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第35条 開発事業の申請等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  15 
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第38条 行為着手等の制限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  16 
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 第８章 開発事業の基準 

第１節 開発事業の基準の遵守 
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第３節 建築基準法に定める建築物の構造に関する制限 
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