 

 

８ 都市計画法第４２条の手続き 

(1) 予定建築物等以外の建築等許可申請の手続き 

市街化調整区域において、開発許可を受けた土地における予定建築物の用途の変更を行う

場合は、予定建築物等以外の建築等許可申請書を提出すること。 

(2) 予定建築物等以外の建築等許可申請 

・提出部数     予定建築物等以外の建築等許可申請 ２部 

・必要な書類    「都市計画法（開発許可以外）のチェックリスト（書類）（図面）」

参照 
※申請書添付書類は、Ａ４サイズとする。 

 

９ 都市計画法第４３条の手続き 

(1) 建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請の手続き 

市街化調整区域において、開発許可を受けた土地以外の土地において建築物の新築、改築

もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設を行う場合は、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許可申請書を提出すること。 

(2) 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許可申請 

・提出部数     建築物の新築、改築もしくは用途の変更又は第一種特定工作物の

新設許可申請書 ２部 

・必要な書類    「都市計画法（開発許可以外）のチェックリスト（書類）（図面）」

参照 
※申請書添付書類は、Ａ４サイズとする。 

 

１０ 都市計画法第４４条の手続き 

(1) 地位承継承認届出の手続き 

開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事

の権限を承継した者は、地位承継届出書を提出すること。 

(2) 地位承継承認申請請 

・提出部数     地位承継承届出書 ２部 

・必要な書類    変更のあった図書 
※申請書添付書類は、Ａ４サイズとする。 

 

１１ 都市計画法第４５条の手続き 

(1) 地位承継承認申請の手続き 
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開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事

の権限を取得した者は、地位承継承認書申請書を提出すること。 

(2) 地位承継承認申請請 

・提出部数     地位承継承認申請書 ２部 

・必要な書類    変更のあった図書 
※申請書添付書類は、Ａ４サイズとする。 

 

１２工事着手届出書 

(1) 工事着手届の手続き 

開発許可を受けた者は、工事に着手する７日前に工事着手届出書を提出すること。 
(2) 工事着手届 

・提出部数     工事着手届 １部 

・必要な書類    工事着手届、工程表、開発行為許可標識の写真（近景、遠景）、写真

撮影位置図 
※申請書添付書類は、Ａ４サイズとする。 

 

１３ 工事完了届出書、公共施設工事完了届出書 

 (1) 工事完了届、公共施設工事完了届の手続き 

工事が完了した者は、工事完了届、公共施設工事完了届を提出すること。 

(2) 工事完了届出 

必要な書類についても、大津市開発事業等工事検査要領の別記「開発事業等に係る工事の

完了届から検査済証の交付まで」を参照すること。 

(3) 公共施設工事完了届出 

提出部数、必要な書類についても、大津市開発事業等工事検査要領の別記「開発事業等に

係る工事の完了届から検査済証の交付まで」を参照すること。 

 

１４ 開発行為に関する工事の廃止の届出書 

(1) 開発行為に関する工事の廃止届の手続き 

許可を受けた開発行為を廃止する場合は廃止の届出を行うこと。 
(2) 開発行為に関する工事の廃止届 

・提出部数     開発行為に関する工事の廃止届 １部 

・必要な書類    開発行為に関する工事の廃止届書、届出には廃止した事由、廃止し

た時点における現況図、写真および廃止に伴う今後の措置、災害防

止計画を示す図書 
※申請書添付書類は、Ａ４サイズとする。 
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Ⅱ 工事検査等 

 

 1 大津市開発事業等工事検査要領 

 

