
名　　　　　　　　　　　　　称 関 係 条 例 等 備考
開発事業事前審査申請書 市規則様式第１号 様式 1 ○
開発行為許可申請書 省令別記様式二 様式 2 ○
開発事業概要書 市規則様式第３号 様式 3 〇■
開発行為協議書 市規則様式第１２号 様式 4 ○
設計説明書 市規則様式第１４号 様式 5 ○
設計説明書（公共施設の整備計画） 同　　　上 様式 6 ○
都市計画法第３２条による協議について 様式 7 ○
公共施設一覧表 市規則様式第１５号 様式 8 ○
資金計画書（収支計画） 省令別記様式三 様式 9 ○
資金計画書（年度別資金計画） 同　　　上 様式 10 ○
設計者の資格調書 市規則様式第７号 様式 11 ○
申請者の資力信用調書 市規則様式第８号 様式 12 ○
工事施工者の工事能力調書 市規則様式第９号 様式 13 ○
開発区域内権利者一覧表 市規則様式第１６号 様式 14 ○
開発行為施行同意書 市規則様式第１７号 様式 15 ○
開発行為変更許可申請書 市規則様式第１９号 様式 16 ○
開発行為変更協議書 市規則様式第２２号 様式 17 ○
開発行為変更届出書 市規則様式第２０号 様式 18 ○
工事着手届 市規則様式第２４号 様式 19 ○
工事完了届出書 省令別記様式四 様式 20 ○
公共施設工事完了届書 省令別記様式五 様式 21 ○
工事完了公告以前の建築等承認申請書 市規則様式第２６号 様式 22 ○
開発行為に関する工事の廃止の届出書 省令別記様式八 様式 23 ○
地位承継届出書 市規則様式第３８号 様式 24 ○
地位承継承認申請書 市規則様式第３９号 様式 25 ○
建築物特例許可申請書 市規則様式第２８号 様式 26 △
予定建築物等以外の建築等許可申請書 市規則様式第３１号 様式 27 △
予定建築物等以外の建築等協議書 市規則様式第３２号 様式 28 △
建築物の新築、改築または用途の変更許可申請書 省令別記様式九 様式 29 △
建築物の新築、改築または用途の変更等協議書 市規則様式第３５号 様式 30 △
建築物概要書 市規則様式第２９号 様式 31 △
分化調書 様式 32 ○△
収用対象事業による移転調書 様式 33 ○△
都市計画法第３４条第１３号の規定による届出書 市規則様式第１８号 様式 34 ○△
都市計画法による開発許可標識 市規則様式第２５号 様式 35 ○
都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明申請書 市規則様式第４２号 様式 36 ☆
都市計画法に適合する旨の建築物敷地調書 様式 37 △☆
説明会経過書 市規則様式第６号その１ 様式 38 ○
開発事業説明会出席者名簿 市規則様式第６号その２ 様式 39 ○
開発事業個別説明報告書 市規則様式第６号その３ 様式 40 〇
開発事業標識 市規則様式第４号 様式 41 ○
開発事業標識設置届 市規則様式第５号 様式 42 ○
工事着手届 市要綱様式第６号 様式 43 ■
工事完了届出書 市要綱様式第７号 様式 44 ■
地位承継届出書 様式 45 ■
開発事業協定書 市指針様式第２号 様式 46 ○■
道路に関する協定書 市指針様式第１号 様式 47 ○■
水路に関する協定書 市指針様式第１号 様式 47-1 ○■
公園に関する協定書 市指針様式第１号 様式 48 ○■
中高層建築物計画書 市要綱（中高層）様式第２号 様式 49 ○■
説明会経過書（中高層建築物） 市要綱（中高層）様式第１号その１ 様式 50 ○■
説明会出席者名簿（中高層建築物） 市要綱（中高層）様式第１号その２ 様式 51 ○■
個別説明報告書（中高層建築物） 市要綱（中高層）様式第１号その３ 様式 52 〇■
中高層建築物標識 市要綱（中高層）様式第３号 様式 53 ○■
中高層建築物標識設置届 市要綱（中高層）様式第４号 様式 54 ○■
ワンルーム形式集合住宅建築計画書 市要綱（ワンルーム）様式第１号 様式 55 ○■
施設管理表示板 市要綱（ワンルーム）様式第２号 様式 55-1 ○■
確約書（学生専用ワンルームマンション）　※令和４年４月より廃止 市要綱（ワンルーム）様式第３号 様式 56 ○■
協議終了確認書 様式 57 ○■
工業（準工業）地域内の住居系開発伺書 様式 58 ○■
開発事業施行同意書 様式 59 ■
公共・公益施設等引継ぎ書 市要綱様式第８号 様式 60 ■
手直し完了報告書 様式 61 ○■
工事完了検査の留意点 様式 62 ○■
公共施設用地の帰属に係わる登記手続きに必要な書類について（提出） 様式 63 ○
登記原因証明情報・登記承諾書 様式 64 ○
緊急連絡体制表 様式 65 ○■
建築工事完了届出書 市指針様式第３号 様式 66 ○■
開発行為事前協議書 市規則様式第２号 様式 67 ○
支援および説明状況報告書 市規則様式第４３号 様式 68 ○
特定開発行為等協議書 市要綱様式第１号 様式 69 ■
特定開発行為等標識 市要綱様式第３号 様式 70 ■
特定開発行為等標識設置届 市要綱様式第４号 様式 71 ■
説明会経過書（特定開発行為等） 市要綱様式第５号その１ 様式 72 ■
説明会出席者名簿（特定開発行為等） 市要綱様式第５号その２ 様式 73 ■
個別説明報告書（特定開発行為等） 市要綱様式第５号その３ 様式 74 ■
支援および説明状況報告書（特定開発行為等） 市要綱様式第１０号 様式 75 ■
協議完了状況一覧表 様式 76 〇■
工事完了検査の留意点 様式 77 〇■
敷地外駐車場設置誓約書 様式 78 〇■

様 式 番 号

○：開発許可関係　■：要綱関係　△：建築許可関係　☆：６０条証明関係


