
〔様式３〕　審査基準及び標準処理期間（行政手続法適用）

概要又は名称 様式４
【ファイル番号】

合計期間 経由機関 （日） 協議機関 （日）

3法_土1 土木部 事業管理課 建設業法 ｹﾝｾﾂｷﾞｮｳﾎｳ 3
建設業の許可の申
請

●建設業法の一部を改正する法律の施行及び運用について（昭和47
年3月18日建設省計建発第46号）Ⅱ三，Ⅱ五
●建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を
定める件（昭和47年3月8日建設省告示第351号）
●建設業法第7条第2号イ又はﾛに掲げる者と同等以上の知識及び技
術又は技能を有する者を定める件（昭和47年3月8日建設省告示第
352号）
●建設業法第15条第2号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を
定める件（昭和63年6月6日建設省告示第1317号）
●建設業法第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以
上の能力を有する者を定める件（平成元年1月30日建設省告示第128
号）
●建設業許可事務ガイドライン（平成13年4日3日国総建第97号）
●建設業許可の手引き（宮城県土木部事業管理課）

70201 35 各土木事務所 10 県警暴力団対策課 7

3法_土2 土木部 事業管理課 建設業法 ｹﾝｾﾂｷﾞｮｳﾎｳ 3-3
建設業の許可の更
新

●建設業法の一部を改正する法律の施行及び運用について（昭和47
年3月18日建設省計建発第46号）Ⅱ三，Ⅱ五
●建設業法に基づく許可事務の取扱いについて（昭和47年3月18日
建設省計建発第54号）三，四
●建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を
定める件（昭和47年3月8日建設省告示第351号）
●建設業法第7条第2号イ又はﾛに掲げる者と同等以上の知識及び技
術又は技能を有する者を定める件（昭和47年3月8日建設省告示第
352号）
●建設業法第15条第2号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を
定める件（昭和63年6月6日建設省告示第1317号）
●建設業法第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以
上の能力を有する者を定める件（平成元年1月30日建設省告示第128
号）

70201 35 各土木事務所 10 県警暴力団対策課 7

3法_土3 土木部 事業管理課 浄化槽法 ｼﾞｮｳｶｿｳﾎｳ 21-1
浄化槽工事業の登
録

●浄化槽工事業に係る登録等に関する省令（昭和60年5月27日建設
省令第6号）第2条,第3条
●浄化槽法の施行及び運用について（昭和60年7月19日建設省経建
発第129号）Ⅰ，Ⅱ1･3･4，Ⅲ2
●浄化槽法に基づく登録事務等の取扱いについて（昭和60年7月19
日建設省経建発第130号）3
●浄化槽工事業登録の手引き（宮城県土木部事業管理課）

70202 8

3法_土4 土木部 事業管理課 浄化槽法 ｼﾞｮｳｶｿｳﾎｳ 21-3
浄化槽工事業の登
録の更新

●浄化槽工事業に係る登録等に関する省令（昭和60年5月27日建設
省令第6号）第1条,第2条,第3条
●浄化槽法の施行及び運用について（昭和60年7月19日建設省経建
発第129号）Ⅰ，Ⅱ1･3･4，Ⅲ2
●浄化槽法に基づく登録事務等の取扱いについて（昭和60年7月19
日建設省経建発第130号）2・3
●浄化槽工事業登録の手引き（宮城県土木部事業管理課）

70202 8

3法_土5 土木部 事業管理課
建設工事に係る資材の再
資源化等に関する法律

ｹﾝｾﾂｺｳｼﾞﾆｶｶﾙｼｻﾞｲﾉｻｲｼｹﾞﾝ
ｶﾄｳﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

21-1 解体工事業の登録
●解体工事業に係る登録等に関する省令（平成13年5月18日国土交
通省令第92号）第3条,第4条，第7条
●解体工事業の登録の手引き（宮城県土木部事業管理課）

70204 8

3法_土6 土木部 事業管理課
建設工事に係る資材の再
資源化等に関する法律

ｹﾝｾﾂｺｳｼﾞﾆｶｶﾙｼｻﾞｲﾉｻｲｼｹﾞﾝ
ｶﾄｳﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

21-2
解体工事業の登録
の更新

●解体工事業に係る登録等に関する省令（平成13年5月18日国土交
通省令第92号）第2条,第3条,第4条，第7条
●解体工事業の登録の手引き（宮城県土木部事業管理課）

70204 8

3法_土7 土木部 用地課 土地収用法 ﾄﾁｼｭｳﾖｳﾎｳ 11-1
事業の準備のため
の立入の許可

「行政手続法の施行に伴う土地収用法に基づく事業認定等に関する
事務の運用上の留意事項について」（平成6年9月28日付け建設省経
収発第191号都道府県事業認定担当部局長あて建設省建設経済局総
務課長通知）別添2申請に対する処分に関する審査基準についての
指針1

70301 2週間

3法_土8 土木部 用地課 土地収用法 ﾄﾁｼｭｳﾖｳﾎｳ 14-1
土地の試掘等のた
めの許可

「行政手続法の施行に伴う土地収用法に基づく事業認定等に関する
事務の運用上の留意事項について」（平成6年9月28日付け建設省経
収発第191号都道府県事業認定担当部局長あて建設省建設経済局総
務課長通知）別添2申請に対する処分に関する審査基準についての
指針2

70302 1ヶ月

3法_土9 土木部 用地課 土地収用法 ﾄﾁｼｭｳﾖｳﾎｳ 16 事業の認定

●「行政手続法の施行に伴う土地収用法に基づく事業認定等に関す
る事務の運用上の留意事項について」（平成6年9月28日付け建設省
経収発第191号都道府県事業認定担当部局長あて建設省建設経済局
総務課長通知）別添2申請に対する処分に関する審査基準について
の指針4
●新訂事業認定申請マニュアル　編著：土地収用法令研究会　第1
部第3章

70303 3ヶ月

3法_土10 土木部 用地課 土地収用法 ﾄﾁｼｭｳﾖｳﾎｳ 19
事業認定申請書の
欠陥の補正及び却
下

新訂事業認定申請マニュアル　編著：土地収用法令研究会　第2部
第1章

70304 －

審　査　基　準 標 準 処 理 期 間（日）

備考

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧

整理番号 部局名 所管課室等 根拠法令
根拠法令
（ｶﾀｶﾅ）

根拠条項 許認可等の名称
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〔様式３〕　審査基準及び標準処理期間（行政手続法適用）

3法_土11 土木部 用地課 土地収用法 ﾄﾁｼｭｳﾖｳﾎｳ 28 事業の認定の拒否

●「行政手続法の施行に伴う土地収用法に基づく事業認定等に関す
る事務の運用上の留意事項について」（平成6年9月28日付け建設省
経収発第191号都道府県事業認定担当部局長あて建設省建設経済局
総務課長通知）別添2申請に対する処分に関する審査基準について
の指針4
●新訂事業認定申請マニュアル　編著：土地収用法令研究会　第1
部第3章

70305 3ヶ月

3法_土12 土木部 用地課 土地収用法 ﾄﾁｼｭｳﾖｳﾎｳ 28の3-1
土地の形質の変更
の許可

「行政手続法の施行に伴う土地収用法に基づく事業認定等に関する
事務の運用上の留意事項について」（平成6年9月28日付け建設省経
収発第191号都道府県事業認定担当部局長あて建設省建設経済局総
務課長通知）別添2申請に対する処分に関する審査基準についての
指針5

70306 2週間

3法_土13 土木部 用地課 土地収用法 ﾄﾁｼｭｳﾖｳﾎｳ 89-1
土地の形質の変
更，工作物の新築
等に係る承認

「行政手続法の施行に伴う土地収用法に基づく事業認定等に関する
事務の運用上の留意事項について」（平成6年9月28日付け建設省経
収発第191号都道府県事業認定担当部局長あて建設省建設経済局総
務課長通知）別添2申請に対する処分に関する審査基準についての
指針6

70307 2週間

3法_土14 土木部 土木事務所 公共用財産管理条例 ｺｳｷｮｳﾖｳｻﾞｲｻﾝｶﾝﾘｼﾞｮｳﾚｲ 3-1
国土交通省所管公
共用財産使用等の
許可

●国有財産法（昭和23年6月30日法73号）18-6
●公共用財産管理条例（平成12年3月28日宮城県条例第76号）3-1
●公共用財産管理条例施行規則（平成12年3月31日宮城県規則第150
号）4
●公共用財産事務取扱要領Ⅱ6

