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 第１章 総則  

 （目的）  

第１条 この要綱は、市政の基本構想に基づき、宅地開発事業を行う者に

都市づくりの理解と公共公益施設の整備等に関する協力を要請し、もっ

て袖ケ浦市における無秩序な宅地開発事業の防止を図り、「みんなでつく

る 人つどい  緑かがやく  安心のまち  袖ケ浦」の推進に寄与するこ

とを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において「宅地開発事業」とは、次に掲げるものをいう。  

(1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第            

  ２９条の許可を必要とする開発行為  

 (2) 地階を除く階数が２以下の戸建住宅を建て売りし、又は賃貸借する

ために行う住宅の建築行為で４戸以上のもの  

 (3) 共同住宅等の建築行為  

 (4) 地上３階以上の建築物の建築行為（工業専用地域及び工業地域内の
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建築物の建築を除く。）  

 (5) 同一事業者又は複数の異なった事業者がほぼ同一時期（建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の道路位置の指

定を行うものはその指定の日から、道路位置の指定を伴わないものは

最初の建築確認の日から起算して１年以内をいう。）に一団とみなさ

れる区域において行う開発行為又は建築行為で第１号又は第２号の

規模となるもの  

 (6) 市街化区域内の５００平方メートル以上の一団の土地において、開

発行為を伴わずに行う土地の分割行為  

 (7) スーパー、コンビニエンスストア、ファミリーレストランその他こ

れらに類する商業施設の建築行為 

(8) 医療施設及び社会福祉施設の建築行為  

２ この要綱において「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う土地の区画形質の変更をいう。  

３ この要綱において「開発区域」とは、開発行為を行う土地の区域をい

う。 

４ この要綱において「事業者」とは、宅地開発事業の施行主体をいう。  

５ この要綱において「工事施行者」とは、宅地開発事業に係る工事の請

負人又は請負契約によらないで、自ら工事を施行する者をいう。  

６ この要綱において「公共施設」とは、道路、公園、下水道、緑地、広

場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいう。  

７ この要綱において「公益施設」とは、教育施設、医療施設、官公庁施

設、購買施設、交通施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設その他の施設

で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。  

８ この要綱において「共同住宅等」とは、建築基準法第２条第１項第２

号に規定する特殊建築物のうち、共同住宅、寄宿舎、下宿その他これら

に類する用途に供する建築物及び長屋形式の建築物をいう。  

９ この要綱において「農住調和地」とは、市街化区域（工業専用地域及



  

 - 3 - 

び地区計画により住宅の建築ができない地域を除く。）から１．１キロメ

ートル範囲内の市街化調整区域で、法第３４条及び千葉県の都市計画法

に基づく開発行為等の基準に関する条例（平成１３年条例第３８号）に

基づき開発行為が可能な土地の区域をいう。  

 （適用対象）  

第３条 この要綱は、本市内における宅地開発事業及び千葉県宅地開発事

業指導要綱（昭和５０年千葉県制定。以下「県指導要綱」という。）の対

象となるものについて適用する。  

２ その他市長が必要と認めた宅地開発事業については、この要綱を適用

する。  

 （事前協議）  

第４条 事業者は、第２条又は前条に規定する宅地開発事業を行おうとす

るときは、袖ケ浦市宅地開発事業事前協議申請書（様式第１号）に、市

長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。ただし、県指

導要綱に基づく大規模宅地開発及び自己の居住の用に供する建築物の建

築にあっては、この限りでない。  

２ 前項の規定により申請した申請書の内容を変更する場合は、袖ケ浦市

宅地開発事業事前協議変更申請書（様式第２号）により、市長に申請し

なければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認めたときは、

袖ケ浦市宅地開発事業事前協議変更届出書（様式第３号）により届け出

るものとし、変更申請書の提出は要さないものとする。  

３ 事業者は、第１項又は前項の申請を行おうとするときは、必要な事項

について、計画図等を用いて事前に各担当課等と協議し、その協議結果

を記載した報告書を、併せて提出しなければならない。ただし、開発区

域の面積が１ヘクタールを超える開発行為にあっては、協議の前に各担

当課等に事前説明会を行うものとする。 

 （協定）  

第５条 市長は、前条第１項又は第２項の申請を受理したときは、その内
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容を審査し、その結果に基づいて宅地開発事業の協議が整ったときは、

