
○墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱 
平成7年10月11日 
7墨都開第253号 

第1章 総則 
 

(目的) 
第1条 この要綱は、墨田区基本構想、墨田区基本計画、都市計画マスタープラン、住宅

マスタープラン等に基づき、墨田区として望ましいまちづくりを誘導するための手段と

して、大規模建築物建設事業、宅地開発事業及び小規模集合住宅等建設事業を行う者に

対して、良好な居住環境及び都市環境の形成並びに必要な生活環境等の確保に関する指

導を行うことにより、区民が安心して住める安全で快適な生活を確保しつつ、人と地域

と環境にやさしい活力ある豊かなまちづくりを実現することを目的とする。 
(定義) 

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、墨田区集合住宅の建築に係る居住環境

の整備及び管理に関する条例（墨田区条例第10号。以下「条例」という。）及び墨田区

集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理関する施行規則（墨田区規則第 号）の

例によるほか、次の各号に定めるところによる。 
(1) 事業者等 次条に規定する各事業の事業主、所有者、設計者、工事施工者、管理を

行う者又は販売を行う者及び入居に関して仲介を行う者をいう。 
(2) 区画・形質の変更 土地の利用形態としての区画形質の変更のことをいう。この場

合、区画の変更には道路等の廃止や新設を含むほか、土地の形状や性質を変更するこ

とをいい、形質の変更とは高低差のある土地を盛土又は切土により宅地として整備す

ること等をいう。 
(3) 敷地内の緑地 敷地内に設ける植栽、生け垣及びプレイロット等をいう。 
(4) 公開空地 敷地内の空地のうち、日常一般に公開される一団の広場状空地及び道路

に沿って設けられる歩行者用空地をいう。 
(6) 建築物上の緑地 建築物上とは、屋上、壁面、ルーフバルコニー等の建築物の平面、

立面の部分をいい、その部分に樹木、芝、草花等を植栽したものをいう。 
(7) 近隣関係区民等は、墨田区中高層建築物にの建築に係る紛争の予防及び調整に関す

る条例（以下「紛争予防条例」という。）第2条第1項第4号に規定する区民をいう。 
(適用対象) 

第3条 この要綱は、次の各号に掲げる事業(一団の土地で行われる事業又は一体の建築物

とみなされる連続して、若しくは同時に行われる二以上の事業であって、その合計が次

の各号に掲げる事業規模に該当するものを含む。以下「事業」という。)に適用する。 
(1) 大規模建築物建設事業 

条例適用以外のもので、延べ面積が1,000平方メートル以上のものを建設する事業を



いう。 
(2) 宅地開発事業 

分譲又は賃貸のための戸建住宅、長屋、店舗等併用住宅及び共同住宅等の建設を前

提とする事業区域面積300平方メートル以上の土地の分割又は区画・形質の変更を行

う事業をいう。 
(3) 小規模集合住宅等建設事業 

総住戸が５戸以上の共同住宅で、条例の適用を受けないもの及び長屋形式の住戸

（重層形式のものを含む。）で総住戸が５戸以上のものを建設する事業又は5室以上

の住室を有する共同住宅、寄宿舎、下宿、寮を建設する事業をいう。 
2 建築物の増築又は用途の変更により住戸数、住室数又は延べ床面積が前項に規定する

数値以上となる場合は、この要綱を適用する。ただし、既存建築物で、建築後3年以上経

過した建築物及び構造、配置等により区長がやむを得ないと認めたときは、この要綱の

一部を適用しないことができる。 
(事業者等の責務) 