70308
20

10

3法_土15 土木部 土木事務所 公共用財産管理条例 ｺｳｷｮｳﾖｳｻﾞｲｻﾝｶﾝﾘｼﾞｮｳﾚｲ 9-1

国土交通省所管公
共用財産使用等の
許可事項等の変更
の許可

公共用財産事務取扱要領Ⅵ23 70309 20 10

3法_土16 土木部 土木事務所 公共用財産管理条例 ｺｳｷｮｳﾖｳｻﾞｲｻﾝｶﾝﾘｼﾞｮｳﾚｲ 12-1

国土交通省所管公
共用財産使用等の
許可の権利譲渡の
許可

公共用財産事務取扱要領Ⅱ13 70310 20 10

3法_土17 土木部 土木事務所 公共用財産管理条例 ｺｳｷｮｳﾖｳｻﾞｲｻﾝｶﾝﾘｼﾞｮｳﾚｲ 14-2
国土交通省所管公
共用財産使用料の
減免の許可

●公共用財産管理条例14-2
●公共用財産管理条例施行規則（平成12年3月31日宮城県規則第150
号）6

70311 20

3法_土18 土木部 用地課
所有者不明土地の利用の
円滑化等に関する法律

ｼｮﾕｳｼｬﾌﾒｲﾄﾁﾉﾘﾖｳﾉｴﾝｶﾂｶﾄｳ
ﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

6
特定所有者不明土
地への立入り等

施行規則第４条及びガイドライン2.1 70312 ２週間

3法_土19 土木部 用地課
所有者不明土地の利用の
円滑化等に関する法律

ｼｮﾕｳｼｬﾌﾒｲﾄﾁﾉﾘﾖｳﾉｴﾝｶﾂｶﾄｳ
ﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

7 障害物の伐採等 施行規則第５条及びガイドライン2.2 70313 １か月

3法_土20 土木部 用地課
所有者不明土地の利用の
円滑化等に関する法律

ｼｮﾕｳｼｬﾌﾒｲﾄﾁﾉﾘﾖｳﾉｴﾝｶﾂｶﾄｳ
ﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

12,13-1 裁定 ガイドライン5.2 70314 ９か月

3法_土21 土木部 用地課
所有者不明土地の利用の
円滑化等に関する法律

ｼｮﾕｳｼｬﾌﾒｲﾄﾁﾉﾘﾖｳﾉｴﾝｶﾂｶﾄｳ
ﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

19-3
土地等使用権の存
続期間の延長

ガイドライン７ 70315 ６か月

3法_土22 土木部 用地課
所有者不明土地の利用の
円滑化等に関する法律

ｼｮﾕｳｼｬﾌﾒｲﾄﾁﾉﾘﾖｳﾉｴﾝｶﾂｶﾄｳ
ﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

22-1 権利の譲渡 ガイドライン５ 70316 １か月

3法_土23 土木部 用地課
所有者不明土地の利用の
円滑化等に関する法律

ｼｮﾕｳｼｬﾌﾒｲﾄﾁﾉﾘﾖｳﾉｴﾝｶﾂｶﾄｳ
ﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

29,32,37-
3

裁定
法第29条
法第32条

70317 ３か月

3法_土24 土木部 道路課 道路法 ﾄﾞｳﾛﾎｳ 47の2-1
特殊車両の通行許
可

特殊車両通行許可限度算定要領について（道交発第99号、S53.12.1
建設省道企発第57号）の別添「特殊車両通行許可限度算定要領」に
よる。

70401

・21日
(新規)
・14日
(更新)

3法_土25 土木部 土木事務所 道路法 ﾄﾞｳﾛﾎｳ 24
道路管理者以外の
者が行う工事の承
認

道路構造に関する技術基準に定めるもののほか，通路の設置基準に
ついては「承認工事の取扱いの改正について」（平成13年3月21日
道管第407号土木部長通知）の別紙「承認工事の取扱い」による。

70402 15

3法_土26 土木部 土木事務所 道路法 ﾄﾞｳﾛﾎｳ 32-1 道路の占用の許可

道路法施行令，道路法施行規則，道路占用関係通達集（国土交通省
道路局路政課監修）に定めるもののほか，指定区間内の一般国道に
おける路上広告物等の占用許可基準について（昭和44年8月20日建
設省道政発第52号）（ただし旗ざおは占用許可の対象から除く）,
「道路地下占用物件の取扱いの改正について」（平成13年3月28日
道管第429号土木部長通知）の別紙「道路地下占用物件の取扱いに
ついて」，「バス停留所標識及びバス待合所の道路占用許可基準に
ついて」（昭和44年5月24日道管第65号土木部長通知）による。

70403

・30日
(新規)
・15日
(継続)
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〔様式３〕　審査基準及び標準処理期間（行政手続法適用）

3法_土27 土木部 土木事務所 道路法 ﾄﾞｳﾛﾎｳ 32-3
道路の占用の変更
の許可

道路法施行令，道路法施行規則，道路占用関係通達集（国土交通省
道路局路政課監修）に定めるもののほか，指定区間内の一般国道に
おける路上広告物等の占用許可基準について（昭和44年8月20日建
設省道政発第52号）（ただし旗ざおは占用許可の対象から除く）,
「道路地下占用物件の取扱いの改正について」（平成13年3月28日
道管第429号土木部長通知）の別紙「道路地下占用物件の取扱いに
ついて」，「バス停留所標識及びバス待合所の道路占用許可基準に
ついて」（昭和44年5月24日道管第65号土木部長通知）による。

70404

・30日
(新規)
・15日
(継続)

3法_土28 土木部 土木事務所 道路法 ﾄﾞｳﾛﾎｳ 91-2
道路予定区域にお
ける占用許可，占
用の変更許可

道路法施行令，道路法施行規則，道路占用関係通達集（国土交通省
道路局路政課監修）に定めるもののほか，指定区間内の一般国道に
おける路上広告物等の占用許可基準について（昭和44年8月20日建
設省道政発第52号）（ただし旗ざおは占用許可の対象から除く）,
「道路地下占用物件の取扱いの改正について」（平成13年3月28日
道管第429号土木部長通知）の別紙「道路地下占用物件の取扱いに
ついて」，「バス停留所標識及びバス待合所の道路占用許可基準に
ついて」（昭和44年5月24日道管第65号土木部長通知）による。

70405

・30日
(新規)
・15日
(継続)

3法_土29 土木部 河川課 海岸法 ｶｲｶﾞﾝﾎｳ 13
海岸管理者以外の
者が施行する工事
の承認

「旧海岸法の施行について」（昭和31年11月10日付け31農地第4822
号，港管第2739号，建発河第107号農林事務次官，運輸事務次官，
建設事務次官依命通達）第六

70501 50 20 30

3法_土30 土木部 河川課 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 20
河川管理者以外の
者の施行する工事
等の承認

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1(1)
●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等につい
て」（平成6年9月30日付け建設省河政発第53号，建設省河治発第73
号，建設省河開発第118号，建設省河砂発第50号，建設省河川局水
政課長，治水課長，開発課長，砂防部砂防課長通達）一1(1）

70502 60 30 30

3法_土31 土木部 河川課 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 23 流水占用の許可

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1(2)
●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等につい
て」（平成6年9月30日付け建設省河政発第53号，建設省河治発第73
号，建設省河開発第118号，建設省河砂発第50号，建設省河川局水
政課長，治水課長，開発課長，砂防部砂防課長通達）一1(2）

70503 60 30 30

3法_土32 土木部 河川課 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 23の2 流水占用の登録
「登録審査マニュアル」（平成25年12月19日付け国土交通省水管
理・国土保全局水政課水利調整室長，国土交通省水管理・国土保全
局河川環境課流水管理室長事務連絡）Ⅱ２，４，Ⅳ，Ⅴ

70504 60 30 30

3法_土33 土木部 河川課 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 24 土地占用の許可
●「河川敷地の占用許可について」（平成11年8月5日付け建設省河
政発第67号建設事務次官通達）

70505 60 30 30

3法_土34 土木部 河川課 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 26-1
工作物の新築等の
許可

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1(5）
●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等につい
て」（平成6年9月30日付け建設省河政発第53号，建設省河治発第73
号，建設省河開発第118号，建設省河砂発第50号，建設省河川局水
政課長，治水課長，開発課長，砂防部砂防課長通達）－1(3)
●「工作物設置許可マニュアル」（平成12年7月）

70506 60 30 30

3法_土35 土木部 河川課 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 30-2
許可工作物の完成
前の使用の承認

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1(10)

70507 50 20 30

3法_土36 土木部 河川課 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 34-1 権利譲渡の承認

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1(11）
●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等につい
て」（平成6年9月30日付け建設省河政発第53号，建設省河治発第73
号，建設省河開発第118号，建設省河砂発第50号，建設省河川局水
政課長，治水課長，開発課長，砂防部砂防課長通達）一１(8)

70508 50 20 30

3法_土37 土木部 河川課 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 55-1
河川保全区域内の
行為の許可