事業者と協定を締結するものとする。  

２ 前項の協定を締結した日から起算して１年以内に法第２９条による許

可申請（法第２９条の許可を要しない建築物の建築にあっては、建築基

準法第６条第１項の規定による建築確認の申請）をしない場合（第２条

第１項第６号の規定に該当するものを除く。）は、原則として当該協定は、

その効力を失うものとする。  

   第２章  事業者の責務  

 （標識の設置）  

第６条   事業者は、宅地開発事業の面積が３，０００平方メートル以上の   

場合は、近隣居住者及び近隣農地の所有者又は営農者（以下「近隣居住

者等」という。）に計画の内容を周知するため、宅地開発事業区域内で道

路に面する見やすい場所に別に定める標識を設置しなければならない。  

２ 事業者は、前項の標識に記載された事項について近隣居住者等から説

明を求められた場合は、誠意をもって説明しなければならない。  

 （近隣居住者への説明及び報告）  

第７条 事業者は、農住調和地において宅地開発事業を行う場合は、近隣

居住者等に対し、文書その他の方法により開発計画等の説明を行い、後

日紛争が生じないよう努めなければならない。この場合において、市長

が必要と認める場合、又は近隣居住者等の求めに応じ、区等自治会に対

しても説明を行うものとする。  

２ 事業者は、前項の規定により行った説明及び措置を、近隣居住者等説

明報告書（様式第４号）により市長に報告しなければならない。  

 （隣接地権者への説明等）  

第８条 事業者は、宅地開発事業の区域に隣接する地権者に対してあらか

じめ当該計画を説明し、かつ、境界確認書の取交し等を行わなければな

らない。  

   第３章  宅地開発事業の基本的基準  
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 （関係法令等及び基本構想への適合）  

第９条 宅地開発事業は、関係法令等に適合し、かつ、本市の基本構想、

都市計画マスタープラン、農業振興地域整備計画その他諸計画に即する

ものでなければならない。  

２ 宅地開発事業は、開発区域の周辺における自然環境及び住居環境に配

慮し、かつ、公共施設並びに公益施設（以下「公共公益施設」という。）

の整備状況に留意したものでなければならない。  

３ 事業者は、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地等が環境

の保全、災害の防止、通行の安全又は利用上支障がない規模及び構造の

ものであって、かつ、それらが適切に配置された開発計画を策定しなけ

ればならない。  

 （防災対策）  

第１０条  事業者及び工事施行者は、宅地開発事業の施行に当たっては、

次に掲げる事項を遵守しなければならない。   

 (1) 宅地開発事業の区域及びその周辺地域の地形、地質、過去の災害の

状況等を事前に十分調査し、排水、出水、浸水、がけ崩れ及び土砂の

流出その他宅地開発事業に起因する災害の防止に万全の措置を講じ

なければならない。  

 (2) 宅地開発事業により、日影、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地

盤沈下、悪臭及び電波障害を発生させ、周辺住民の健康又は生活環境

に被害を及ぼすことのないよう適当な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、前項第１号及び第２号の事項について必要な場合は、関係  

図書を提出し、市長と協議しなければならない。  

３ 事業者は、宅地開発事業に起因する災害及び被害が発生したときは、

事業者の責任において直ちに適切な措置を講じ、かつ、市長に報告しな

ければならない。  

 （周辺環境の保持）  

第１０条の２  事業者は、農住調和地で宅地開発事業を行う場合は、周辺
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農地等の環境に特に影響を与えないよう計画しなければならない。  

