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○城里町土地開発事業の適正化に関する条例施行規則 

平成17年２月１日 

規則第110号 

改正 平成25年３月27日規則第６号 

平成25年３月29日規則第20号 

平成27年３月31日規則第14号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，城里町土地開発事業の適正化に関する条例（平成17年城里町条例第

129号。以下「条例」という。）の施行に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（規則で定める公共的団体） 

第２条 条例第３条第１号の規定による規則で定める公共的団体は，独立行政法人都市再生

機構，独立行政法人中小企業基盤整備機構，独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構，独立行政法人環境再生保全機構，独立行政法人労働者保健福祉機構，独立行政法人水

資源機構，茨城県住宅供給公社，茨城県道路公社，茨城県農林振興公社，茨城県教育財団

又は茨城県開発公社とする。 

（適用除外の土地開発事業） 

第３条 条例第３条第５号の規定による規則で定めるものは，農産物，林産物又は水産物の

生産又は集荷の用に供する目的で行う農地の集団化，農林用地の造成，土地改良，養殖池

の造成及び道路の造成並びにこれらに類するもの（土地開発事業への土砂の供給を兼ねる

ものを除く。）で次に掲げる者が行う土地開発事業とする。 

(1) 農地法（昭和27年法律第229号）第２条第３項に規定する農業生産法人及び第２条

の２に規定する所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者 

(2) 農地法第３条第１項第13号に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化

団体 

(3) 農業協同組合法（昭和22年法律第132号）第４条に規定する農業協同組合又は同連

合会 

(4) 森林組合法（昭和53年法律第36号）第３条に規定する森林組合又は同連合会 

(5) 水産業協同組合法（昭和23年法律第242号）第２条に規定する漁業協同組合，漁業

生産組合又は漁業協同組合連合会 

(6) 土地改良法（昭和24年法律第195号）第５条に規定する土地改良区 

(7) 国又は地方公共団体の補助又は融資事業により土地開発事業を施行する者 
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２ 条例第３条第８号の規定による規則で定めるものは，次に掲げる土地開発事業とする。 