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1(12）
●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等につい
て」（平成6年9月30日付け建設省河政発第53号，建設省河治発第73
号，建設省河開発第118号，建設省河砂発第50号，建設省河川局水
政課長，治水課長，開発課長，砂防部砂防課長通達）一１(9)

70509 50 20 30
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〔様式３〕　審査基準及び標準処理期間（行政手続法適用）

3法_土38 土木部 河川課 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 57-1
河川予定地内の行
為の許可

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1(13）
●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等につい
て」（平成6年9月30日付け建設省河政発第53号，建設省河治発第73
号，建設省河開発第118号，建設省河砂発第50号，建設省河川局水
政課長，治水課長，開発課長，砂防部砂防課長通達）一1(10)

70510 50 20 30

3法_土39 土木部 河川課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 2
公有水面埋立の免
許

●「公有水面埋立ての適正化について」（昭和40年9月1日付け港管
2021号，建河発341号運輸省港湾局長，建設省河川局長通達）1
●「公有水面埋立法の一部改正について」（昭和49年6月14日付け
港管1580号，建設省河政発57号運輸省港湾局長，建設省河川局長通
達）1(3),(4),(5)，3
●「公有水面埋立法の一部改正について」（昭和49年6月14日付け
港管1581号，建設省河政発58号運輸省港湾局管理課長，建設省河川
局水政課長通達）1～4
●「公有水面埋立法施行令の一部改正について」（昭和61年7月18
日付け港管2052号，建河発43号運輸省港湾局長，建設省河川局長通
達）
●「公有水面埋立法施行令の一部改正について」（昭和61年7月18
日付け港管2052号，建河44号運輸省港湾局管理課長，建設省河川局
水政課長通達）

70511 60 30 30

3法_土40 土木部 河川課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 13の2-1
出願事項の変更許
可

●「公有水面埋立法の一部改正について」（昭和49年6月14日付け
港管1580号，建設省河政発57号運輸省港湾局長，建設省河川局長通
達）1(3),(4),(5),3,4
●「公有水面埋立法の一部改正について」（昭和49年6月14日付け
港管1581号，建設省河政発58号運輸省港湾局管理課長，建設省河川
局水政課長通達）

70512 60 30 30

3法_土41 土木部 河川課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 14-1
他人の土地に対す
る立入又は一時使
用の許可

●公有水面埋立法第14条第1項
●公有水面埋立法施行令第21条

70513 35 15 20

3法_土42 土木部 河川課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 14-4
他人の土地に対す
る立入又は一時使
用の許可

●公有水面埋立法第14条第4項
●公有水面埋立法施行令第21条

70514 60 30 30

3法_土43 土木部 河川課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 16-1
埋立権の譲渡の許
可

●「公有水面埋立法の一部改正について」（昭和49年6月14日付け
港管1580号，建設省河政発57号運輸省港湾局長，建設省河川局長通
達）7
●「公有水面埋立法の一部改正について」（昭和49年6月14日付け
港管1581号，建設省河政発58号運輸省港湾局管理課長，建設省河川
局水政課長通達）5

70515 60 30 30

3法_土44 土木部 河川課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 22 竣功認可
●公有水面法第22条
●公有水面法施行規則第11条

70516 60 30 30

3法_土45 土木部 河川課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 23
竣功許可前の埋立
地使用の許可

「未竣工埋立地における工場等の建設について」（昭和49年10月21
日港管第2618号）」1

70517 50 20 30

3法_土46 土木部 河川課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 27-1
埋立地に関する処
分の許可

●公有水面埋立法第27条第2項
●「公有水面埋立法の一部改正について」(昭和49年6月14日付け港
管1580号，建設省河政発57号運輸省港湾局長，建設省河川局長通
達）7
●「公有水面埋立法の一部改正について」(昭和49年6月14日付け港
管1581号，建設省河政発58号運輸省港湾局管理課長，建設省河川局
水政課長通達）5

70518 50 20 30

3法_土47 土木部 河川課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 29-1
埋立地の用途と異
なる用途の許可

公有水面埋立法第29条第2項 70519 50 20 30

3法_土48 土木部 土木事務所 海岸法 ｶｲｶﾞﾝﾎｳ 7-1
海岸保全区域の占
用の許可

「旧海岸法の施行について」（昭和31年11月10日付け31農地第4822
号，港管第2739号，建発河第107号農林事務次官，運輸事務次官，
建設事務次官依命通達）第四の1，2及び3

70520 30 30

3法_土49 土木部 土木事務所 海岸法 ｶｲｶﾞﾝﾎｳ 8-1
海岸保全区域内の
行為の許可

「旧海岸法の施行について」（昭和31年11月10日付け31農地第4822
号，港管第2739号，建発河第107号農林事務次官，運輸事務次官，
建設事務次官依命通達）第四の4

70521 30 30

3法_土50 土木部 土木事務所 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 24 土地占用の許可
●「河川敷地の占用許可について」（平成6年10月17日付け建設省
河政発第61号建設事務次官通達）

70522 30 30

3法_土51 土木部 土木事務所 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 25 土石等採取の許可

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1（4）
●「砂利等採取許可準則について」（昭和41年6月1日付け建設省発
河83号建設事務次官通達）

70523 30 30

3法_土52 土木部 土木事務所 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 26-1
工作物の新築等の
許可

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1(5）
●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等につい
て」（平成6年9月30日付け建設省河政発第53号，建設省河治発第73
号，建設省河開発第118号，建設省河砂発第50号，建設省河川局水
政課長，治水課長，開発課長，砂防部砂防課長通達）－1(3)
●「工作物設置許可マニュアル」（平成12年7月）

70524 30 30
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〔様式３〕　審査基準及び標準処理期間（行政手続法適用）

3法_土53 土木部 土木事務所 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 27-1
土地の掘削等の許
可

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1(6)
●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等につい
て」（平成6年9月30日付け建設省河政発第53号，建設省河治発第73
号，建設省河開発第118号，建設省河砂発第50号，建設省河川局水
政課長，治水課長，開発課長，砂防部砂防課長通達）一1（4)
●「河川施行令の一部を改正する政令の運用について」（平成6年7
月8日付け建設省河政発45号，建設省河治発57号建設省河川局水政
課長，治水課長通達）記ニ6

70525 30 30

3法_土54 土木部 土木事務所 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 28
竹木の流送の許可
等

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1（7）
●「河川法施行令の一部を改正する政令の運用及び解釈について」
（昭和45年10月7日付け建設省河政発105号河川局水政課長通達）第
二２

70526 20 20

3法_土55 土木部 土木事務所 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 29-1
河川管理上支障の
ある行為の許可

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1(8)
●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等につい
て」（平成6年9月30日付け建設省河政発第53号，建設省河治発第73
号，建設省河開発第118号，建設省河砂発第50号，建設省河川局水
政課長，治水課長，開発課長，砂防部砂防課長通達）一1(6)

70527 20 20

3法_土56 土木部 土木事務所 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 30-1
許可工作物の完成
検査

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1(9)
●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等につい
て」（平成6年9月30日付け建設省河政発第53号，建設省河治発第73
号，建設省河開発第118号，建設省河砂発第50号，建設省河川局水
政課長，治水課長，開発課長，砂防部砂防課長通達）一1(7)

70528 30 30

3法_土57 土木部 土木事務所 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 34-1 権利譲渡の承認

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1(11)
●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等につい
て」（平成6年9月30日付け建設省河政発第53号，建設省河治発第73
号，建設省河開発第118号，建設省河砂発第50号，建設省河川局水
政課長，治水課長，開発課長，砂防部砂防課長通達）一1(8)

70529 30 30

3法_土58 土木部 土木事務所 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 55-1
河川保全区域内の
行為の許可

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1（12)
●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等につい
て」（平成6年9月30日付け建設省河政発第53号，建設省河治発第73
号，建設省河開発第118号，建設省河砂発第50号，建設省河川局水
政課長，治水課長，開発課長，砂防部砂防課長通達）一1(9)

70530 30 30

3法_土59 土木部 土木事務所 河川法 ｶｾﾝﾎｳ 57-1
河川予定地内の行
為の許可

●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策
定等について」（平成6年9月30日付け建設省河政発第52号建設省河
川局長通達）五1(13)
●「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等につい
て」（平成6年9月30日付け建設省河政発第53号，建設省河治発第73
号，建設省河開発第118号，建設省河砂発第50号，建設省河川局水
政課長，治水課長，開発課長，砂防部砂防課長通達）一1(10)

70531 30 30

3法_土60 土木部 土木事務所 砂利採取法 ｼﾞｬﾘｻｲｼｭﾎｳ 16
砂利採取計画の認
可

●「砂利採取計画認可準則について」（昭和43年10月2日43化局491
建設省河政発99通商産業省化学工業局長建設省河川局長通達）
●「宮城県砂利採取計画認可事務取扱基準の制定について」（平成
9年12月2日付け河第414号土木部長通知）

