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第１章  総  則 

 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、景観法（平成 16 年法律第 110 号。以下「法」という。）

及び景観法施行令（平成 16 年政令第 398 号。以下｢政令｣という。）、景観

法施行規則（平成 16 年国土交通省令第 100 号。以下｢省令｣という。）、札

幌市都市景観条例（平成 19 年条例第 54 号。以下「条例」という。）及び

札幌市都市景観条例施行規則（平成 20 年規則第 号。以下｢条例施行規則｣

という。）に基づき、良好な都市景観の推進に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 

第２章  景観計画 

 

説明資料１ 



（景観計画の図書） 

第２条 景観行政団体及び景観計画に関する省令（平成 16 年農林水産省

令・国土交通省令・環境省令第 1 号）第 2 条第 2 項の規定により景観行政

団体が定める方法により表示する計画図は、原則として縮尺 2,500 分の 1

程度のものとする。ただし、行政区域界又は道路境界からの距離などによ

って、区域が明確な場合を除く。 

 

（計画提案団体の認定等の通知）  

第３条  条例施行規則第３条の規定による認定を受けようとする者

は、札幌市景観計画提案団体認定申請書（様式１）を市長に提出

しなければならない。  

２  市長は、前項の規定による認定申請書の提出があったときは、

その内容を審査し、条例施行規則第３条の規定による認定をする

ことを決定したときは、札幌市景観計画提案団体認定通知書（様

式２）により、当該認定をしないことを決定したときは、札幌市

景観計画提案団体審査結果通知書（様式３）により、それぞれ当

該提案をした者に通知する。  

 

第３章  行為の届出等 

 

（事前協議） 

第４条 条例第 16 条第 1 項の規定による協議を行おうとするときは、札幌

市景観計画区域内行為事前協議書（様式４）により行なうものとする。 

２ 景観行政団体の長（以下｢市長｣という。）は、前項の協議が終了したと

きは、札幌市景観計画区域内行為事前協議済書（様式５）により届出をし

た者に通知するものとする。 

３ 条例施行規則第５条の規定による別表１に掲げる図書を添えて得た前

項の札幌市景観計画区域内行為事前協議済書は、条例第 17 条第 1 項及び

条例第 18 条第 2 項並びに条例施行規則第 9 条第 5 項に定める図書に替え

ることができる。ただし、内容が行為の制限に適合するものであり、かつ、

変更がない場合に限る。 



 

（国の機関等の通知） 

第５条 法第 16 条第 5 項の規定による通知は、札幌市景観計画区域内行為

通知書（様式６）により行なうものとする。 

 

（国の機関等の通知をした者に対する通知） 

第６条 市長は、前条の行為について、通知があった場合において、当該通

知に係る行為について、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと

認めるときは、その旨を当該通知をした者に通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知は、札幌市景観計画区域内協議結果通知書（様式

７）により行うものとする。 

 

 （記載事項変更） 

第７条 法第 16条第 1項及び条例第 24条第 1項の規定による届出をした者

並びに第５条の通知をした者は、その届出及び通知に係る事項のうち、国

土交通省令で定める以外の事項を変更しようとするときは、記載事項変更

届（様式８）により行うものとする。 

 

（完了届） 

第８条 法第 16条第 1項及び条例第 24条第 1項の規定に基づき届出がなさ

れた行為が完了したときは、届出をした者は景観計画区域内行為竣工届

（様式９）を市長に提出しなければならない。 

 

（法による勧告） 

第９条  法第 16 条第 3 項に規定する勧告は、勧告書（様式 10）によるも

のとする。 

 

（法による変更命令及び原状回復命令） 

第 10 条 法第 17 条第１項に規定する命令は、変更命令書（様式 11） によ

るものとする。 



２ 法第 17 条第 5 項に規定する原状回復命令は、原状回復命令書（様式 12） 

によるものとする。 

 