第4条 事業者等は、第1条の目的に従い、良好な市街地環境の形成とその維持、良質な住

環境、安全で安心して暮らすことができる地域社会の形成及び必要な生活環境の確保並

びに円満な近隣関係の保持に努めるものとする。 
第2章 協議及び周知 

(協議) 
第5条 事業者等は、法第6条第1項に規定する建築確認申請の日の３０日前までに、当該

事業計画について、協議申請書(第1号様式)に次表に掲げる書類を添えて区長と協議する

ものとする。 
関係書類 大規模建築物建設事

業 
宅地開発事業 小規模集合住宅等建

設事業 
協議申請書 ○ ○ ○ 
事業計画概要書 ○ ○ ○ 
案内図 ○ ○ ○ 
現況図 ○ ○ ○ 
安全・安心まちづく

りチェックシート 
○ 

注 
― 

 
― 

 
景観計画書 ○ ― ― 
土地利用計画図 ○ ○ ○ 
公図写し ○ ○ ○ 
設計図書 ○ ― ○ 
排水計画図 ― ○ ― 
舗装構造図 ― ○ ― 



その他特に必要と認

めるもの 
○ ○ ○ 

 
備考 

1 ○印は添付することを必要とする書面であることを表し、―印は添付することを要

しないものを表す。ただし、注については、墨田区安全で安心なまちづくり推進条

例施行規則(平成17年墨田区規則第112号)第2条に規定する建築物に限り適用する。 
2 設計図書とは、配置図、各階平面図、立面図及び断面図などをいう。 
3 設計図書を含む書面の提出部数は各2部とし、規格はA4判サイズに折り畳み左綴じ

とする。 
4 事業計画概要書の様式は、第1号の2様式、第1号の2A様式、第1号の2B様式及び第

1号の3様式の4種類とし、事業別に次のとおり添付するものとする。 
(1) 宅地開発事業以外の事業：第1号の2様式、第1号の2A様式及び第1号の3様式を

使用すること。 
(2) 宅地開発事業：第1号の2様式、第1号の2B様式及び第1号の3様式を使用するこ

と。 
5 安全安心チェックシート及び景観計画書は、区で定めた書式を使用すること。 

2 宅地開発事業のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為の

許可を申請する事業は、同法に基づく開発行為許可申請書の添付図書に協議申請書、同

申請書のうち事業計画概要書(第1号の2B様式)及びこの要綱に規定する内容を記載した

図面等を添付し、この要綱に基づく協議を行ったときは、第7条以降の手続きを省略する

ことができる。 
3 第1項に規定する協議の期間は、申請書の受理日から30日間程度とするものとする。 
4 第1項及び前項の規定は、事業計画を変更する場合に準用するものとする。 
5 第1項及び前項の規定にかかわらず、独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社

及び東京都など公共・公益機関が関係法令等により本区と協議する仕組みを有している

場合又は区が行う事業の場合は、協議申請書の提出は必要ないものとする。ただし、墨

田区安全で安心なまちづくり推進条例施行規則第2条第２項に規定する建物に係る協議

についてはこの限りでない。 
(施設整備の標識設置) 

第6条 事業者等(宅地開発事業を行う者を除く。)は、法第6条第1項に規定する建築確認申

請の日までに、施設整備(事業計画概要を記載)の標識(第2号様式)を事業を実施する区域

内の見やすい場所(地面から標識上端までの高さは、概ね1メートルとし、かつ、接する

道路面のうち1ヵ所に設置する。)に設置し、速やかに標識設置届(第2号の2様式)を区長

に届け出るものとする。 
2 前項に規定する標識の内容を変更したときは、事業者等は、直ちに、標識の記載事項



を訂正し、その旨を区長に報告するものとする。 
3 前2項に規定する標識は、第41条の規定による区長との立ち会い確認が完了するまでの

間、これを設置しておくものとする。 
(協議合意書等の提出) 

第7条 事業者等は、第5条の規定による協議が整ったときは、当該合意事項について記載

した協議合意書(第3号様式)を区長に提出するものとする。 
2 前項に規定する協議合意書の提出時期は、原則として、法第6条第1項に規定する建築

確認申請の日までとする。 
3 第1項に規定する合意事項に変更が生じたときは、事業者等は、変更部分について変更

協議申請書(第3号の2様式)により区長と協議し、当該協議が整ったときは、当該合意事

項について記載した変更協議合意書(第3号の3様式)を区長に提出するものとする。 
4 事業者等を変更したときは、変更後の事業者等が第1項の協議合意書及び前項の変更協