 大津市開発事業等工事検査要領 
（趣旨） 

第１条 この要領は、都市計画法第３６条及び宅地造成等規制法第１３条に規定する工事の検

査等（以下「検査」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 
（検査の種類） 

第２条 検査の種類は、完了検査、中間検査、再検査及び立入検査とする。 
２ 完了検査とは、施行区域の安全および機能に重大な影響を及ぼすものを主体に、工事が次

により完了したときに行う検査をいう。 
   （１）開発区域全部の工事を完了したとき。 

 （２）宅地造成等規制法（以下「宅造法」という。）に基づく工事の一部または全部が完了した

とき。 
   （３）開発区域を工区に分けて許可を受けたときは、工区の工事を完了したとき。 
   （４）公共施設等（都市計画法（以下「都計法」という。）第４条第１４項の規定による公共施

設ならびに同法第３３条第１項第６号の規定による公共施設および公益的施設）の工事を

完了したとき。 
３ 中間検査とは、工事施工の途中において必要と認められる工程に達した時および必要があ

る場合に、適宜行う検査をいう。 
４ 再検査とは、工事の手直し等の後において再度行う検査をいう。 
５ 立入検査とは、都計法第８２条第１項または宅造法第１８条第１項の規定による検査をい

う。 
（検査の方法） 
第３条 前条の検査は、「開発事業等に係る工事検査の実施方法」により工事が開発許可等の内

容に適合しているかどうかについて検査するものとする。 
２ 開発事業等に係る工事のうち公共施設等の検査については、前項に定めるもののほか、当該

公共施設等を管理することとなる者（以下「公共施設等管理者」という。）の定める工事検査

の方法により、その適否を検査するものとする。 
（検査員） 

第４条 検査員は、開発調整課および各公共施設等管理部署の担当職員とする。 
（検査結果の通知等） 

第５条 検査員は、検査を終了したときは、すみやかにその結果を「開発（宅造）許可工事完

了検査調書」（以下「検査調書」という。）により通知するものとする。 
２ 検査員は、第３条の検査により工事が許可の内容に適合していないと認めたときは、検査

調書の指示事項により、工事等の手直しを指示するものとする。 



  - 300 - 

３ 事業者は、前項の工事の手直しが完了したときは、「工事完了検査是正報告書」（以下「是

正報告書」という。）（様式－検１）を市長に提出しなければならない。  
（工事完了検査済証の交付） 
第６条 市長は、完了検査の結果、工事が開発許可の内容に適合すると認められたときは、事業

者に工事の検査済証を交付するものとする。 
附 則 

この要領は、平成２２年４月２７日から施行する。 
附 則 

この要領は、平成２３年４月 １日から施行する。 
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平成２４年７月１日改正 

別記 

開発事業等に係る工事の完了届から検査済証の交付まで 

 工事が完了し、つぎの工事完了届けまたは検査申請書を提出する際は、あらかじめ書類に不備等が無い

ことを再度確認して下さい。 

 

１ 都市計画法第３６条に基づくもの 

 【手順１】完了届出書を提出する。（提出先：開発調整課） 

      注意事項  開発調整課担当職員において、届出書類に不備等が無いことを確認したうえで 

           日付を記入すること。 

 

                     

     開発調整課より各公共施設等管理者へ工事の完了検査を依頼する。 

     （検査依頼が完了したら担当より連絡する。） 

 

                                         ・工事写真（Ａ４版）：各公共施設等を含む全ての工種 

                                         ・確定測量図 × ２部 

                 ＋                  ＋     （作成日および作成者（押印）の記載のあるもの） 

                                         ・施工管理及び品質管理に関する資料（写し） 

                                         ・自主検査報告書（様式－検３） 

開発調整課分 １部 

様式２２ 

 

工事完了届出書 

様式２３ 

公共施設 

工事完了届出書 

 

３ 工事を完了した 

  公共施設等 

全ての施設を記載する 

 

 

 

