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『北区景観づくり計画』景観届出等の手引き 
令和４年４月１日更新 

  
１ 北区景観づくり計画で定める届出対象地区 

北区景観づくり計画では、北区全域を景観計画区域とし、「一般地区」と「特定地区（景観

形成重点地区、景観形成方針地区）」を届出対象地区としています。 

北区では、この地区区分により景観形成基準や景観届出等の手続を定めています。 

一般地区、特定地区の対象区域は、以下のとおりです。 

地区区分 対象区域 

一般地区 北区全域（景観形成重点地区の除く） 

景観形成 

重点地区 

西が丘地区 西が丘一丁目、西が丘二丁目、赤羽西三丁目及び赤羽西四丁目各地内 

隅田川沿川地区 隅田川の区域及び隅田川の両側からそれぞれ 50ｍの陸上の区域 

旧古河庭園周辺地区 旧古河庭園の外周線からおおむね 200m の範囲 

中央公園周辺地区 
上十条一丁目、中十条一丁目、王子本町二丁目、王子本町三丁目及び

十条台一丁目各地内 

※景観形成方針地区では対象区域や景観形成基準は定めていません。 

 

２ 北区景観づくり計画で定める届出行為の種類と規模 
景観届出及び事前協議が必要となる届出行為及び地区区分に対する届出規模を以下のとお

りとしています。 

【届出行為】 

届出行為 行為内容 

建築物 
大規模な建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは

模様替又は色彩の変更（景観計画の基準に適合していない塗替を含む） 

工作物 
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又

は色彩の変更（景観計画の基準に適合していない塗替を含む） 

開発行為 都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発行為 

【届出行為・規模】 

届出行為 地区区分 届出規模 

建築物 

一般地区 

商業地域  ：高さ≧30ｍ又は延べ面積≧1,200 ㎡ 

近隣商業地域：高さ≧20ｍ又は延べ面積≧1,000 ㎡ 

その他の地域：高さ≧20ｍ又は延べ面積≧800 ㎡ 

景観形成重点地区 

西が丘地区   ：全ての建築物 

隅田川沿川地区：高さ≧15ｍ又は延べ面積≧800 ㎡ 

旧古河庭園周辺地区：高さ≧20ｍ又は延べ面積≧800 ㎡ 

中央公園周辺地区：高さ≧15ｍ又は延べ面積≧800 ㎡ 

工作物 全 域 
建築基準法第 88 条に規定する工作物（確認申請が必要な工作物）及

び条例規則で定める工作物※ 

開発行為 全 域 開発区域面積が 500 ㎡以上 

※工作物の届出規模は北区景観づくり計画 P.103 を参照（条例施行規則の別表第４） 
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３ 景観届出および事前協議の手順 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：条例施行規則により、建築行為の規模（一部）、工作物、開発行為については、１５日前となるものが
あります。 

※２：開発行為許可申請や環境影響評価法の準備書等の送付など、一部の手続きにおいて提出時期が異なり
ますので、お問い合わせください。 

工 事 
行為の着手 

行為の完了 

行為の完了報告書の提出 完了報告書を受領 
提出 

行為の変更届出書の提出 

（工事等により変更しようとする場合） 

提出 
変更届出書を受領 

（変更が適合しているかを審査） 
※変更を行う場合は、事前相談してください。 

行為の届出書の提出 

計
画
・設
計
変
更 

景観づくり計画の適合審査 
（景観アドバイザーの助言・意見） 

誘導・指導 

＜不適合＞ ＜適 合＞ 

提出 

措置の指導 

勧告、変更命令 

行為の適合確認 

適合しない場合 

従わない場合 

の 
３０日前までに
提出※2 

景観づくり審議会の意見 

景観づくり審議会の意見 

景観届出 

建築確認申請・開発許可申請など 

提出 
事前協議 

事前協議申出書の提出 
景観づくり計画等への適合確認 
（景観アドバイザーの助言・意見） 

図面等の修正 

計画変更 助言・指導 

＜不適合＞ ＜適 合＞ 

事前協議終了 

景観届出の 
３０日前までに
提出※１ 

区民、事業者、設計者が行うこと 区が行うこと 

事前相談 
（任意） 設計条件確認 

計画地の景観形成基準等を確認 

＜情報提供＞ 
景観づくり計画等 

＜事前相談＞ 
計画内容の相談 企画・設計段階の相談 

確認 

提供 

相談 
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４ 景観届出書と事前協議書の提出期限 

【景観届出書の提出期限】（条例施行規則 別表第１） 
行為の種類 手  続 届出日又は通知日 

＜建築物＞ 

法第１６条第１項第１号の

建築物の新築、増築、改築

若しくは移転、外観を変更

することとなる修繕若しく

は模様替又は色彩の変更 

建築基準法 

 

