景観法及び白河市景観条例に基づく届出制度
自然‥

歴史‥

～ 次世代に伝える白河らしい景観 ～

みんなで育む美しいふるさと白河

白河市では、豊かな自然や歴史的環境と調和した個性的で優れた景観をつくり、守り、育てる
ことによって、親しみそして愛着と誇りのある ふるさと白河 を築いていくことを目的に平成
22 年 12 月、景観条例を制定しました。また、平成 23 年 3 月には景観法に基づく景観計画
を策定し、行為の規制等に関して必要な事項等を定めています。これにより、本市の景観計画
区域内(市全域)で行われる一定の規模を超える建築物の建築等や工作物の建設等については事
前に届出が必要となるほか、景観計画に定める景観形成基準への適合が求められます。

白河市

届出の対象となる行為

届出に必要な提出書類・添付図面等
■提出書類

本市の景観計画区域（市全域）において一定の行為を行う場合は、景観法及び景観条例の規定により、
事前に届出が必要となります。
届出の対象となる行為の種類は、建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為、土地の形質の変更等
及び屋外における土石等の堆積としており、その規模は、景観への影響が大きい一定規模以上のもの（下
表参照）としています。
また、景観形成を先導する取組みを進めていく景観計画重点区域においては、届出の対象となる行為
の規模を、市全域のものとは別に定めています。
詳細については、白河市景観計画をご覧になるか、市役所担当窓口までお問い合わせください。

提出の時期

提出書類

事前協議 （届出の 30 日以上前）
景観計画区域内における行為の事前協議書
当初届出 （行為を行う 30 日以上前）
景観計画区域内における行為の届出書
設計又は施工方法の変更の届出 （行為を行う 30 日以上前）
景観計画区域内における行為の変更届出書
行為者の氏名・住所に変更があったときの届出 （速やかに）
氏名等変更届出書
行為に係る届出を取りやめたときの届出 （速やかに）
景観計画区域内における行為の廃止届出書
行為を完了したときの届出 （速やかに）
景観計画区域内における行為の完了届出書
※提出書類等の詳細は、別に定める「景観法及び白河市景観条例に基づく届出の手引き」をご覧ください。

■添付図面等
景観計画
区域の
区分

景観計画区域

景観計画重点区域

景観計画推進区域

●白河市全域

●小峰城跡・
白河駅周辺地区
●南湖公園周辺地区
●白河関跡周辺地区

●城下町地区

届出が
必要な
行為

▽建築物・工作物
図書の種類
○付近見取図
○現況写真

建築物
外観を変更する修繕・
模様替え・色彩変更）

・高さ 10m 以上
・3 階建以上かつ延べ面積 ・建築面積または変更面積
500 ㎡以上
10 ㎡以上
・延べ面積 1,000 ㎡以上

置及び方向
行為の場所及び付近の状況

縮尺及び備考
1／2,500 以上
カラー写真

方位、縮尺及び寸法／敷地の境界線／地形及び標高／敷地内の届出に係る建築物又は工作物及び既存建築物又は既存工
○配置図

（新築、増築、改築、移転、

明示すべき事項

方位及び縮尺／道路／目標となる地物／行為の場所／現況写真の撮影位置及び方向、行為の完了後の予測の視点場の位

・高さ 10m 以上
・3 階建以上かつ延べ面積
500 ㎡以上
・延べ面積 1,000 ㎡以上

作物の位置／敷地に接する道路の位置及び幅員／付近の土地利用並びに建築物及び工作物の現況／樹木等の位置、種
類、高さ及び本数／張り芝等の位置／外構施設の位置及び材料／現況写真の撮影及び行為完了後の予測の視点場の位置

1／100 以上

及び方向／敷地面積及び計算式／建築面積又は築造面積並びに計算式
○立面図

縮尺及び寸法／開口部、付属設備、軒棟の位置及び形状／外壁及び屋根の材料及び色彩（マンセル値）／外観の変更に
係る面積及び計算式

1／50 以上

○各階平面図

方位、縮尺及び寸法／開口部の位置／各室の用途／延べ面積及び計算式

1／200 以上

○景観影響調査書

景観の現況に関する調査結果／行為完了後の予測／行為完了後の評価

カラー写真

○付近見取図

方位及び縮尺／道路／目標となる地物／行為の場所／現況写真の撮影の位置及び方向

1／2,500 以上

○現況写真

行為の場所及び付近の現況

カラー写真

▽開発行為

工作物
（新設、増築、改築、移転、
外観を変更する修繕・
模様替え・色彩変更）

開発行為

○擁壁、垣、さく等
・高さ 5m 以上
○煙突等
・高さ 10ｍ以上
○電線路の支持物
・高さ 20ｍ以上
○高架水槽等
・高さ 10ｍ以上
・築造面積 1,000 ㎡以上