70532 30 30

3法_土61 土木部 土木事務所 砂利採取法 ｼﾞｬﾘｻｲｼｭﾎｳ 20-1
砂利採取計画の変
更の認可

●「砂利採取計画認可準則について」（昭和43年10月2日43化局491
建設省河政発99通商産業省化学工業局長建設省河川局長通達）
●「宮城県砂利採取計画認可事務取扱基準の制定について」（平成
9年12月2日付け河第414号土木部長通知）

70533 30 30

3法_土62 土木部 防災砂防課 地すべり等防止法 ｼﾞｽﾍﾞﾘﾄｳﾎﾞｳｼﾎｳ 11-1
知事以外の者の施
行する工事の承認

「地すべり等防止法の施行について」（昭和33年5月27日建設省発
河第90号）第七
「行政手続法の施行に伴う地すべり防止法における処分の審査基準
等の策定について」（平成6年9月28日建設省河傾発第44号）3(1）
ア

70601 42 21

3法_土63 土木部 土木事務所
急傾斜地の崩壊による災
害の防止に関する法律

ｷｭｳｹｲｼｬﾁﾉﾎｳｶｲﾆﾖﾙｻｲｶﾞｲﾉ
ﾎﾞｳｼﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

7-1
急傾斜地崩壊危険
区域内の行為の許
可

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の施行について」
（昭和44年8月4日建設省河政発第64号）記5
「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定
について」（平成6年9月30日建設省河政発第52号）五3

70602 14
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〔様式３〕　審査基準及び標準処理期間（行政手続法適用）

3法_土64 土木部 土木事務所
急傾斜地の崩壊による災
害の防止に関する法律施
行条例

ｷｭｳｹｲｼｬﾁﾉﾎｳｶｲﾆﾖﾙｻｲｶﾞｲﾉ
ﾎﾞｳｼﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂｾｺｳｼﾞｮｳﾚｲ

3-1
急傾斜地崩壊危険
区域内の行為の許
可の変更許可

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の施行について」
（昭和44年8月4日建設省河政発第64号）記5
「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定
について」（平成6年9月30日建設省河政発第52号）五3

70603 14

3法_土65 土木部 土木事務所 砂防法 ｻﾎﾞｳﾎｳ 4-1
砂防指定地内の一
定行為の禁止，制
限

「砂防指定地等管理条例」（平成15年3月20日宮城県条例第42号）
第9条
「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定
について」（平成6年9月30日建設省河政発第52号）五2(1)(1)
なお，大規模開発に係るものは，「砂防指定地及び地すべり防止区
域内における宅地造成等の大規模開発審査基準（案）」昭和49年建
河砂発第20号

70604 21

3法_土66 土木部 土木事務所 砂防指定地等管理条例 ｻﾎﾞｳｼﾃｲﾁﾄｳｶﾝﾘｼﾞｮｳﾚｲ 6-1
砂防設備占用の許
可

「砂防指定地等管理条例」（平成15年3月20日宮城県条例第42号）
第9条
「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定
について」（平成6年9月30日建設省河政発第52号）五2(1)(1)
なお，大規模開発に係るものは，「砂防指定地及び地すべり防止区
域内における宅地造成等の大規模開発審査基準（案）」昭和49年建
河砂発第20号

70605 21

3法_土67 土木部 土木事務所 砂防指定地等管理条例 ｻﾎﾞｳｼﾃｲﾁﾄｳｶﾝﾘｼﾞｮｳﾚｲ 6-2
砂防設備である立
竹木等の伐採及び
採取の許可

「砂防指定地等管理条例」（平成15年3月20日宮城県条例第42号）
第9条
「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定
について」（平成6年9月30日建設省河政発第52号）五2(1)(1)
なお，大規模開発に係るものは，「砂防指定地及び地すべり防止区
域内における宅地造成等の大規模開発審査基準（案）」昭和49年建
河砂発第20号

70606 21

3法_土68 土木部 土木事務所 砂防指定地等管理条例 ｻﾎﾞｳｼﾃｲﾁﾄｳｶﾝﾘｼﾞｮｳﾚｲ 13-1
砂防指定地内の行
為等の許可の更新
許可

「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定
について」（平成6年9月30日建設省河政発第52号）五2(1)(1)
なお，大規模開発に係るものは，「砂防指定地及び地すべり防止区
域内における宅地造成等の大規模開発審査基準（案）」昭和49年建
河砂発第20号

70607 21

3法_土69 土木部 土木事務所 砂防指定地等管理条例 ｻﾎﾞｳｼﾃｲﾁﾄｳｶﾝﾘｼﾞｮｳﾚｲ 12-1
砂防指定地内の行
為等の許可の変更
許可

「砂防指定地等管理条例」（平成15年3月20日宮城県条例第42号）
第12条第4項
「行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定
について」（平成6年9月30日建設省河政発第52号）五2(1)(1)
なお，大規模開発に係るものは，「砂防指定地及び地すべり防止区
域内における宅地造成等の大規模開発審査基準（案）」昭和49年建
河砂発第20号

70608 21

3法_土70 土木部 土木事務所 地すべり等防止法 ｼﾞｽﾍﾞﾘﾄｳﾎﾞｳｼﾎｳ 18-1
地すべり防止区域
内の行為の許可

「地すべり防止法施行令」（昭和33年5月7日政令第112号）第4条及
び第5条

70609 21

3法_土71 土木部 土木事務所 地すべり等防止法施行令 ｼﾞｽﾍﾞﾘﾄｳﾎﾞｳｼﾎｳｾｺｳﾚｲ 5
地すべり防止区域
内の行為の許可

「地すべり防止法の施行について」（昭和33年5月27日建設省発河
第90号）第八
「行政手続法の施行に伴う地すべり等防止法における処分の審査基
準等の策定について」（平成6年9月28日建設省河傾発第44号）１

70609 －

3法_土72 土木部 防災砂防課
土砂災害警戒区域等にお
ける土砂災害防止対策の
推進に関する法律

ﾄﾞｼｬｻｲｶﾞｲｹｲｶｲｸｲｷﾄｳﾆｵｹﾙ
ﾄﾞｼｬｻｲｶﾞｲﾎﾞｳｼﾀｲｻｸﾉｽｲｼﾝﾆ
ｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

10-1
特定開発行為の制
限

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
律」(平成12年法第57号)第12条
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
律施行令」(平成13年3月28日政令第84号)第7条

70610 21

3法_土73 土木部 港湾課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 2
公有水面埋立の免
許

●公有水面埋立法の一部改正について（昭和49年6月14日運輸省港
管発第1580号）3
●公有水面埋立法の一部改正について（昭和49年6月14日運輸省港
管発第1581号）4

70701 55 25 30

3法_土74 土木部 港湾課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 13の2-1
出頭事項の変更許
可

公有水面埋立法の一部改正について（昭和49年6月14日運輸省港管
発第1580号）4

70702 60 30 30

3法_土75 土木部 港湾課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 14-1
他人の土地に対す
る立入り又は一時
使用の許可

公有水面埋立法施行令第21条 70703 60 30 30

3法_土76 土木部 港湾課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 14-4
他人の土地に対す
る立入り又は一時
使用の許可

公有水面埋立法施行令第21条 70704 60 30 30

3法_土77 土木部 港湾課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 16-1
埋立権の譲渡の許
可

「公有水面埋立ての適正化について」（昭和40年9月1日付け港管
2021号，建河発341号運輸省港湾局長，建設省河川局長通達）2，3

70705 40 10 30

3法_土78 土木部 港湾課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 22 竣功認可 - 50 20 30

3法_土79 土木部 港湾課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 23
竣功許可前の埋立
地使用の許可

未竣功埋立地における工場等の建設について（昭和49年10月21日運
輸省港管発第2618号）1～4

70706 60 30 30

3法_土80 土木部 港湾課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 27-1
埋立地に関する処
分の許可

●公有水面埋立法の一部改正について（昭和49年6月14日運輸省港
管発第1580号）7
●公有水面埋立法の一部改正について（昭和49年6月14日運輸省港
管発第1581号）5

70707 60 30 30
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3法_土81 土木部 港湾課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 29-1
埋立地の用途と異
なる利用の許可

公有水面埋立法の一部改正について（昭和49年6月14日運輸省港管
発第1581号）6－ﾛ

70708 60 30 30

3法_土82 土木部 港湾課 公有水面埋立法 ｺｳﾕｳｽｲﾒﾝｳﾒﾀﾃﾎｳ 6-3
水面権利者に対す
る補償の裁定等

70709 －

3法_土83 土木部 港湾課 海岸法 ｶｲｶﾞﾝﾎｳ 13-1
海岸管理者以外の
者が施行する工事
の承認

「旧海岸法の施行について」（昭和31年11月10日付け31農地第4822
号，港管第2739号，建発河第107号農林事務次官，運輸事務次官，
建設事務次官依命通達）第六