                       ・工事写真（Ａ４版）：各公共施設等に関するもの 

                  ＋    ・確定測量図 （作成日および作成者（押印）の記載のあるもの） × １部 

                       ・各公共施設等管理者の求める施工管理及び品質管理に関する資料（原本） 

                       ・その他公共施設等管理者の求めるもの 「下水道台帳」（下水道管理課）など 

様式２３ 

公共施設 

工事完了届出書 

３ 工事を完了した 

  公共施設等 

管理者ごとの施設を記

載する 

公共施設等管理者分 各１部 

用地の帰属があるもの 

道路、児童遊園地など法第３２条協議の

公共施設等の種類を全て記載する 

管理者ごとに必要な

ものを作成する 
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 【手順２】各施設管理者および開発調整課と検査実施日を決める。 

      注意事項  事業者等において、先ず各施設管理者と検査実施日を確定し、その日程を開発 

           調整課へ報告すること。 

            その結果、開発調整課の検査は各施設管理者の検査終了後に実施することとす           

る。 

            また、開発調整課の検査を実施する日までに、ガス・水道施設に係る工事の完           

了検査および他法令等の処理を終えておくこと。 

 

 【手順３】検査（手直し指示がある場合の再検査も含む）を終了したら、都市計画法第３９条に基づく

公共施設等の移管手続き（移管に必要な書類の提出）を行うこと。 

      注意事項  各施設ごとに完了検査と並行して移管手続きを行うことが出来るものは、 

           管理者の指示に従い行うこと。 

 

                     

     移管手続き完了後、各公共施設等管理者より開発調整課に検査回答書による通知がある。 

 

 

     開発調整課の検査に合格し、各公共施設等管理者の検査回答書が出揃ったら、開発調整課より 

     事業者あてに検査済証の交付を行う。 

 

 

     開発調整課より事業者あてに完了公告日を報告する。（大津市役所本館掲示板） 
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２ 宅地造成等法第１３条に基づくもの 

 

 【手順１】検査申請書を申請する。（提出先：開発調整課） 

      注意事項  開発調整課担当職員において、届出書類に不備等が無いことを確認したうえで 

           日付を記入すること。 

 

 

 【手順２】開発調整課と検査実施日を決める。 

      注意事項  雨水排水の放流先に係る工事、汚水桝の設置工事、水道およびガスの引込みに 

           係る工事等他の法令に基づく承認工事がある場合は、これらの完了検査で手直し 

           があった場合に、本件許可の工事に影響があることも考えられるため、当該検査 

           の実施日までにそれぞれの許可権者による完了検査を受けておくこと。 

 

 

                     

 

     検査に合格したら、開発調整課より事業者あてに検査済証の交付を行う。 

 

 

                       ・工事写真（Ａ４版）：宅地造成に係るもの 

                  ＋    ・確定測量図 （作成日および作成者（押印）の記載のあるもの） × １部 

                       ・施工管理及び品質管理に関する資料（写し） 

                       ・自主検査報告書（様式－検３） 

様式５６ 

 

工事完了検査 

申請書 

開発調整課分 １部 
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 ２ 大津市開発事業等工事写真整備要領 

 

大津市開発事業等工事写真整備要領 

１ 目 的 

    この要領は、都市計画法第３６条及び宅地造成等規制法第１３条に規定する工事の検査等

に係る工事写真の整備に関する事項を定める。 

２ 工事写真の種類及び管理 

  （１）工事写真の種類 

   ① 着手前及び完成写真 

   ② 施工状況写真 

   ③ 材料検収写真 

   ④ 品質管理写真 

   ⑤ 出来形管理写真 

   ⑥ 安全管理 

   ⑦ 災害写真  

   ⑧ その他（地下埋設物、公害、環境、補償等） 

  （２）工事写真の管理 

     工事写真は、施工管理の手段として、各工事の施工段階および工事完成後明視できない

箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害等を判断するものであるから、

これらを写真撮影する場合には慎重かつ適正に行うものとし、一連の施工状況が判るよう

に整理しなければならない。 

     なお、工事写真は宅地造成および各公共施設等の目的用途別でそれぞれの工種（構造形

式）ごとに分けて管理すること。 

   ① 工事着手前および完成写真 

    ア）開発区域全体の状況がわかるように撮影すること。 

      （１枚に収まらない場合は継ぎ写真にするなど工夫すること。） 

イ） 着手前と完成時が対比できるよう同一位置から撮影すること。 

 