・面積 3,000 ㎡以上

○擁壁、垣、さく等
・高さ 5m 以上
○擁壁、垣、さく等
○煙突等
高さ 1.5m 以上
・高さ 10ｍ以上
○電線路の支持物
○すべての工作物
・高さ 20ｍ以上
（擁壁、垣、さく等を除く） ○高架水槽等
・高さ 10ｍ以上
・築造面積 1,000 ㎡以上

・面積 3,000 ㎡以上

・面積 3,000 ㎡以上

方位及び縮尺／行為の場所の境界線／行為後の地形及び標高／行為後の法面及び擁壁その他の構造物の位置、種類、規
○計画図

模及び外観／行為後の土地利用及び緑化の方法／行為の前後における地盤面及び擁壁その他の構造物の断面及びその

1／100 以上

位置／開発面積及び計算式
○現況図

方位及び縮尺／行為の場所の境界線／地形及び標高／行為の場所及び付近の土地利用の現況／行為の場所に接する道
路の位置及び幅員／現況写真の撮影の位置及び方向

1／2,500 以上

▽土地の形質の変更等
○付近見取図

方位及び縮尺／道路／目標となる地物／行為の場所／現況写真の撮影の位置及び方向

1／2,500 以上

○現況写真

行為の場所及び付近の状況

カラー写真

方位及び縮尺／行為の場所の境界線／行為後の地形及び標高／行為後の法面及び擁壁その他の構造物の位置、種類、規
○計画図

模及び外観／行為後の土地利用及び緑化の方法／行為中の遮へい物の位置、種類、構造、規模及び色彩（マンセル値） 1／2,500 以上
／行為の前後における地盤面及び擁壁その他の構造物の断面及びその位置／敷地面積及び計算式

土地の形質の
変更等
（開墾、土石採取、
鉱物掘採、その他）

屋外における
土石等の堆積
（土石、廃棄物、
再生資源、その他）

・面積 3,000 ㎡以上
・高さ 5m 以上かつ
長さ 10ｍ以上の法面

・高さ 3m 以上
・面積 500 ㎡以上

・面積 1,000 ㎡以上
・高さ 1.5m 以上かつ
長さ 10ｍ以上の法面

・高さ 1.5m 以上
・面積 250 ㎡以上

・面積 3,000 ㎡以上
・高さ 5m 以上かつ
長さ 10ｍ以上の法面

・高さ 3m 以上
・面積 500 ㎡以上

○現況図

方位及び縮尺／行為の場所の境界線／地形及び標高／行為の場所及び付近の土地利用の状況／行為の場所に接する道
路の位置及び幅員／現況写真の撮影の位置及び方向

1／2,500 以上

▽屋外における土石等の堆積
○付近見取図

方位及び縮尺／道路／目標となる地物／行為の場所／現況写真の撮影の位置及び方向

1／2,500 以上

○現況写真

行為の場所及び付近の現況

カラー写真

○配置図
○立面図

方位、縮尺及び寸法／行為の場所の境界線／地形及び標高／堆積しようとする物件の位置及び種類／遮へい物の位置、
種類、構造及び規模／行為の場所に接する道路の位置及び幅員／写真の撮影の位置及び方向／敷地面積及び計算式
縮尺及び寸法／堆積しようとする物件の種類及び形状／遮へい物の種類、形状及び色彩（マンセル値）

1／100 以上
1／50 以上

届出に関する手続きの流れ
届出対象となる行為の計画

●届出の対象となる行為を行うときには、行為の届
出の 30 日以上前に、事前に協議することが必
要となります。事前協議により適合となるための
助言を受けることができます。

（事前協議）

行為の届出

●着手予定日の 30 日以上前に、
届出様式に必要事
項を記載し、
必要な書類を添付して景観担当課へ
届出してください。

景観形成基準の審査

●届出内容が景観計画に定める景観形成基準に適
合しているか審査します。

（助言、指導）
基準に適合
しない場合

基準に適合

●届出における助言、指導により計画内容に変更
が生じる可能性があることから、建築確認申請
前及び設計の変更が可能な時期に届出を行い、
景観形成基準への適合を確認することが望まし
い。

建築確認申請手続

行為の着手

勧 告

●審査の結果、景観
形成基準に適合
している場合は
行為の着手制限
期間（30 日）が
短縮されます。

公 表

変更命令

●景観形成基準に適合せず周辺の景観に著しい支
障を及ぼす恐れがある場合は、
基準に従うよう勧
告することがあります。
●勧告に従わない場合はその内容を公表すること
があります。
●建築物の建築及び工作物の建設について、
景観計
画に定める形態・意匠・色彩の基準に適合しない
ときは、
設計の変更等の命令の対象となることが
あります。
●命令違反には、
景観法により罰則の適用がありま
す。

お問い合わせは

市役所担当窓口まで

☎ 0248-22-1111

白河市 建設部 都市政策室 都市計画課 景観係