70710 50 20 30

3法_土84 土木部
港湾事務所
土木事務所

港湾法 ｺｳﾜﾝﾎｳ 37-1
港湾区域内及び港
湾隣接地域内の工
事の許可

●港湾法第37条第1項の規定の解釈について（昭和28年8月28日運輸
省港管発第1793号）
●行政手続法における審査基準等の設定について（平成6年9月14日
運輸省港管第2078号）

70711 40 20 20

3法_土85 土木部
港湾事務所
土木事務所

海岸法 ｶｲｶﾞﾝﾎｳ 7-1
海岸保全区域の占
用の許可

「旧海岸法の施行について」（昭和31年11月10日付け31農地第4822
号，港管第2739号，建発河第107号農林事務次官，運輸事務次官，
建設事務次官依命通達）第四の1，2及び3

70712 30 30

3法_土86 土木部
港湾事務所
土木事務所

海岸法 ｶｲｶﾞﾝﾎｳ 8-1
海岸保全区域内の
行為の許可

「旧海岸法の施行について」（昭和31年11月10日付け31農地第4822
号，港管第2739号，建発河第107号農林事務次官，運輸事務次官，
建設事務次官依命通達）第四の4

70713 30 30

3法_土87 土木部 都市計画課 都市計画法 ﾄｼｹｲｶｸﾎｳ 52の2-1
市街地開発事業予
定区域内の建築等
の許可

乱開発や投機的土地取引を防止し，都市計画事業の迅速かつ円滑な
実施を図るという本条の趣旨に照らし，都市計画法第65条第１項に
規定する都市計画事業地内における許可に準じて審査を行うものと
する。

70901 20

3法_土88 土木部 都市計画課 都市計画法 ﾄｼｹｲｶｸﾎｳ 53-1
都市計画施設等の
区域内の建築許可

　道路，鉄道，電気工作物等の公共，公益的施設の建設等について
の許可申請がなされた場合は，都市計画事業の施行に著しい障害を
与えない限り，特別な配慮を行うものとする。

70902 20

3法_土89 土木部 都市計画課 都市計画法 ﾄｼｹｲｶｸﾎｳ 57の3-1

施行予定者が定め
られている都市計
画施設の区域内等
における建築等の
許可

都市計画法第52条の2第1項の許可基準に準ずる。 70903 20

3法_土90 土木部 都市計画課 都市計画法 ﾄｼｹｲｶｸﾎｳ 59-4
特許事業者が行う
都市計画事業に対
する認可

都市計画法第61条に規定する基準とともに，事業の公益性，申請者
の資力信用等について慎重かつ公正に審査するものとする。

70904 60

3法_土91 土木部 都市計画課 都市計画法 ﾄｼｹｲｶｸﾎｳ 64-1
特許事業者の地位
の継承の承認

被承継人と同程度以上の資力信用，事業遂行力等を有するものにつ
いて許可する。

70905 20

3法_土92 土木部 都市計画課 土地区画整理法 ﾄﾁｸｶｸｾｲﾘﾎｳ 4-1 個人施行の認可
法第9条第1項の各号の一に該当する事実があると認めるとき，及び
第2項の規定に該当するとき以外は許可する。

70906 60 10 50

3法_土93 土木部 都市計画課 土地区画整理法 ﾄﾁｸｶｸｾｲﾘﾎｳ 10-1
基準若しくは規約
又は事業計画の変
更の認可

法第4条第1項の審査基準に加え，法第10条第2項及び第3項に規定し
ている書類を添付していること。

70907 60 10 50

3法_土94 土木部 都市計画課 土地区画整理法 ﾄﾁｸｶｸｾｲﾘﾎｳ 11-4
施行者の変動によ
る規約の認可

法第4条第1項の規定における規約の審査基準を適用する。 70908 30 10 20

3法_土95 土木部 都市計画課 土地区画整理法 ﾄﾁｸｶｸｾｲﾘﾎｳ 13-1
個人施行者の廃止
又は終了の認可

法律上の不能，事実上の絶対的不能の場合は認可するが，事実上の
相対的不能の場合は，個々の場合において判断する。

70909 20 10 10

3法_土96 土木部 都市計画課 土地区画整理法 ﾄﾁｸｶｸｾｲﾘﾎｳ 14-1
土地区画整理組合
設立の認可

法第21条第1項の各号の一に該当する事実があると認めるとき，及
び第2項の規定に該当するとき以外は許可する。

70910 60 10 50

3法_土97 土木部 都市計画課 土地区画整理法 ﾄﾁｸｶｸｾｲﾘﾎｳ 49 決算報告書の承認 法第47条及び第48条の規定に適合していれば認可する。 70911 20 10 10

3法_土98 土木部 都市計画課 土地区画整理法 ﾄﾁｸｶｸｾｲﾘﾎｳ 76-1 建築行為等の許可 土地区画整理事業の施行に支障がないことを判断して許可する。 70912 30 10 20

3法_土99 土木部 都市計画課 土地区画整理法 ﾄﾁｸｶｸｾｲﾘﾎｳ 77-7
移転，除去の際の
建築物等の使用許
可

移転又は除去することに支障がないことを判断して許可する。 70913 30 10 20

3法_土100 土木部 都市計画課 土地区画整理法 ﾄﾁｸｶｸｾｲﾘﾎｳ 86-1 換地計画の認可 法第86条第3項の各号に該当すると認めるとき以外は認可する。 70914 30 10 20

3法_土101 土木部 都市計画課 土地区画整理法 ﾄﾁｸｶｸｾｲﾘﾎｳ 97-1
換地計画の変更の
認可

法第86条第3項の各号に該当すると認めるとき以外は認可する。 70915 30 10 20

3法_土102 土木部 土木事務所 都市計画法 ﾄｼｹｲｶｸﾎｳ 65-1
都市計画事業地内
の建築等の許可

円滑な都市計画事業の推進という趣旨に照らして審査する。 70916 20

3法_土103 土木部 土木事務所 都市公園法 ﾄｼｺｳｴﾝﾎｳ 5-2
公園管理者以外の
公園施設の設置管
理許可・変更許可

法第5条 70917 30

3法_土104 土木部 土木事務所 都市公園法 ﾄｼｺｳｴﾝﾎｳ 6-1
都市公園の占用許
可

法第7条 70918 20

3法_土105 土木部 土木事務所 都市公園法 ﾄｼｺｳｴﾝﾎｳ 6-3
都市公園の占用許
可の変更

法第7条 70919 20

3法_土106 土木部 都市計画課 都市公園法 ﾄｼｺｳｴﾝﾎｳ 33-4

公園予定地におけ
る公園管理者以外
の公園施設設置管
理許可・変更許可

法第５条第２項の許可基準に準ずる。 70920 37 土木事務所 7

3法_土107 土木部 都市計画課 都市公園法 ﾄｼｺｳｴﾝﾎｳ 33-4
公園予定地の占用
許可・変更許可

法第６条第１項及び第３項の許可基準に準ずる。 70921 37 土木事務所 7

3法_土108 土木部 都市計画課 都市緑地法 ﾄｼﾘｮｸﾁﾎｳ 14
緑地保全地区内の
行為の制限に対す
る許可

・法第14条
・都市緑地法運用指針（平成16年12月 国土交通省都市・地域整備
局）

70922 15 土木事務所 5

3法_土109 土木部 都市計画課 新住宅市街地開発法 ｼﾝｼﾞｭｳﾀｸｼｶﾞｲﾁｶｲﾊﾂﾎｳ 22-1 処分計画の認可 解説　新住宅市街地開発法 70923 60
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〔様式３〕　審査基準及び標準処理期間（行政手続法適用）

3法_土110 土木部 都市計画課 新住宅市街地開発法 ｼﾝｼﾞｭｳﾀｸｼｶﾞｲﾁｶｲﾊﾂﾎｳ 32-1
造成宅地等に関す
る権利処分の承認

解説　新住宅市街地開発法 70924 30

3法_土111 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 7の4-1
市街地再開発促進
区域内の建築の許
可

●都市再開発法第7条の4
●都市再開発法施行規則第1条の4
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70925 － 市町村

3法_土112 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 7の9-1 個人施行者の認可
●都市再開発法第7条の14
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70926 － 市町村

3法_土113 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 7の16-1
個人施行者の基準
又は規約及び事業
計画の変更の認可

●都市再開発法第7条の14
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70927 － 市町村

3法_土114 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 7の17-4
1人施行が数人に
なる場合の規約の
認可