 ② 施工状況写真 

    ア）各工事に規定される手順に基づき施工状況および段階完了状況、工事材料の使用状況

など撮影目的を十分に理解したうえで撮影すること。 

    イ）測点や周囲の地形地物を背景に入れて目的物の位置が判るように工夫すること。 

   ③ 材料検収写真 

    ア）完成後に数量、形状および寸法が確認できないものについては、現場搬入時に必ず検

収写真を撮影すること。 

    イ）製品に規格およびＪＩＳマーク等の表示を有するものは、それが判別できるように撮

影すること。（その他、大臣認定品、製造年月日等） 
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   ④ 品質管理写真 

     設計内容を十分に理解し、目的に合致した品質管理試験または測定の写真を撮影するこ

と。 

   ⑤ 出来形管理写真 

    ア）工事検査時において設計図書と容易に照合ができるよう、目的物の位置および測点、

目盛り等撮影すること。 

    イ）各出来形の撮影にあたっては、出来上がり寸法等が判明できるよう、箱尺やポールな

どを使用して撮影すること。 

    ウ）各出来形の撮影にあたっては、工事名、工種、撮影年月日、位置（測点）、設計略図お

よび寸法等記載された標示板とともに撮影すること。なお、設計略図等内容は、設計図

書と整合させること。 

   ⑥ 安全管理写真 

     標識等の設置状況および交通誘導員等配置状況写真は、万が一、事故が発生した場合に

原因調査資料および安全管理状況の証拠資料となるので、実施段階に応じて撮影すること。 

   ⑦ 災害写真 

     工事中に災害を受けた場合は、その被災状況（位置、規模等）が判明するように撮影す

ること。 

   ⑧ その他（地下埋設物、公害、環境、補償等） 

     工事中の振動による周辺建築物のひび割れ、造成による井戸水の枯渇等工事施行に起因

して事後に補償問題が発生する場合を想定し、相当範囲の事物および事象において施工前

の状況を撮影しておく等事後の問題解決に備えること。 

３ 撮影基準 

    開発事業等に係る工事の撮影基準は次の図書を参考にすること。 

  （１）宅地造成に関する工事写真は、「宅地防災マニュアルの解説」（編集宅地防災研究会、平

成１９年１２月５日）を参考にするもののほか、宅地造成工事の代表的な工種は、表－１

に留意して撮影すること。 

  （２）各公共施設等に関する工事写真は、「一般土木工事等工事必携」（監修滋賀県、平成１６

年１２月）および各管理者の指示する基準に従い撮影すること。 

４ 工事写真の整理 

 （１） 着工から完成までを工種（構造形式）ごとに工程の順に整理すること。なお、事業者は、

宅地造成に関して区画ごとに品質を証明する必要があるため、工事写真は分けて整理し、

原本は大切に保有しておくこと。 

  （２）検査の実施にあたり、工事写真は次の写真帳に整理し提出すること。 

   ① 台紙の大きさはＡ４判とし、表紙には許可番号等工事名、工事場所、施行者名を記入す

ること。 

   ② 工事写真に説明を要するものには、文字や図などで説明を付けること。 

   ③ インディックスを付して写真の項目を明示すること。 
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附 則 
この要領は、平成２２年４月２７日から施行する。 

附 則 
この要領は、平成２３年４月 １日から施行する。 
 
 