議合意書に記載された合意事項を承継するものとし、当該変更後の事業者等は事業者変

更届(第3号の4様式)を区長に提出するものとする。 
5 事業者等は、建築計画を取りやめた場合は、協議合意書等の取下げ届(第4号様式)を区

長に提出するものとする。 
第3章 施設整備 
第1節 良好な都市環境の形成 

(総則) 
第8条 事業者等は、本節に規定するところにより事業計画の規模及び内容並びに敷地周

辺の整備状況に応じて、交通処理上有効な道路並びに市街地環境の向上に資する緑豊か

な緑地及び公開空地等を整備し、その適切な維持管理に努めるとともに、その開発規模

及び周辺地区の公共施設の整備状況に合わせて公共・公益施設を整備し、必要な都市基

盤の形成に努めるものとする。また、宅地の細分化の防止及び建物の共同化の推進など

により過密な市街地の形成を防止するとともに、良好な都市景観づくりへの配慮及び公

害の防止に努めるものとする。 
2 前項に定めるもののほか、事業者等は、事業計画に際して、日照、通風及び隣地との

距離を確保するための措置、電波障害の除去のための措置、隣地への防音・防振・防熱・

防臭等の措置及び近隣のプライバシー保護のための措置等近隣に対する十分な配慮に努

めるとともに、必要に応じ、地区計画制度及び建築協定などを活用した地域のまちづく

りを促進することにより、良好な市街地の形成に努めるものとする。 
(道路) 

第9条 事業者等は、法第42条第2項による道路は、道路中心線から2メートル後退し、道

路として整備するものとする。 
2 事業者等は、敷地に接する道路を区の計画に整合させるものとし、計画に示す幅員を

確保し、整備するよう努めるものとする。 



3 道路の整備に当たっては、次の各号に定めるところにより行うものとする。 
(1) 幅員を確保するとともに、道路の線形及び街区形状の整形化についても考慮するも

のとする。 
(2) 道路交差部については、自動車の交通及び歩行者や自転車の通行などの見通しを確

保することとする。 
(3) 道路の拡幅等の整備を行う場合、公道及び将来公道となる予定のものについては、

道路構造令(昭和45年政令第320号)等に定めるところにより整備するものとし、私道等

については、都市計画法の開発許可基準等に定めるところにより整備するものとする。 
(4) 道路の設計・施工基準は、墨田区道路工事設計基準等区の定める基準によるものと

する。 
4 事業者等は、第1項の規定により整備する道路及び第2項の規定により幅員を確保し整

備する部分の帰属について、区長と協議し、その結果、区が管理することとなった道路

の用地については、原則として、区に無償で提供するものとする。 
5 事業者等は、事業を施行するに当たり新設した道路及び拡幅した道路の境界を明確に

するものとする。 
(事業区域内の緑地等の整備) 

第10条 事業者等は、事業区域内に当該事業区域面積に応じて、原則として、道路に面し、

天空の場所に次表の基準によりできる限りまとまった面積の緑地を整備するよう努める

ものとする。ただし、公開空地にあっては、建築物の用途、位置、形態等のため緑地を

整備し難いと認められる場合に設置できるものとする。 
事業区域面積に対する緑地・公開空地等の割合 事業区域面積 

(x) 宅地開発事業 大規模建築物建設事業 
1,000m2未満 ／ 0.05以上 
1,000m2以上3,000m2未満 (1／40,000)×x＋0.025以上 
3,000m2以上 0.1以上 

 
2 敷地面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の宅地開発事業で、緑地又

は公開空地を設置し難い場合は、各宅地内に、上表により求められる数値以上の面積の

植栽地を設けるものとする。 
3 第1項の緑地を整備することが困難な特段の理由がある場合は、第1項の表の基準によ

り必要とされる緑地・公開空地の面積の5分の1を上限として、次条に規定する建築物上

の緑地とは別に建築物上に緑地を整備することができる。 
4 第1項ただし書に規定する緑地を整備し難いと認められる場合とは、次の各号のいずれ

かに該当する場合をいい、公開空地の面積は、区長と協議し、第1項の表の基準により必

要とされる面積に算入することができる。 
(1) 店舗が連なる商店街等に面する等の場合 



(2) 大規模商業施設等のプラザ等大規模な広場を整備する場合 
(3) 歩道機能が必要とされる場合 
(4) 宅地開発の避難用通路等とする場合 
(5) 道路を区の計画に整合されるため、拡幅前の道路中心線から2メートルを超え、か