●都市再開発法（昭和44年6月3日法律第38号）第7条の14
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70928 － 市町村

3法_土115 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 7の19-1 審査委員の承認

●都市再開発法第7条の19
●都市再開発法施行令第4条の2
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70929 － 市町村

3法_土116 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 7の20-1
個人施行者が事業
を終了する場合の
認可

●都市再開発法施行規則第1条の7
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70930 － 市町村

3法_土117 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 11-1 組合の設立の認可
●都市再開発法第17条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70931 － 市町村

3法_土118 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 38-1
組合の定款又は事
業計画の変更の認
可

●都市再開発法第17条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70932 － 市町村

3法_土119 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 41-3
賦課金，負担金，
分担金又は過怠金
の滞納処分の認可

●都市再開発法第41条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70933 － 市町村

3法_土120 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 45-4 組合の解散の認可
●都市再開発法施行規則第3条第5項
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70934 － 市町村

3法_土121 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 49 決算報告の承認
●都市再開発法施行規則第16条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70935 － 市町村

3法_土122 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 51-1

地方公共団体施行
の事業計画におけ
る設計の概要の認
可

●都市再開発法第17条
●都市再開発法施行規則第17条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70936 － 市町村

3法_土123 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 56

地方公共団体施行
の事業計画の変更
による設計の概要
の変更の認可

●都市再開発法第17条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70937 － 市町村

3法_土124 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 58-1
地方住宅供給公社
の施行規程及び事
業計画の認可

●都市再開発法第17条，58条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70938 － 市町村

3法_土125 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 58-1

地方住宅供給公社
の施行規程及び事
業計画の変更の認
可

●都市再開発法第17条，58条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70939 － 市町村

3法_土126 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 60-1
測量，調査のため
の土地の立入りの
許可

●都市再開発法第60条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70940 － 市町村

3法_土127 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 60-2
測量，調査のため
の建築物等の立入
りの許可

●都市再開発法第60条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70941 － 市町村

3法_土128 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 61-1
障害物の伐除，土
地の試堀等の許可

●都市再開発法第61条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70942 － 市町村

3法_土129 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 66-1
施行地区内の建築
行為等の許可

●都市再開発法第66条
●都市再開発法施行令第24条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70943 － 市町村

3法_土130 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 66-8
施行地区内の土地
の形質の変更等の
承認

●都市再開発法（昭和44年6月3日法律第38号）第66条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70944 － 市町村

3法_土131 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 70-2
旅行地区内の権利
の処分の承認

●都市再開発法第70条
●都市再開発法施行規則第24条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70945 － 市町村
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3法_土132 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 72-1
権利変換計画の認
可

●都市再開発法第72～82条
●都市再開発法施行令第25条
●都市再開発法施行規則第26～28条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70946 － 市町村

3法_土133 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 72-4
権利変換計画の変
更の認可

●都市再開発法第72～82条
●都市再開発法施行規則第26～28条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70947 － 市町村

3法_土134 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 99の3-3 特定建築者の承認
●都市再開発法第99条の3
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70948 － 市町村

3法_土135 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 99の7
建築計画の変更の
承認

●都市再開発法第99条の7
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70949 － 市町村

3法_土136 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 99の8-5
特定建築者の決定
の取消の承認

●都市再開発法第99条の8
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70950 － 市町村

3法_土137 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 117-3
債務の弁済に関す
る計画の承認

●都市再開発法第117条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70951 － 市町村

3法_土138 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 118の3-1
施行地区内の土地
等の処分の承認

●都市再開発法第118条の3
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70952 － 市町村

3法_土139 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 118の5-1
譲受け希望の申出
等の撤回の同意

●都市再開発法第118条の5
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70953 － 市町村

3法_土140 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 118の6-1
管理処分計画の認
可

●都市再開発法第118条の6～10
●都市再開発法施行規則第37条の3～5
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70954 － 市町村

3法_土141 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 118の6-2
管理処分計画の変
更の認可

●都市再開発法第118条の6～10
●都市再開発法施行令第46条の2
●都市再開発法施行規則第37条の3～5
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70955 － 市町村

3法_土142 土木部 都市計画課 都市再開発法 ﾄｼｻｲｶｲﾊﾂﾎｳ 133-1
区分所有者間の管
理規約の認可

●都市再開発法第133条
●改訂7版〔逐条解説〕都市再開発法解説（監修　国土交通省都
市・地域整備局市街地整備課）

70956 － 市町村

3法_土143 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 3-1④

国宝等に指定され
た建築物の再現に
際しての法律の適
用除外の認定

●「建築基準法第３条第１項第３号の規定の運用等について（平成
26年4月1日　国住指第１号）

71201 28 ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土144 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 6-1 建築確認

●「当該建築物の敷地，構造及び建築設備に関する法律並びにこれ
に基づく命令及び条例の規定」
　ここで上記法律等とは，建築基準法並びにこれに基づく命令及び
条例，及び次の通達に示す法律等
●建築確認対象法令について（昭和61年3月28日　住指発第80号）

71202 35 消防機関 7

3法_土145 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 6-1 建築確認

●「当該建築物の敷地，構造及び建築設備に関する法律並びにこれ
に基づく命令及び条例の規定」
　ここで上記法律等とは，建築基準法並びにこれに基づく命令及び
条例，及び次の通達に示す法律等
●建築確認対象法令について（昭和61年3月28日　住指発第80号）

71202 7 消防機関 3

3法_土146 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 7の6-1① 仮使用の承認
●仮使用承認基準
●仮使用承認事務処理要領

71203 28 消防機関 7

3法_土147 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 7の6-1① 仮使用の承認
●仮使用承認基準
●仮使用承認事務処理要領

71203 14

3法_土148 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 42-1⑤ 道路の位置の指定 宮城県道路位置指定基準 71204 15

3法_土149 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 44-1④ 道路内建築の許可

●アーケードの取扱について（昭和30年2月1日国省発第72号，建設
省発注第5号，警察庁発備第2号）
●道路の上空に設ける通路の取扱等について（昭和32年7月15日建
設省発注第37号，国省発第860号，警察庁乙備発第14号）
●建築物の屋上部を連結する通路の取扱いについて（昭和47年1月
22日建設省住指発90号）

71205 － ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土150 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 47
壁面線を越える歩
廊の柱等の建築の
許可

●詳解建築基準法(建設省住宅局監修）P630 71206 28 ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土151 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 48
用途規制の例外許
可

●建築基準法質疑応答集（建設省住宅局内建築基準法研究会編）
P4331～4558

71207 － ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土152 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 52-10
計画道路がある場
合の容積率の例外
許可

●計画道路の沿道における土地利用の高度化のための措置について
（昭和59年4月19日建設省住街発第32）
●建築基準法第52条第4項の許可準則に関する技術基準について
（昭和59年4月19日建設省住街発第33号）

71208 28 ・土木事務所 3 消防機関 7
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3法_土153 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 52-11
壁面線の指定があ
る場合の容積率の
例外許可

詳細建築基準法（建設省住宅局監修）P710～712 71209 28 ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土154 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 52-14
機械室等に関する
容積率の例外許可

建築基準法第52条第14項第１号の規定の運用等について（技術的助
言）（平成23年3月25日国住街第188号各都道府県建築行政主務部長
あて国土交通省住宅局市街地建築課長）

71210 28 ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土155 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 53の2-1③
敷地規模規制の例
外許可

●建築基準法質疑応答集（建設省住宅局内建築基準法研究会編）
P4887～4889

71211 28 ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土156 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 55-2
高さ制限の例外認
定

高さ制限の緩和基準 71212 21 ・土木事務所 3

3法_土157 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 55-3①
高さ制限の例外許
可

●詳解建築基準法（建設省住宅局監修）P722
●高さの制限の緩和基準（平成6年9月7日宮城県土木部建築宅地
課）

71213 28 ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土158 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 55-3②
高さ制限の例外許
可

●建築基準法質疑応答集（建設省住宅局内建築基準法研究会編）
P4953
●高さの制限の緩和基準（平成6年9月7日宮城県土木部建築宅地
課）

71213 28 ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土159 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 56の2-1
日影規制の例外許
可

建築基準法質疑応答集（建設省住宅局内建築基準法研究会編）
P5185～5190

71214 － ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土160 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 57-1
高架の工作物内の
建築物の高さの制
限の例外認定

●建築基準法質疑応答集（建設省住宅局内建築基準法研究会編）
P5259

71215 21 ・土木事務所 3

3法_土161 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 59-1③
高度利用地区内の
容積率制限等の例
外許可

- 28 ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土162 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 59-4
高度利用地区内の
道路斜線制限の例
外許可

- 28 ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土163 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 59の2-1 総合設計の許可