表－１ 

撮影対象 内 容 撮影のポイント 

全 景 工事着手前・完成後の全景 ・着手前と完成後で対比できるもの 

宅地および施設等目的ごとの

全景 

土 工 表土等不良土の除去処理状況 ・残土搬出先等の処理が確認できるもの 

撤去構造物の処理状況 ・産業廃棄物（許可処理業者）の搬出先等の処理が確

認できるもの 

地盤改良状況 ・設計内容（範囲、深さ、セメント配合量等）と整合

していることが確認できるもの 

浸出水等地下排水工の施工状

況 

・浸出水の状況が確認できるもの 

・材質、径、敷設（位置、延長）が確認できるもの 

盛土前の段切り施工状況 ・勾配が１５度（約１:４．０）程度以上の傾斜地盤

の場合 

盛土材料の敷均し状況 ・１層あたりの敷均し厚さはおおむね０．３０ｍ以 

下（捲出し厚さを丁張で管理）とする 

盛土材料の締固め状況 ・土質、規模に応じた締固め機械が確認できるもの 

盛土内排水層の施工状況 ・材質、径、敷設（位置、延長）が確認できるもの 

切土および盛土のり面の施工

状況 

・切土のり面の浮石除去が確認できるもの 

・盛土のり面の整形状況が確認できるもの 

・のり長およびのり勾配が確認できるもの 

・設計内容（種別、範囲等）と整合したのり面保護工

であることが確認できるもの 

擁 壁 工 

 

 

 

 

 

 

丁張設置および床堀状況 ・基礎底面の状況が確認できるもの 

基礎工の施工状況 ・材質、幅、厚さが確認できるもの 

 （練積み造擁壁は規格寸法を計測） 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造の配筋状況 ・擁壁タイプごとに、組立完了全景および鉄筋間隔・

継手長・定着長等組み立てが確認できるもの 

・鉄筋種別ごとに使用鉄筋の規格（ＳＤ３４５など）、

径等仕様が確認できるもの（ノギス使用） 

 型枠の施工状況 ・鉄筋コンクリート造の場合、所定の鉄筋かぶりが確

保できていることが確認できるもの 

・伸縮目地等の設置が確認できるもの 

生ｺﾝｸﾘｰﾄの打設状況 ・バイブレーター等による適切な締固めが確認できる

もの 

・打設日を分けて打ち継ぐ場合、打継目において適切

な処理（レイタンス除去等）が確認できるもの 

・コンクリート打設後の打設時期に応じた適切な養生

状況が確認できるもの 
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撮影対象 内 容 撮影のポイント 

擁 壁 工 躯体の出来形寸法 ・擁壁タイプごとに、出来形全景、構造図と対比した

寸法が確認できるもの 
・セパ穴処理（埋め）が確認できるもの 
・水抜き穴の配置状況、径が確認できるもの 
【練積み造擁壁】 

・のり長およびのり勾配が確認できるもの 
【二次製品】 
・使用タイプごとに、設置完了全景、設計内容と整合

したメーカー、寸法が確認できるもの 
・適切な施工（敷きﾓﾙﾀﾙの設置等）が確認できるもの 

裏込め材等の施工状況 ・止水コンクリートの幅、厚さが確認できるもの 
・栗石等透水層の厚さ、天端からの下がり寸法が確認

できるもの 
・透水マット使用の場合は、擁壁用透水マット技術マニ

ュアル 

 （社団法人全国宅地擁壁技術協会）に基づく適切 
 な施工（全景、詳細）が確認できるもの 
【練積み造擁壁】 

・構造図と対比して胴込めおよび裏込めコンクリート、透 

 水層の厚み等寸法が確認できるもの 

埋戻しの施工状況 ・適切な締固め方法、締固め機械が確認できるもの 
・１層あたりの締固め厚さはおおむね０．３０ｍ以 
 下（捲出し厚さをマーキング）とする 
・展開図等の設計値と対比して見え高さ寸法が確認 
 できるもの 

その他 ・コーナー部の補強についても一般部と同様に撮影す

ること 
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Ⅲ 事務処理フロー 

１ 大津市開発許可事務処理フロー 

 １ 大津市開発許可事務処理フロー                平成２９年９月１日改正 