 （最低宅地面積の確保）  

第１１条  事業者は、宅地開発事業の施行に当たっては、原則として１宅

地当たりの面積を１６５平方メートル以上（私道を除く。）確保しなけれ

ばならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、農住調和地で宅地開発事業を行う場合は、

周辺環境との調和を図るため、１宅地当たりの面積を２００平方メート

ル以上（私道を除く。）確保しなければならない。  

 （宅地の分割及び建築に関する規制）  

第１２条  事業者は、法第３６条第３項の開発行為工事完了の公告後、原

則として敷地の区画を変更し、又は予定建築物以外の建築をしてはなら

ない。  

２ 事業者は、建築物及び宅地の売買等に当たっては、前項の規定につい

て宅地建物取引士をして宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）

第３５条第１項の規定による重要事項を記載した書面に表示させなけれ

ばならない。  

 （人口計画）  

第１３条  事業者は、開発区域内の人口を、戸建住宅にあっては１宅地に

つき４人とし、算出するものとする。ただし、公共公益施設整備の状況

等により人口計画において制約が起こり得る場合は、別に市長と協議す

るものとする。  

 （店舗計画）  

第１４条  事業者は、大規模小売店舗（一の建物であって、その建物内の

店舗面積の合計が１，０００平方メートルを超えるもの）を新設（建物

の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更す

ることにより当該建物となる場合を含む。）するときは、大規模小売店舗

立地法（平成１０年法律第９１号）及び千葉県大規模小売店舗立地法運

用要綱（平成１２年千葉県制定）を遵守しなければならない。  
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   第４章  環境保全  

 （公害防止）  

第１５条  事業者は、宅地開発事業の施行に当たっては、公害防止関係法

令及び袖ケ浦市環境条例（平成１１年条例第２１号）を遵守しなければ

ならない。  

 （土砂等の埋立て）  

第１５条の２ 事業者は、宅地開発事業の施行に伴い土砂等の埋立てを行

う場合は、その区域の面積が３，０００平方メートル以上の場合は、千

葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する

条例（平成９年千葉県条例第１２号）、３００平方メートル以上３，００

０平方メートル未満の場合は、袖ケ浦市土砂等の埋立て等による土壌の

汚染及び災害の発生の防止に関する条例（平成９年条例第２４号）を遵

守しなければならない。  

２ 事業者は、宅地開発事業の施行に伴い、再生土の埋立て等を行う場合

は、千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例（平成３０年千葉県

条例第４５号）を遵守しなければならない。  

 （緑地の保全及び緑化の推進）  

第１６条  事業者は、宅地開発事業の施行に当たっては、自然環境を守る

ためできる限り既存樹木の保全等自然の保護に配慮し、かつ、積極的に

緑化の推進に努めなければならない。  

２ 事業者は、袖ケ浦市緑の保全及び推進に関する条例（昭和４９年条例

第３２号）第１０条第２項の規定により市長から緑地保存協定の要請が

あったときは、これに応じなければならない。  

３ 事業者は、第１項及び前項に定めるもののほか、農住調和地で宅地開

発事業を行う場合は、周辺環境との調和を図るため１宅地当たりの緑化

率を６パーセント以上確保するよう努めるものとする。この場合におい

て、緑化率は、生垣、宅地内の中低木の葉張り、芝生等地被類、花壇及

び家庭菜園の宅地に占める割合とする。  
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 （農業用水の保全）  

第１７条  事業者は、宅地開発事業の施行によりかんがい用水を汚染しな

いよう諸施設を設けるものとし、合併処理浄化槽を設置する場合は、処

理水を農業用水路に直接放流しないよう努めなければならない。この場

合において、処理水をやむを得ず直接放流するときは、当該農業用水を

利水する営農者等に説明しなければならない。  

２ 事業者は、市長が必要と認めるときは、かんがい用水の管理者等の同

意を得なければならない。  

３ 事業者は、宅地開発事業により、かんがい用水源が枯渇するおそれが

ある場合は、農業用水を保全するため、貯水施設の設置等の保全策を講

じなければならない。  

４ 事業者は、排水の放流先水路等が土地改良区の管轄する水路等の流域

に含まれる場合は、当該土地改良区と協議するものとする。  

 （合併処理浄化槽の設置）  

第１８条  事業者は、宅地開発事業の施行に当たり、公共下水道に接続す

る場合を除き、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）及び千葉県浄化槽

取扱指導要綱（昭和６０年千葉県制定）に基づき合併処理浄化槽を設置

し、し尿等の適切な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に

寄与しなければならない。  

 （文化財の保護）  

第１９条  事業者は、遺跡の保護を図るため、宅地開発事業を計画する区

域内における埋蔵文化財の所在の有無について、市教育委員会に照会し

なければならない。  

２ 事業者は、宅地開発事業の区域内に文化財が所在する場合、又は工事

中において新たに埋蔵文化財等を発見した場合は、直ちに工事を中止し、

及びその現状を変えることなくその取扱いについて市教育委員会及び千

葉県教育委員会と協議しなければならない。  

   第５章  公共施設  



  