(1) 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条に規定する社会福祉事業の用に供する目

的で行う土地開発事業 

(2) 病院その他の医療機関が医療事業の用に供する目的で行う土地開発事業 

(3) 社会教育の用に供する目的で行う土地開発事業 

(4) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校の用に供する目的で行う

土地開発事業 

(5) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18

年法律第77号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園の用に供する目的で

行う土地開発事業 

(6) 鉄軌道及び駅前広場の用に供する目的で行う土地開発事業 

(7) 電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第120条第１項に規定する認定電気通信事

業者又はガス事業法（昭和29年法律第51号）第２条第13項に規定するガス工作物の用

に供する目的で行う土地開発事業 

(8) 道路運送法（昭和26年法律第183号）第３条第１号イの一般乗合旅客自動車運送事

業若しくは貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第２条第２項の一般貨物自

動車運送事業又は自動車ターミナル法（昭和34年法律第136号）第２条第５項に規定す

る一般自動車ターミナルの用に供する目的で行う土地開発事業 

(9) 郵便事業の用に供する目的で行う土地開発事業 

(10) 電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条第１項第９号に規定する電気事業の用

に供する目的で行う土地開発事業 

(11) 放送法（昭和25年法律第132号）による放送事業の用に供する目的で行う土地開発

事業 

（土提供の届出） 

第４条 条例第５条に規定する届出は，土提供届出書（様式第１号）によるものとする。 

（協議申出書） 

第５条 条例第６条第２項の規定による協議申出書は，様式第２号によるものとする。 

２ 条例第６条第２項の規定による規則で定める図書は，次に掲げるものとする。 

(1) 開発区域位置図 

(2) 土地利用現況図（区域及び区域内の地形，地目並びに区域周辺の道路，河川，水路

等を明示） 
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(3) 土地利用計画図（施設配置を明示） 

(4) 緑地計画図（跡地利用を明示） 

(5) 土採取に係る土地の実測平面図 

(6) 取付道路計画図 

(7) 給排水計画図 

(8) 土の搬出経路図（採取場から国道又は県道までへの経路） 

(9) その他必要な図面で指示するもの 

３ 前項に掲げる図書は，600分の１から１万分の１の縮尺のうちで別に指示する縮尺とす

る。 

（同意等の通知） 

第６条 条例第７条第３項に規定する通知は，協議通知書（様式第３号）によるものとする。 

（確認申請書） 

第７条 条例第10条第２項の規定による確認申請書は，設計確認申請書（様式第４号）に

よるものとする。 

２ 条例第10条第２項の規定による規則で定める図書は，次に掲げるものとする。 

(1) 設計説明書（様式第５号） 

(2) 土採取計画書（様式第６号） 

(3) 土地開発事業施行の同意書（様式第７号） 

(4) 開発区域位置図 

(5) 開発区域図 

(6) 土地利用計画図（施設配置図） 

(7) 緑化計画図（跡地利用計画図） 

(8) 計画平面図 

(9) 計画断面図 

(10) 給水計画図 

(11) 排水計画図 

(12) 消防水利図 

(13) 擁壁の断面及び構造図 

(14) 開発区域に含まれる土地の公図写し及び登記簿抄本 

(15) その他必要と認める図書で指示するもの 

３ 前項第４号から第14号までに掲げる図面は，別表のとおりとする。 
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（確認の通知） 

第８条 条例第10条第３項の規定による通知は，設計確認通知書（様式第８号）によるも

のとする。 

（変更確認申請書） 

第９条 条例第12条第１項の規定による設計変更の確認申請書は，設計変更確認申請書（様

式第９号）によるものとする。 

（軽微な変更） 

第10条 条例第12条第１項ただし書の規定による規則で定める軽微な変更は，次に掲げる

ものとする。 

(1) 開発区域内の境界又は道路，広場，排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更 

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更 

（同意等の通知） 

第11条 条例第12条第２項において準用する条例第10条第３項の規定による通知は，設計

変更確認通知書（様式第10号）によるものとする。 

（変更の届出） 

第12条 条例第14条各号に規定する届出は，届出書（様式第11号）によるものとする。 

（完了届出書等） 

第13条 条例第15条第１項の規定による規則で定める届出は，工事完了届出書（様式第12

号）によるものとする。 

２ 前項の規定による届出には，次に掲げる図面を添付するものとする。 

(1) 開発区域に含まれる土地の公図写し 

(2) 計画平面図 

(3) 排水計画平面図 

（検査済証） 

第14条 条例第15条第２項の規定による検査済証は，様式第13号によるものとする。 

（立入検査証） 

第15条 条例第17条第２項の規定による証票は，立入検査証（様式第14号）によるものと

する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成17年２月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに，合併前の常北町土地開発事業の適正化に関する条例

施行規則（昭和48年常北町規則第７号）又は桂村土地開発事業の適正化に関する条例施

行規則（平成７年桂村規則第３号）の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，そ

れぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成25年規則第６号） 

この規則は，平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年規則第20号） 

この規則は，平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年規則第14号） 

この規則は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律の

一部を改正する法律（平成24年法律第66号）の施行の日（平成27年４月１日）から施行す

る。 

別表（第７条関係） 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 

開発区域位置図 開発区域外の道路機能及び排水放流先の状況が判断しう

る開発区域の位置 

1／3,000～1／

10,000 

開発区域図 開発区域及びその周辺地域における市町村境界，市町村区

域内の字界，土地の地番及び形状 

1／600以上 

土地利用計画図

（施設配置図） 

開発区域の境界，区域内の樹林地，緑地（コース），建物

及び関連施設の配置（位置，形状，規模，名称）並びにそ

れらの敷地の形状 

1／600以上 

緑化計画図 

（跡地利用計画

図） 

開発区域の境界，伐採した樹林地の名称，位置，規模，形

状及び緑地，樹林の配置（種類，形状，規模，位置及び名

称）並びに植生回復の方法 

1／600以上 

計画平面図 開発区域の境界，切土又は盛土する土地の部分，がけ又は

擁壁の位置及び道路の配置（位置，形状，幅員及び勾配） 

1／600以上 

計画断面図 切土又は盛土する前後の地盤，道路の構造並びに縦断面及

び横断面（コースごとに） 

1／100以上 

給水計画図 給水施設の位置，形状内のり寸法及び取水方法 1／600以上 

排水計画図 排水計画基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界，排1／600以上 
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水施設の配置（位置，種類，排水処理機構，規模，材料形

状内のり寸法，勾配，水の流れの方向，吐口の位置，その

放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況） 

擁壁の断面及び

構造図 

擁壁の寸法及び勾配，擁壁の材料の種類及び寸法，透水層

の位置及び高さ，水抜穴の位置及び材料並びに内径，基礎

地盤の土質並びに基礎杭の位置，材料及び寸法 

1／20以上 

土地の公図写 開発区域及びその周辺の地域，開発区域の境界，公道及び

水路 

1／600以上 
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様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（その１）（第５条関係） 

様式第２号（その２）（第５条関係） 

様式第２号（その３）（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第７条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第７条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

様式第９号（第９条関係） 

様式第10号（第11条関係） 

様式第11号（第12条関係） 

様式第12号（第13条関係） 

様式第13号（第14条関係） 

様式第14号（第15条関係） 

 