（条例による勧告） 

第 11 条  条例第 27 条第 1 項若しくは第 2 項に規定する勧告は、勧告書（様

式 13）によるものとする。 

    

第４章 景観重要建造物等 

  第１節 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等 

 

（指定の提案） 

第 12 条 省令第 7 条第 1 項及び第 12 条第 1 項に規定する提案書は、指定提

案書（様式 14）とする。 

 

第 13条 市長は、法第 22条第 1項の規定による届出があった場合において、

その届出に係る行為により、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必

要があると認めるときは、その所有者に対して、必要な措置を講ずるよう

助言し、又は指導することができる。 

 

（原状回復等命令） 

第 14 条 法第 23 条第 1 項又は法第 32 条第 1 項の規定により原状回復又は

これに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、原状回復命令書

（様式 15）により行うものとする。 

 

（管理に関する命令勧告） 

第 15 条 法第 26 条及び法第 34 条の規定により必要な措置を命じようとす

るときは管理に関する命令書（様式 16）により行い、又は勧告をしよう

とするときは、管理に関する勧告書（様式 17）により行うものとする。 

 

第２節 札幌景観資産の指定等 

 



（通常の管理行為） 

第 16 条 条例第 39 条第 1 項のただし書の通常の管理行為は、次に掲げる行

為とする。 

 （1） 建築物等及び敷地の管理叉は補修のために通常行なわれる軽易な変

更。 

 （2） 整枝剪定など通常行う樹木の管理。 

 （3） 枯れ枝叉は危険な枝の伐採。 

 （4） 法令叉は法令に基づく処分による義務の履行として行う行為。 

 

第５章  景観整備機構 

（指定の申請） 

第 17条 法第 92条第 1項の規定による景観整備機構（以下「機構」という。）

の指定を受けようとする者は、景観整備機構指定申請書（様式 18）に次

に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。 

 (1)定款又は寄附行為 

 (2)登記事項証明書 

(3)役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 

(4)組織図及び事務分担を記載した書面 

(5)事業計画書 

(6)収支予算書 

(7)その他機構の業務に関し参考となる書類 

 

（指定基準） 

第 18 条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、申請者が

本市の景観行政の推進に資すると認められる法人であって、次に掲げる基

準に適合していると認められるときは機構として指定をするものとする。 

 (1)業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基礎を有すること。 

 (2)必要な人員配置その他業務を適正に遂行するために必要な措置を講じ



ていること 

２ 市長は、機構として指定することを決定したときには、景観整備機構指

定通知書（様式 19）により、指定しないことを決定したときは、景観整

備機構指定審査結果通知書（様式 20）により、それぞれ当該提出をした

者に通知するものとする。 

 

（変更届） 

第 19 条 機構は、法第 92 条第３項の規定による届出をしようとするときに

は、景観整備機構名称等変更届出書（様式 21）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 機構は、第 16 条第 1 項の規定による申請書に記載した業務の内容に変

更があったときは、変更があった日から 30 日以内に業務変更報告書（様

式 22）に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。 

 

（意見の聴取） 

第 20 条 市長は、機構として指定しようとするときは、あらかじめ札幌市

都市景観審議会の意見を聴かなければならない。 

 

（報告） 

第 21 条 機構は、毎事業年度の事業開始前に、事業計画書及び事業活動収

支予算書を市長に提出するものとする。 

２ 機構は、毎事業年度終了後速やかに事業報告書及び事業活動収支決算書

を市長に提出するものとする。 

 

（業務停止） 

第 22 条 機構は、同機構の業務を停止しようとするときは、景観整備機構

業務停止届（様式 23）に理由を添えて、市長に提出しなければならない。 

 



第７章 都市景観審議会 

 

（公開） 

第 23条 条例第 45条第１項の規定に基づき設置する札幌市都市景観審議会

は公開とする。ただし、特定の個人又は法人等の権利利益に係る事項を審

議する場合その他必要があると会長が判断した場合は、非公開とすること

ができる。 

２ 同条第５項の規定に基づく景観デザイン審査部会（以下「審査部会」と

いう。）及び同条第 7 項の規定に基づき設置される専門部会は、原則とし

て非公開とする。ただし、公開の必要があると部会長が判断した場合は、

公開とすることができる。 

 