 - 9 - 

 （都市計画施設の整備）  

第２０条  事業者は、宅地開発事業の区域内において都市計画決定され、

又は市が新設若しくは改良計画を定めている公共施設がある場合は、そ

の計画に基づいて用地を確保し、かつ、整備を要する場合は、整備しな

ければならない。ただし、この用地の負担が宅地開発事業の規模に比べ

著しく高いときは、市長と協議することができる。  

 （道路）  

第２１条  事業者は、宅地開発事業に係る道路計画にあっては、市の道路

整備計画との整合を図り袖ケ浦市市道の構造の技術的基準を定める条例

（平成２５年条例第１０号）及び袖ケ浦市宅地開発整備基準（平成５年

制定。以下「整備基準」という。）に従ってこれを整備し、原則として市

に無償で帰属しなければならない。  

 （公園等）  

第２２条  事業者は、開発区域の面積が３，０００平方メートル以上の場

合は、同面積の３パーセント以上（宅地開発事業の面積が５ヘクタール

以上の場合は、別に協議しなければならない。）の面積の公園、緑地又は

広場（以下「公園等」という。）を設けなければならない。ただし、開発

区域の周辺に相当規模の公園等が存する場合又は予定建築物の用途が住

宅以外の場合等については、市長と協議するものとする。  

２ 事業者は、前項の規定により公園等を設置する場合において、その開

発区域の面積が、６，０００平方メートル未満の開発行為については、

前項の規定にかかわらず、公園等の面積を１８０平方メートル以上とす

るよう努めるものとする。  

３ 事業者は、この要綱と整備基準に従い整備した公園等を、原則として

市に無償で帰属するものとする。ただし、その公園等の面積が１８０平

方メートル未満の場合又は協定によりその公園等の管理者について特段

の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。  

第２３条  削除 
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 （消防水利）  

第２４条  事業者は、宅地開発事業の規模、予定建築物の用途等を勘案し

て、必要な消防水利施設を市消防長と協議の上、設置しなければならな

い。ただし、消防水利施設のうち消火栓を設置する場合は、かずさ水道

広域連合企業団広域連合企業長（次条において「企業長」という。）に協

議しなければならない。  

２ 事業者は、消防水利施設の設置に当たっては、整備基準を遵守しなけ

ればならない。  

３ 事業者は、消防水利施設を設けた場合は、その施設及び用地を、市消

防長と協議し、原則として市に無償で帰属するものとする。  

 （上水道）  

第２５条  事業者は、原則としてかずさ水道広域連合企業団から給水を受

けなければならない。この場合において、企業長と必要な協議をしなけ

ればならない。  

２ 事業者は、前項の規定にかかわらず、飲料水の水源として、やむを得

ず地下水を暫定的に利用する場合にあっては、水道法（昭和３２年法律

第１７７号）並びに千葉県環境保全条例（平成７年千葉県条例第３号）、

君津郡市広域市町村圏事務組合小規模水道条例（平成２５年君津郡市広

域市町村圏事務組合条例第１号）及び袖ケ浦市環境条例に基づき事前に

協議しなければならない。  

 （排水施設等）  

第２６条  事業者は、宅地開発事業の区域内で発生する排水及び区域外か

ら流入する排水を有効に排出し、かつ、その排水によって宅地開発事業

の区域及びその周辺の地域に溢水等による被害及び公共用水域の水質汚

濁が生じないよう排水施設を整備しなければならない。  

２ 事業者は、放流先河川又は水路等の管理者が示す基準に従って、前項

の排水施設を整備しなければならない。  

３ 事業者は、放流先の河川又は水路等の排水能力に不足が生じる場合、
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又は市街化調整区域における宅地開発事業に伴い、雨水流出量が事業前