●総合設計に係る許可準則について（昭和61年12月27日建設省住街
発第93号）
●総合設計許可準則（昭和61年12月27日建設省住街発第93号）
●総合設計許可準則の一部改正について（平成2年11月26日建設省
住街発第148号）
●総合設計許可準則に関する技術基準について（昭和61年12月27日
建設省住街発第94号）
●総合設計許可準則に関する技術基準の一部改正について（平成2
年7月3日建設省住街発第100号）

71216 28 ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土164 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 68の3-1
再開発地区計画区
域内等の容積率制
限の例外認定

- 21 ・土木事務所 3

3法_土165 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 68の3-2
再開発地区計画区
域内等の建ぺい率
制限の例外認定

- 21 ・土木事務所 3

3法_土166 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 68の3-3
再開発地区計画区
域内等の高さ制限
の例外認定

- 21 ・土木事務所 3

3法_土167 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 68の3-4
再開発地区計画区
域内等の斜線制限
の例外許可

- 28 ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土168 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 68の7-5
予定道路がある場
合の容積率の例外
許可

●建築基準法質疑応答集（建設省住宅局内建築基準法研究会編）
P5953～5955

71217 28 ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土169 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 85-4
応急仮設建築物の
存続の許可

●建築基準法質疑応答集（建設省住宅局内建築基準法研究会編）
P6745～6769

71218 15 消防機関 7

3法_土170 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 85-5
仮設建築物の建築
許可

●建築基準法第85条第5項に規定する仮設建築物について（平成23
年5月27日　国住指第461号）
●建築基準法質疑応答集（建設省住宅局内建築基準法研究会編）
P6747～6770

71219 15 消防機関 7

3法_土171 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 86-1 総合的設計の認定 宮城県総合的設計による一団地の認定基準 71220 21 ・土木事務所 3

3法_土172 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 86-2
連担建築物設計制
度の認定

宮城県総合的設計による一団地の認定基準 71220 21 ・土木事務所 3

3法_土173 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 87-2
用途変更における
用途規制の例外許
可

●建築基準法質疑応答集（建設省住宅局内建築基準法研究会編）
P4331～4558

71221 － ・土木事務所 3 消防機関 7

3法_土174 土木部 建築宅地課 宅地建物取引業法 ﾀｸﾁﾀﾃﾓﾉﾄﾘﾋｷｷﾞｮｳﾎｳ 3-1
宅地建物取引業の
免許

●法第4条，第5条
●施行規則第1条，第1条の2

71224 30

3法_土175 土木部 建築宅地課 宅地建物取引業法 ﾀｸﾁﾀﾃﾓﾉﾄﾘﾋｷｷﾞｮｳﾎｳ 3-3
宅地建物取引業の
免許の更新

●法第4条，第5条
●施行規則第1条，第1条の2

71225 30

3法_土176 土木部 建築宅地課 宅地建物取引業法 ﾀｸﾁﾀﾃﾓﾉﾄﾘﾋｷｷﾞｮｳﾎｳ 18-1
宅地建物取引士資
格登録

●法第18条第1項
●施行規則第14条の3

71226 16

3法_土177 土木部 建築宅地課 宅地建物取引業法 ﾀｸﾁﾀﾃﾓﾉﾄﾘﾋｷｷﾞｮｳﾎｳ 19の2
宅地建物取引士登
録の移転

●法第19条の2
●施行規則第14条の5

71227 16

3法_土178 土木部 建築宅地課 宅地建物取引業法 ﾀｸﾁﾀﾃﾓﾉﾄﾘﾋｷｷﾞｮｳﾎｳ 20
宅地建物取引士資
格登録簿の変更

●法第20条
●施行規則第14条の7

71228 7

10／13



〔様式３〕　審査基準及び標準処理期間（行政手続法適用）

3法_土179 土木部 建築宅地課 宅地建物取引業法 ﾀｸﾁﾀﾃﾓﾉﾄﾘﾋｷｷﾞｮｳﾎｳ 22①
申請に基づく宅地
建物取引士資格登
録の削除

法第22条 71229 7

3法_土180 土木部 建築宅地課 宅地建物取引業法 ﾀｸﾁﾀﾃﾓﾉﾄﾘﾋｷｷﾞｮｳﾎｳ 22の2
宅地建物取引士証
の交付

●法第22条の2
●施行規則第14条の10，第14条の11，第14条の13，第14条の14，第
14条の15，第14条の17

71230 30

3法_土181 土木部 建築宅地課 宅地建物取引業法 ﾀｸﾁﾀﾃﾓﾉﾄﾘﾋｷｷﾞｮｳﾎｳ 22の3
宅地建物取引士証
の更新の申請

●法第22条の3
●施行規則第14条の16

71231 30

3法_土182 土木部 建築宅地課 宅地造成等規制法 ﾀｸﾁｿﾞｳｾｲﾄｳｷｾｲﾎｳ 5-1

宅地造成等規制区
域の指定に係る測
量又は調査のため
の土地の試堀等の
許可

宅地造成等規制法遂条解説 71232 30 土木事務所 10

3法_土183 土木部 建築宅地課 宅地造成等規制法 ﾀｸﾁｿﾞｳｾｲﾄｳｷｾｲﾎｳ 8-1
宅地造成に関する
工事の許可

宅地造成等規制法遂条解説 71233 40 土木事務所 10

3法_土184 土木部 建築宅地課 積立式宅地建物販売業法
ﾂﾐﾀﾃｼｷﾀｸﾁﾀﾃﾓﾉﾊﾝﾊﾞｲｷﾞｮｳﾎ
ｳ

3
積立式宅地建物販
売業の許可

法第3条，4条，第5条，第6条 71234 90

3法_土185 土木部 建築宅地課 積立式宅地建物販売業法
ﾂﾐﾀﾃｼｷﾀｸﾁﾀﾃﾓﾉﾊﾝﾊﾞｲｷﾞｮｳﾎ
ｳ

23-2
営業保証金の取戻
しの承認

法第23条第2項 71235 90

3法_土186 土木部 建築宅地課 積立式宅地建物販売業法
ﾂﾐﾀﾃｼｷﾀｸﾁﾀﾃﾓﾉﾊﾝﾊﾞｲｷﾞｮｳﾎ
ｳ

23-3
営業保証金供託委
託額の減額の承認

法第23条第3項 71236 90

3法_土187 土木部 建築宅地課 都市計画法 ﾄｼｹｲｶｸﾎｳ 29 開発行為の許可
都市計画法第33条，第34条及び関連施行令，規則，関連通達項目別
早見表

71237 60 土木事務所 20

3法_土188 土木部 建築宅地課 都市計画法 ﾄｼｹｲｶｸﾎｳ 35の2-1
開発行為の変更の
許可

都市計画法第33条，第34条及び関連施行令，規則，関連通達項目別
早見表

71238 60 土木事務所 20

3法_土189 土木部 建築宅地課 都市計画法 ﾄｼｹｲｶｸﾎｳ 37
完了公告前の建築
承認

開発許可制度の解説（37条） 71239 30 土木事務所 10

3法_土190 土木部 建築宅地課 都市計画法 ﾄｼｹｲｶｸﾎｳ 41-2
定められた建ぺい
率等の制限を超え
る建築物の許可

開発許可制度の解説（41条） 71240 40 土木事務所 10

3法_土191 土木部 建築宅地課 都市計画法 ﾄｼｹｲｶｸﾎｳ 42-1
開発許可を受けた
土地における建築
等の許可

開発許可制度の解説（42条） 71241 40 土木事務所 10

3法_土192 土木部 建築宅地課 都市計画法 ﾄｼｹｲｶｸﾎｳ 43-1

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

開発許可制度の解説（43条） 71242 40 土木事務所 10

3法_土193 土木部 建築宅地課 都市計画法 ﾄｼｹｲｶｸﾎｳ 45 地位の承継の承認 開発許可制度の解説 71243 30 土木事務所 10

3法_土194 土木部 建築宅地課
宅地建物取引業法施行規
則

ﾀｸﾁﾀﾃﾓﾉﾄﾘﾋｷｷﾞｮｳﾎｳｾｺｳｷｿｸ 4の2
免許証の書換え交
付の申請

施行規則第4条の2 71244 30 14

3法_土195 土木部 建築宅地課
宅地建物取引業法施行規
則

ﾀｸﾁﾀﾃﾓﾉﾄﾘﾋｷｷﾞｮｳﾎｳｾｺｳｷｿｸ 4の3
免許証の再交付申
請

施行規則第4条の3 71245 30 14

3法_土196 土木部 建築宅地課
高齢者，障害者等の移動
等の円滑化の促進に関す
る法律

ｺｳﾚｲｼｬ,ｼｮｳｶﾞｲｼｬﾄｳﾉｲﾄﾞｳﾄ
ｳﾉｴﾝｶﾂｶﾉｿｸｼﾝﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