（審査部会） 

第 24 条 審査部会は、審議会委員５名と臨時委員２名をもって構成する。

なお、臨時委員は登録委員の中から部会長が選任するものとする。 

 

第８章  雑  則 

 

（その他） 

第 25 条 本要綱に定めのない事項については、必要に応じて別途定めるも

のとする。 

  

（附則） 

本要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 

（附則） 

本要綱は、平成 25 年 10 月 31 日から施行する。 



 札幌市都市景観の推進に関する取扱要綱 新旧対照表 

（旧）  （新）  備 考 

札幌市都市景観の推進に関する取扱要綱 

（平成２０年３月３１日市民まちづくり局長決裁） 

 

（事前協議） 

第４条 条例第 16条第 1項の規定による協議を行お

うとするときは、札幌市景観計画区域内行為事前

協議書（様式４）により行なうものとする。 

２ 景観行政団体の長（以下｢市長｣という。）は、前

項の協議が終了したときは、札幌市景観計画区域

内行為事前協議済書（様式５）により届出をした

者に通知するものとする。 

３ 条例施行規則第６条の規定による別表１に掲げ

る図書を添えて得た前項の札幌市景観計画区域内

行為事前協議済書は、条例第 17 条第 1 項及び条例

第 18条第 2項並びに条例施行規則第 9条第 5項に

定める図書に替えることができる。ただし、内容

が行為の制限に適合するものであり、かつ、変更

がない場合に限る。 

 
 
 

札幌市都市景観の推進に関する取扱要綱 

（平成２０年３月３１日市民まちづくり局長決裁） 

改正 平成 25年 10月 31日  

（事前協議） 

第４条 条例第 16条第 1項の規定による協議を行お

うとするときは、札幌市景観計画区域内行為事前

協議書（様式４）により行なうものとする。 

２ 景観行政団体の長（以下｢市長｣という。）は、前

項の協議が終了したときは、札幌市景観計画区域

内行為事前協議済書（様式５）により届出をした

者に通知するものとする。 

３ 条例施行規則第５条の規定による別表１に掲げ

る図書を添えて得た前項の札幌市景観計画区域内

行為事前協議済書は、条例第 17 条第 1 項及び条例

第 18条第 2項並びに条例施行規則第 9条第 5項に

定める図書に替えることができる。ただし、内容

が行為の制限に適合するものであり、かつ、変更

がない場合に限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３項 誤記訂正 
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（公開） 

第 23 条 条例第 45 条第１項の規定に基づき設置す

る札幌市都市景観審議会は公開とする。 

２ 同条第５項の規定に基づく景観デザイン審査部

会（以下「審査部会」という。）及び同条第 7 項の

規定に基づき設置される専門部会は、原則として

非公開とする。ただし、公開の必要があると部会

長が判断したときは、公開とすることができる。 

（施行） 

本要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 

 

（公開） 

第 23 条 条例第 45 条第１項の規定に基づき設置す

る札幌市都市景観審議会は公開とする。ただし、

特定の個人又は法人等の権利利益に係る事項を審

議する場合その他必要があると会長が判断した場

合は、非公開とすることができる。 

２ 同条第５項の規定に基づく景観デザイン審査部

会（以下「審査部会」という。）及び同条第 7 項の

規定に基づき設置される専門部会は、原則として

非公開とする。ただし、公開の必要があると部会

長が判断した場合は、公開とすることができる。 

（附則） 

本要綱は、平成 20 年４月１日から施行する。 

（附則） 

本要綱は、平成 25 年 10 月 31 日から施行する。 

 

第１項 個人情報保護

の観点より、非公開条

項を追加 

 

第２項 文言整理 

 

 

 

 

 

 

文言整理 
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