に比べ増加する場合は、河川又は水路等の管理者と協議し、当該管理者

の示す基準に基づき事業区域内に雨水流出抑制施設を設置しなければな

らない。ただし、事業者が放流先河川又は水路等の整備を行う場合、及

び放流先の排水能力、利水の状況を勘案して排水に支障のない場合はこ

の限りでない。  

４ 事業者は、第１項の排水施設を水路、道路敷以外の土地に設置する場

合は、当該排水施設の維持管理に必要な用地を確保し、及び整備し、原

則として市に無償で帰属しなければならない。ただし、市に帰属しない

施設で、事業者において管理する施設については、別に市長と協議しな

ければならない。  

５ 宅地開発事業に伴う汚水排水は、市の汚水適正処理構想に基づき処理

するものとする。ただし、下水道事業認可区域外にあって、生活環境の

保全の観点から公共下水道に接続する場合は、下水道管理者に公共下水

道区域外流入の許可申請をするものとする。  

   第６章 公益施設  

（教育施設用地）  

第２７条  事業者は、開発区域の規模、開発区域周辺の状況を勘案し、小

学校、中学校等必要な教育施設の用地等を確保し、市へ無償で帰属しな

ければならない。この場合において、その用地等については、別に市長

と協議しなければならない。  

（社会福祉施設用地）  

第２８条  事業者は、開発区域の規模、開発区域周辺の状況を勘案し、保

育所等必要な社会福祉施設の用地等を確保し、市へ無償で帰属しなけれ

ばならない。この場合において、その用地等については、別に市長と協

議しなければならない。  

（保安施設用地）  

第２９条  事業者は、開発区域の規模、開発区域周辺の状況を勘案し、消
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防署、消防出張所、警察官派出所等必要な保安施設の用地等を確保し、

市へ無償で帰属しなければならない。この場合において、その用地等に

ついては、別に市長と協議しなければならない。  

（集会施設用地）  

第３０条  事業者は、開発区域の規模、開発区域周辺の状況を勘案し、集

会所等必要な集会施設の用地等を確保し、市へ無償で帰属しなければな

らない。この場合において、その用地等については、別に市長と協議し

なければならない。  

（医療施設用地）  

第３１条  事業者は、開発区域の規模、開発区域周辺の状況を勘案し、必

要な医療施設の用地を確保し、当該施設の誘致に努めなければならない。 

（購買施設用地）  

第３２条  事業者は、開発区域の規模、開発区域周辺の状況を勘案し、必

要な購買施設の用地を確保し、当該施設の誘致に努めなければならない。 

 （自動車の駐車施設）  

第３３条  事業者は、共同住宅等の宅地開発事業をする場合は、計画戸数

以上の台数の自家用自動車を収容できる駐車施設を宅地開発事業の区域

内に確保し、整備基準に従って整備しなければならない。ただし、市長

がやむを得ないと認めた場合については、宅地開発事業の区域外に駐車

施設を確保できるものとする。  

 （自転車の駐車施設）  

第３４条  事業者は、共同住宅等の宅地開発事業をする場合は、自転車を

収容できる駐車施設を宅地開発事業の区域内に確保し、整備基準に従っ

て整備しなければならない。  

 （共同住宅等の集会施設）  

第３５条  事業者は、共同住宅等の宅地開発事業をする場合は、その規模

が当該共同住宅等の住民が自治会を形成できる程度であるときは、整備

基準に従って、集会施設を宅地開発事業の区域内に設置しなければなら
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ない。  