つ、新規に拡幅する場合 
(6) 他の法令等によらず道路隅切り部を道路状にする場合 
(7) 地区計画等の区域内で幹線道路等に面し、事務所、店舗等を設ける場合 

5 事業者等は、極力、敷地内に植栽等を行うように努めるものとする。 
6 面積が、300平方メートル以上となる緑地・公開空地等(以下「公園」という。)を整備

する事業者等又は既存の区立公園、ふれあい広場、遊び場及び河川等の重点整備箇所に

隣接して事業を行う事業者等は、当該事業により整備する公園の位置、形態及び管理に

ついて区長と協議するものとする。 
7 前項の規定による協議の結果、区が管理することとなった公園については、原則とし

て区に無償で提供するものとする。 
(建築物上の緑地) 

第11条 事業者等(宅地開発事業を行う者を除く。)は、敷地の面積が300平方メートル以上

の場合、次の各号に定めるところにより建築物上の緑地を設けるよう努めるものとする。 
(1) 建築物上の緑地面積は、次の算定式により算出される面積以上とする。 

(算定方法) 屋上の面積×0.2 
(2) 屋上の面積は、建築物の屋根部分で緑地として利用可能な部分の面積のうち、建築

物の管理に必要な施設等により緑地を整備することが困難な部分の面積を除いた面積

とする。 
(3) 壁面を緑地として整備する場合は、壁面に設置された補助資材で覆われた面積(高さ

は、登坂型、下垂型ともに植栽地から3メートルまでとする。)を建築物上の緑地の面

積に算入できるものとする。 
(4) 建築物上の緑地は、これの維持、保全を図るため潅水、排水、土壌等に係る技術的

な考慮がなされたものを対象とし、次のアからエまでのいずれかに該当する場合は除

くものとする。 
ア 植木鉢、プランター等によるもの 
イ 単に土盛りのみのもの 
ウ 潅水機能がないもの 
エ 建物全体で維持されないもの 

(壁面の後退) 
第12条 事業者等は、隣地境界線から建築物の各部分までの水平距離を有効で50センチ

メートル以上とするよう努めるものとする。 
(公共・公益施設) 



第13条 事業者等は、事業区域の面積が5,000平方メートル以上で、区長が特に必要と認

めた場合は、公共・公益施設の整備について区長と協議するものとする。 
(宅地面積) 

第14条 宅地開発事業を行う者は、原則として、各宅地の最低敷地面積を60平方メートル

以上とするものとする。 
(都市景観) 

第15条 事業者等(宅地開発事業を行う者を除く。)は、当該建築物の延べ面積が1,000平方

メートル以上となる場合、当該建築物の屋根・外壁・屋外看板のデザイン及び色彩等に

ついて、街並みや周辺環境に調和させるとともに都市景観に配慮するよう努めるものと

し、景観計画書(第5号様式)を協議申請書に添付し、区長へ提出するものとする。 
第2節 市街地防災性能の向上 

(総則) 
第16条 事業者等は、本節に規定するところにより非常時に利用可能な飲料水等の防災水

利を整備するほか、非常時における災害の拡大を防止するとともに、建築物の延焼の防

止又は遅延化、有毒ガスの発生を防ぐ準不燃材料の使用及び災害時の落下物による事故

等の発生の防止策を講じることにより、災害発生要因を削減し、市街地の防災性能の向

上に努めるものとする。 
(防災水利) 

第17条 事業者等は、有効貯水量が30トン以上の受水槽等を設ける場合は、その非常時に

おける利用について区長と協議するものとする。 
2 事業者等は、次の各号に掲げる地域において当該各号に定める規模の事業を行う場合

は、原則として、有効貯水量40トン以上の防火水槽を設置するものとする。 
(1) 本所消防署管内にあっては、敷地面積が1,000平方メートル以上の事業 
(2) 向島消防署管内にあっては、敷地面積が500平方メートル以上の事業 

3 前項の防火水槽の設置については、事業者等は、所轄の消防署等の指示に従うものと

する。 
(内装材料の制限) 

第18条 小規模集合住宅等建設事業を行う者は、次の各号に掲げる居室等の壁(床面からの

高さが1.2メートル以下の部分を除く。)及び天井の仕上げに使用する材料については、

準不燃材料以上の規格のものを使用するものとする。 
(1) 老人室、子供室及び寝室 
(2) 多目的室等不特定多数の者が利用する居室 
(3) 前2号に規定する用途に供する居室から地上に通じる主たる廊下、階段 
(落下物防止の措置) 