第６条第１項又は第６条の２第１項の

規定による建築確認申請 

申請の日の３０日前 

第１８条第２項の規定による計画通知 通知の日の３０日前 

第２０条第１号の規定による構造方法

に係る認定の申請 

申請の日の３０日前 

第４３条第１項ただし書その他の規定

による特定行政庁の許可の申請 

申請の日の３０日前 

第４４条第１項第３号その他の規定に

よる特定行政庁の認定の申請 

申請の日の３０日前 

第５８条の規定による都市計画で定め

た基準の許可の申請 

申請の日の３０日前 

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１７条第１項の計画の認定の申請 申請の日の３０日前 

長期優良住宅の普及促

進に関する法律 

第５条第１項から第３項までの規定に

よる認定の申請 

申請の日の３０日前 

密集市街地における防

災街区の整備の促進に

関する法律 

第１１６条第１項の規定による許可の

申請 

申請の日の３０日前 

環境影響評価法 第１５条の規定による準備書等の送付 送付の日 

東京都環境影響評価条

例 

第４８条の規定による評価書案等の提

出 

提出の日 

行為の着手 着手する日の３０日前 

＜工作物＞ 

法第１６条第１項第２号の

工作物の新設、増築、改築

若しくは移転、外観を変更

することとなる修繕若しく

は模様替又は色彩の変更 

建築基準法 第８８条第１項又は第２項において準

用する第６条第１項又は第６条の２第

１項の規定による工作物確認申請 

申請の日の３０日前 

第８８条第１項又は第２項において準

用する同法第１８条第２項の規定によ

る工作物計画通知 

通知の日の３０日前 

第８８条第１項において準用する同法

第２０条第１号の規定による構造方法

に係る認定の申請 

申請の日の３０日前 

都市計画法 第２９条その他の規定による開発行為

の許可の申請（第４条第１１項の特定

工作物に係るものに限る。） 

申請の日 

行為の着手 着手する日の３０日前 

＜開発行為＞ 

法第１６条第１項第３号の

都市計画法第４条第１２項

に規定する開発行為 

都市計画法 

 

第２９条その他の規定による開発行為

の許可の申請 

申請の日 

第３４条の２第１項の規定による開発

行為の協議 

協議の日 

行為の着手 着手する日の３０日前 

【事前協議書の提出期限】（条例施行規則 別表第５） 
行為の種類 協議申出期限 

＜建築物＞ 

法第１６条第１項第１号の建築物の新築、増築、改築若

しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模

様替又は色彩の変更 

⑴ 建築物の高さが１５メートル以上又は延べ面積が８００平方

メートル以上の場合 行為の届出日又は通知日の３０日前 

⑵ ⑴以外の場合、行為の届出日又は通知日の１５日前 

＜工作物＞ 

法第１６条第１項第２号の工作物の新設、増築、改築若

しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模

様替又は色彩の変更 

行為の届出日又は通知日の１５日前 

＜開発行為＞ 

法第１６条第１項第３号の都市計画法第４条第１２項に

規定する開発行為 

行為の届出日又は通知日の１５日前 
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５ 景観届出および事前協議に添付する図書等 

（１）必要な図書等 
景観届出等に必要な提出図書は次のとおりです。（正本・副本の各１部必要です。） 

区 分 必要な図書等 

景観届出 景観計画区域内における行為の届出書（別記第１号様式）および添付図書 

事前協議 景観計画区域内における行為の事前協議申出書（別記第５号様式）および添付図書 

※別記様式及び措置状況説明書は、北区のホームページからダウンロードすることができます。 

【添付図書】（建築物の景観届出等） 
 図面の種類 記載事項等 

１ 措置状況説明書 対象行為と地区区分に応じた措置状況説明書に記載 

２ 案内図 方位及び行為地 

３ 配置図 敷地の境界線及び建築物の位置 

４ 各階平面図  

５ 外構平面図 植栽又は樹木がある場合はその名称 

６ 屋上伏せ図 屋根又は屋上に配置されている機械がある場合はその位置 

７ 立面図（四面・着

色） 

露出する建築設備、各部分の仕上げ方法及び色彩（マンセル値を併記するこ

と。） 

８ 完成予想図（着色） 建築物及びその周辺の状況（パース） 

９ 現況写真（カラー） 行為地及びその周辺の状況（写真撮影位置図も添付すること。） 

１０ その他 ・附属建物の図面 

必要に応じて、以下の参考資料を添付 

・当該計画の景観形成に関する方針 

・周辺建築物との高さなどの検討（隅田川沿川地区、旧古河庭園周辺地区等） 

・建築計画概要書など（西が丘地区） 

・使用素材、塗装色彩の見本 

・その他 

※添付する図面の縮尺について、適切に表示できない場合は、担当者へ相談ください。 

※工作物、開発行為の景観届出等の添付図書は、条例施行規則 別表第２を参照ください。 

詳細については、担当者へ相談ください。 

（２）変更および完了の手続 
景観届出の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ、変更届出が必要となります。 
また、届出行為が完了した場合は、完了報告書の提出が必要となります。 
変更届出書、完了報告書に必要な提出図書は次のとおりです。（正本・副本の各１部必要です。） 

行 為 必要な提出図書 

景観届出の変更 景観計画区域内における行為の変更届出書（別記第３号様式） 

添付図書（変更内容を示す資料） 

・措置状況説明書：当該変更に関係する部分のみ記載 

・変更内容を示す図面 

・変更内容を示す完成予想図（着色） 

・その他 

届出行為の完了 景観計画区域内における行為の完了報告書（別記第１２号様式） 

添付図書（完成の状況が確認できる資料） 

・現場状況が確認できる写真 

・写真撮影位置図 

・その他 
 
 
 
 

— 問い合わせ先 — 

○景観まちづくりに関すること、 

○届出・事前協議、景観形成重点地区指定等に関すること 

 北区まちづくり部都市計画課  ＴＥＬ ０３－３９０８－９１５２ 