 （防犯施設）  

第３６条  事業者は、居住を目的として行う宅地開発事業においては、整

備基準に従って、防犯灯を設置しなければならない。  

 （交通安全施設等） 

第３７条  事業者は、交通の安全上必要な施設等を設置しなければならな

い。この場合において、必要に応じ、警察署長及び市長と協議しなけれ

ばならない。  

 （廃棄物の処理計画）  

第３８条  事業者は、袖ケ浦市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等

に関する条例（平成５年条例第３号）に基づき廃棄物の処理について市

長と協議しなければならない。  

２ 事業者は、宅地開発事業の区域に係るごみの集積場所を、整備基準に

従って設置しなければならない。この場合において、市長と協議しなけ

ればならない。  

３ 事業者は、ごみの集積場所の用地等を原則として市に無償で帰属する

ものとする。この場合において、ごみの集積場所の維持管理は、事業者

又は利用者が行うものとする。  

 （輸送施設）  

第３９条  事業者は、開発区域の規模、開発区域周辺の状況を勘案し、開

発区域内に居住する住民の通勤、通学等に不便が生じないように、あら

かじめ輸送施設について関係者と協議を行い、必要な措置を講じなけれ

ばならない。  

   第７章  工事及び検査等 

 （工事の施行）  

第４０条  事業者は、宅地開発事業に係る工事の施行に当たっては、関係

法令、条例及び要綱等並びに協定を誠実に履行しなければならない。  

２ 事業者は、宅地開発事業に係る工事の施行に当たっては、付近の建築
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物及び施設に被害を及ぼさないよう事前に十分調査し、振動、騒音、粉

じん、交通上の支障及び工事資材の散乱等により付近の住民に迷惑をか

けないよう十分に注意しなければならない。  

 （工事の変更及び廃止）  

第４１条  事業者は、第２条第１項第１号の宅地開発事業に係る工事の内

容変更が生じたときには、原則として許可権限者の変更の許可を受けて

からでなければ当該工事に着手してはならない。また、当該工事を中止

し、又は廃止しようとするときは、速やかにその旨を許可権限者及び市

長に届け出て、かつ、必要な措置を講じなければならない。  

 （被害の補償）  

第４２条  事業者は、宅地開発事業に係る工事の施行によって住民等に被

害を生じさせたときは、遅滞なくその補償の責めを負わなければならな

い。 

 （公共施設の使用）  

第４３条  事業者は、宅地開発事業に係る工事の施行に関して、公共施設

を使用するときは、事前に当該公共施設の管理者の許可を受けなければ

ならない。  

 （工事完了の届出及び検査等）  

第４４条  事業者は、第２条第１項の宅地開発事業で、第５条第１項の協

定を締結したものに係る工事が完了したときは、工事完了届出書（様式

第５号）に市長が必要と認める書類を添えて届け出し、完了検査を受け

なければならない。ただし、第２条第１項第１号の宅地開発事業にあっ

ては、法第３６条第１項の規定による工事完了の届出及び同条第２項に

規定する検査をもってこれに代えるものとする。  

２ 事業者は、市長が必要と認めるときは、前項の完了検査の前に市長が

行う中間検査を受けなければならない。  

３ 事業者は、中間検査及び完了検査の結果、許可権限者及び市長から指

示があったときは、その指示に誠実に従わなければならない。  
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４ 市長は、工事完了届出書が提出され、完了検査の結果、当該工事に不

備がないと認め、かつ、公共公益施設並びに当該公共公益施設の用に供

する土地の管理及び帰属について市長が必要と認めた書類の提出を受け

たときは、事業者に対して、協定に基づく完了通知書（様式第６号）に

より通知するものとする。  

 （瑕疵の補修）  

第４５条  市に帰属した公共公益施設に瑕疵があったときは、市に帰属し

た日から２年を経過する日まで、事業者の責任により補修しなければな

らない。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失によると認め

られる場合は、その期間を１０年とする。  

   第８章  公共公益施設の管理及び帰属  

 （市に帰属する公共公益施設）  

第４６条  この要綱に基づき整備された公共公益施設は、市に無償で帰属

するものとする。ただし、次に掲げる公共公益施設はこの限りでない。  

 (1) 公益施設のうち医療施設用地及び購買施設用地  

 (2) この要綱の基準及び整備基準に適合しない公共公益施設  

 (3) 協定において特段の定めをした公共公益施設  

 （帰属の時期）  

第４７条  法第２９条の許可を要する開発行為による帰属施設は、法第３

６条第３項の工事完了公告の日の翌日において市に帰属し、市の管理に

属するものとする。  

 （所有権の取得）  

第４８条  開発区域のうち、当該帰属施設の用に供される土地を事業者以

外の者が所有している場合は、宅地開発事業に係る工事完了の日までに、

事業者において当該土地の所有権を取得するよう必要な措置を講じなけ

ればならない。  

 （所有権以外の権利の抹消等）  

第４９条  事業者は、帰属する土地に抵当権、質権、先取得権又は賃借権
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等所有権以外の権利が設定され、又は存するときは、当該権利を法第３