17-3
特定建築物の建築
及び維持保全の計
画の認定

●高齢者，障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべ
き建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令（平成
18年国土交通省令第114号）

71246 28 ・土木事務所 3

3法_土197 土木部 建築宅地課
高齢者，障害者等の移動
等の円滑化の促進に関す
る法律

ｺｳﾚｲｼｬ,ｼｮｳｶﾞｲｼｬﾄｳﾉｲﾄﾞｳﾄ
ｳﾉｴﾝｶﾂｶﾉｿｸｼﾝﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

18-1
認定を受けた計画
の変更の認定

●高齢者，障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべ
き建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令（平成
18年国土交通省令第114号）

71247 7 ・土木事務所 3

3法_土198 土木部 建築宅地課
高齢者，障害者等の移動
等の円滑化の促進に関す
る法律

ｺｳﾚｲｼｬ,ｼｮｳｶﾞｲｼｬﾄｳﾉｲﾄﾞｳﾄ
ｳﾉｴﾝｶﾂｶﾉｿｸｼﾝﾆｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

24
特定施設に関する
容積率の例外許可

●高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第24条の
規定に基づく国土交通大臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保
する上で有効と認めて定める基準

71248 28 ・土木事務所 3

3法_土199 土木部 建築宅地課 建築基準法 ｹﾝﾁｸｷｼﾞｭﾝﾎｳ 18-4
構造計算適合性判
定

●建築基準法第18条の3第3項
・確認審査等に関する指針（平成19年6月20日国交省告示第835号）

71249 14

3法_土200 土木部 建築宅地課
建築物の耐震改修の促進
に関する法律

ｹﾝﾁｸﾌﾞﾂﾉﾀｲｼﾝｶｲｼｭｳﾉｿｸｼﾝﾆ
ｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

17
建築物の耐震改修
の計画の認定

●耐震改修促進法第17条第3項 71250 ー 土木事務所 1
・建築主事
・消防機関

2
2

3法_土201 土木部 土木事務所
建築物の耐震改修の促進
に関する法律

ｹﾝﾁｸﾌﾞﾂﾉﾀｲｼﾝｶｲｼｭｳﾉｿｸｼﾝﾆ
ｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

22
建築物の地震に対
する安全性に係る
認定

●耐震改修促進法第22条第2項 71251 ー

3法_土202 土木部 建築宅地課
建築物の耐震改修の促進
に関する法律

ｹﾝﾁｸﾌﾞﾂﾉﾀｲｼﾝｶｲｼｭｳﾉｿｸｼﾝﾆ
ｶﾝｽﾙﾎｳﾘﾂ

25
区分所有建築物の
耐震改修の必要性
に係る認定

●耐震改修促進法第25条第2項 71252 ー

3法_土203 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

9-1
マンション建替組
合の設立の認可

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第9条第1項，第2
項，第12条
●マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第1条～第3
条第1項

71253 ー

3法_土204 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

34-1
マンション建替組
合の定款又は事業
計画の変更の認可

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第34条
●マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令第13条

71254 ー

3法_土205 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

38-4
マンション建替組
合の解散の認可

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第38条第4項
●マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第3条第3項

71255 ー

3法_土206 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

42,138
マンション建替組
合等の決算報告書
の承認

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第42条，第138条
●マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第21条

71256 ー

11／13



〔様式３〕　審査基準及び標準処理期間（行政手続法適用）

3法_土207 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

45-1
個人施行者による
マンション建替事
業の施行の認可

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第45条～第48条
●同法施行規則第22条～第26条

71257 ー

3法_土208 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

50-1

個人施行者による
マンション建替事
業の規準又は規約
及び事業計画の変
更の認可

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第50条
●同法施行規則第23条第2項

71258 ー

3法_土209 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

51-3

数人共同して施行
するマンション建
替事業に係る規約
の認可

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第45条～第48条，第
51条第3項
●同法施行規則第22条～第26条

71259 ー

3法_土210 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

53-1

個人施行者による
マンション建替事
業における審査委
員の承認

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第53条
●同法施行令第16条

71260 ー

3法_土211 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

54-1

個人施行者による
マンション建替事
業の廃止又は終了
の認可

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第54条 71261 ー

3法_土212 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

57-1
マンション建替事
業における権利変
換計画の認可

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第57条～第63条，第
65条
●同法施行規則第32条～第36条

71262 ー

3法_土213 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

66-1

マンション建替事
業における権利変
換計画の変更の認
可

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第57条～第63条，第
66条
●同法施行規則第32条～第36条

71263 ー

3法_土214 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

94-1,3

区分所有者相互間
及び団地建物所有
者相互間の管理規
約の認可

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第94条 71264 ー

3法_土215 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

102-1
除却する必要があ
るマンションの認
定

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条
●同法施行規則第49条
●平成26年国土交通省告示第1106号
●マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則第2条，第3
条

71265 ー

3法_土216 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

105-1
容積率の特例に関
する許可

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条
●同法施行令第27条
●マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則第4条
●「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第１０５条の規定
の運用について」（平成26年12月5日付け国土交通省国住街第145
号）国土交通省住宅局市街地建築課長）

71266 ー

3法_土217 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

109-1
要除却認定マン
ションの買受計画
の認定

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第109条及び第110条
●同法施行規則第53条

71267 ー

3法_土218 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

111-1
要除却認定マン
ションの買受計画
の変更の認定

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第109条～第111条
●同法施行規則第53条及び第55条

71268 ー

3法_土219 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

120-1
マンション敷地売
却組合の設立の認
可

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第120条～第122条
●同法施行規則第56条～第58条

71269 ー

3法_土220 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

134-1

マンション敷地売
却組合の定款又は
資金計画の変更の
認可

●マンションの建替え等の円滑化に関する第121条，第134条
●同法施行規則第58条第2項

71270 ー

3法_土221 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

137-4
マンション敷地売
却組合の解散の認
可

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第137条第4項
●同法施行規則第58条第3項

71271 ー

3法_土222 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

141-1

マンション敷地売
却事業における分
配金取得計画の認
可

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第141条～第144条，
第146条
●同法施行令第32条
●同法施行規則第64条，第66条，第67条

71272 ー

3法_土223 土木部 建築宅地課
マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

ﾏﾝｼｮﾝﾉﾀﾃｶｴﾄｳﾉｴﾝｶﾂｶﾆｶﾝｽﾙ
ﾎｳﾘﾂ

145-1

マンション敷地売
却事業における分
配金取得計画の変
更の認可

●マンションの建替え等の円滑化に関する法律第141条～第146条
●同法施行令第32条
●同法施行規則第64条，第66条，第67条

71273 ー

3法_土224 土木部 建築宅地課 租税特別措置法施行令 ｿｾﾞｲﾄｸﾍﾞﾂｿﾁﾎｳｾｺｳﾚｲ 20の2⑬

個人の土地等の譲
渡に係る特定の民
間再開発事業の認
定

●租税特別措置法第31条の2第2項第11号
●租税特別措置法施行令第20条の2第13項
●租税特別措置法施行規則第13条の3第7項
●特定の民間再開発事業認定事務施行細則第2条～第4条

71274 30

3法_土225 土木部 建築宅地課 租税特別措置法施行令 ｿｾﾞｲﾄｸﾍﾞﾂｿﾁﾎｳｾｺｳﾚｲ 38の4㉒

法人の土地等の譲
渡に係る特定の民
間再開発事業の認
定

●租税特別措置法第62条の3第4項第11号
●租税特別措置法施行令第38条の4第22項
●租税特別措置法施行規則第21条の19第8項
●特定の民間再開発事業認定事務施行細則第2条～第4条

71275 30

12／13



〔様式３〕　審査基準及び標準処理期間（行政手続法適用）

3法_土226 土木部 建築宅地課 租税特別措置法施行令 ｿｾﾞｲﾄｸﾍﾞﾂｿﾁﾎｳｾｺｳﾚｲ 25の4②
特定民間再開発事
業の認定

●租税特別措置法第37条の5第1項
●租税特別措置法施行令第25条の4第2項
●租税特別措置法施行規則第18条の6第1項
●特定民間再開発事業等認定事務施行細則第2条，第4条，第5条

71276 30

3法_土227 土木部 建築宅地課 租税特別措置法施行令 ｿｾﾞｲﾄｸﾍﾞﾂｿﾁﾎｳｾｺｳﾚｲ 25の4⑰
地区外転出事情の
認定

●租税特別措置法第37条の5第5項
●租税特別措置法施行令第25条の4第17項
●租税特別措置法施行規則第18条の6第3項
●特定民間再開発事業等認定事務施行細則第3条，第4条，第6条

71277 30

13／13


