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本 書 に つ い て  
 
 

 

 

この審査基準は、都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等の基準を

定め、公表するものである。 

本審査基準のほか、個々の申請内容が都市計画上、環境の保全上、災害

の防止上及び通行の安全上支障がないかについて審査を行うものとする。 

 16杉並第 90574号（平成 17年３月９日）制定 

 18杉並第 44778号（平成 18年９月 27日）改定 

 20杉並第 12306号（平成 20年６月２日）改定 

 22杉並第 46687号（平成 22年 12月１日）改定 

 ４杉並第 32669 号（令和４年 10月 1日）改定 

 

なお、この審査基準は令和４年 12 月１日から施行する。ただし、令和

４年 11 月 30 日までに開発許可担当者まで相談があり、令和５年５月 31

日までに開発許可申請（「開発許可不要」と判断されたものについては、

建築確認申請）が受け付けられたものは、本基準は適用せず、なお従前

の基準を適用する。 



標 準 処 理 期 間  
 

 根 拠 法 令 標 準 処 理 期 間 

開発行為の許可 

        

 

都市計画法 

第 29 条 

 

21 日 

（5ha未満） 

30 日 

（5ha以上） 

開発行為の変更許可 

 

都市計画法 

第 35 条の２ 
14 日 

工事完了公告前の建築物の

建築等の承認 

都市計画法 

第 37 条 

14 日 

 

地位の承継の承認 都市計画法 

第 45 条第１項 

14 日 
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