６条第３項の工事完了公告の日又は第４４条第４項の協定に基づく完了

通知書を受ける日までに抹消し、又は解除させなければならない。  

 （帰属の方法等）  

第５０条  事業者から市への帰属施設は、無償譲渡によるものとする。  

２ 市への帰属に必要な書類、図書等は、前条に規定する工事完了公告の

日後、速やかに市長に提出しなければならない。  

 （市に帰属しない公共公益施設の管理等）  

第５１条  事業者は、市に帰属しない公共公益施設及びその用に供する土

地がある場合は、市に帰属しない公共公益施設の管理に関する基準（平

成５年制定）に基づき、維持管理するものとする。  

   第９章  まちづくりの健全化  

 （景観形成）  

第５２条  事業者は、事業区域内の良好な景観を形成するため、宅地開発

事業に係る景観形成計画を策定し、第４条の事前協議及び第５条の協定

に盛り込むものとする。ただし、自己の居住の用に供する建築物、住宅

の計画戸数が４戸未満の開発行為、ベット数が２０床未満の医療施設及

び入所定員が２９人以下の社会福祉施設の建築行為については、適用し

ない。  

２ 事業者は、景観形成計画を策定するに当たり、市の景観まちづくり基

本計画等を遵守するものとする。  

 （地区計画）  

第５３条  事業者は、地区の生活利便性と住環境の向上及び良好な景観を

維持するため、市長が進める地区計画の決定について協力しなければな

らない。  

 （分譲時の説明）  

第５４条  事業者は、宅地開発事業による宅地を分譲する場合は、この要

綱に基づく指導及び協定の内容並びに周辺の土地利用の状況を買受者に
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対し、十分に説明しなければならない。 

   第１０章 補則  

 （要綱に従わない者に対する措置）  

第５５条  市長は、指導、助言及び勧告等を行っても、なお、この要綱に

従わない事業者があるときは、その氏名等を公表するものとする。  

 （要綱に定めのない事項）  

第５６条  この要綱に定めるもののほか、宅地開発事業に関し必要な事項

は、市長が別に定める。  

   附  則 

 （施行期日）  

１  この告示は、平成５年６月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この告示の施行の際、既に受理した宅地開発事業の事前協議の申請

については、なお従前の例による。  

附  則（平成５年告示第７５号）  

この告示は、告示の日から施行する。  

附  則（平成９年告示第４２号）  

（施行期日）   

１  この告示は、平成９年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この告示の際、既に受理した宅地開発事業の事前協議申請について

は、なお従前の例による。  

附  則（平成１６年告示第６５号）  

（施行期日）  

１  この告示は、平成１６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この告示の際、既に受理した宅地開発事業の事前協議申請について

は、なお従前の例による。  
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附  則（平成２４年告示第４６号）  

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。  

附  則（平成２４年告示第１５２号）  

（施行期日）  

１  この告示は、平成２４年９月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この告示の施行の日前になされた申請その他の手続については、改

正後の袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱の規定にかかわらず、なお従前

の例による。  

附  則（平成２５年告示第３５号）  

（施行期日）  

１  この告示は、平成２５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この告示の施行の日前になされた申請その他の手続については、改

正後の袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱の規定にかかわらず、なお従前

の例による。  

附  則（平成２７年告示第１４７号）  

この告示は、公示の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。  

附  則（平成３１年告示第４３号）  

（施行期日）  

１  この告示は、平成３１年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この告示の施行の日前になされた申請その他の手続については、改

正後の袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱の規定にかかわらず、なお従前

の例による。ただし、改正後の第２４条（「水道事業管理者の権限を

行う市長（次条において「市水道管理者」という。）」を「かずさ水

道広域連合企業団広域連合企業長」に改める部分に限る。）及び第２

５条の規定の適用については、この限りでない。  
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  附  則（令和３年告示第１１０号）  

（施行期日）  

この告示は、公示の日から施行する。  

附  則（令和４年告示第５２号）  

（施行期日）  

この告示は、令和４年４月１日から施行する。  

 