第19条 事業者等(宅地開発事業を行う者を除く。)は、次の各号に定めるところにより落

下物を防止する措置を講じるよう努めるものとする。 



(1) 道路等に面するガラスその他建築物の外壁に取り付けるガラスは、網入りガラスの

ほか次の各号によるものとすること。 
ア 合わせガラス 
イ 強化ガラス 
ウ フィルム接着 
エ その他同等の効力を有するもの 

(2) ガラスの固定に当たっては、地震による衝撃を緩和する方法や材料を使用すること。 
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める措置を講じること。 

2 前項の規定は、落下防止に有効な廊下やベランダ等がある場合又は地上1階部分のガラ

スについては、適用しない。 
(防災行政無線放送) 

第20条 事業者等(宅地開発事業を行う者を除く。)は、事業を実施することにより墨田区

地域防災計画に基づく防災行政無線放送に支障を生ずる場合は、区長と協議し、当該建

築物の屋上等の一部に墨田区防災行政無線設備保守管理要綱(昭和56年6月12日56墨地

防発第202号)第2条第4号に規定する固定系子局を移設する等、当該建築物による防災行

政無線放送の音響効果の弊害の解消に努めるものとする。 
(備蓄倉庫等の整備) 

第21条 事業者等(宅地開発事業及び小規模集合住宅等建設事業を行う者を除く。)は、非

常災害に備えるため、区長と協議し、備蓄倉庫等の整備に努めるものとする。 
第3節 良好な福祉環境の形成 

(総則) 
第22条 事業者等は、本節に規定するところにより高齢者や身体に障害を有する者の利用

に必要な施設及び設備の整備を行い、誰もが安心して活動できる福祉環境の形成に努め

るものとする。 
(バリアフリーへの配慮) 

第23条 大規模建設及び小規模集合住宅等建設事業を行う者は、次の事項に適合するバリ

アフリーに配慮した建物とするよう努めるものとする。 
(1) 床材は滑りにくいものとし、床面には原則として段差を設けないこと(玄関の上がり

かまち、階段等を除く。)。ただし、傾斜路を設ける場合又は適切な位置に手すりを設

置する場合は、この限りでない 
(2) 玄関、廊下、便所及び浴室に手摺を設置、又は設置可能な構造とすること。 
(3) 玄関の出入口及び廊下の有効幅は80センチメートル以上とすること。 

2 建築敷地に接する前面道路から住戸にいたる主要な経路は、バリアフリーに配慮した

措置を講じるよう努めるものとする。 
第4節 生活環境の充実 

(総則) 



第24条 事業者等は、本節に規定するところにより日常生活に必要不可欠な自転車置き場、

駐車場、ごみ保管施設及びリサイクル可能な再生資源の保管施設を整備するとともに、

高度情報化社会又は複合電波障害の解消に資する都市型CATV等のニューメディアを活

用した良好な生活環境の形成に努めるものとする。 
2 事業者等は、環境との共生及び省資源につながる透水性ブロック又は浸透舗装による

整備を行うことにより雨水の地下浸透に努めるとともに、敷地面積が500平方メートル

以上の事業においては、雨水の積極的な活用に努めるものとする。 
3 地下室を設ける場合は、雨水の流入を防止できる設備等を設けるように努めるものと

する。 
(自転車置場等) 

第25条 大規模建築物事業を行う者は、同一業種及び地域の特殊事情を調査し、次の各号

に定めるところにより十分な収容能力を有する自転車置場を設置するものとする。 
(1) 用途地域の指定内容にかかわらず、墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐輪場の整

備に関する条例（昭和59年墨田区条例35条）により自転車駐輪場の付置義務を課され

る用途に該当する施設の場合は、同条例に規定する台数以上の収容能力を有するもの

とする。 
(2) 用途の未定な店舗等については、店舗等20平方メートルにつき1台以上の収容能力

を有するものとする。 
2 前項に規定する自転車置場の設置について、地区計画等の区域内で、幹線道路等に面

し、事務所、店舗等を設ける場合には、区長と協議したうえで、自転車の台数を決め

ることができるものとする 
3 小規模集合住宅等建設事業を行う者は、住戸数に応じた自転車置場(1台当たりのス

ペースは、幅0.6メートル×奥行き1.8メートル)を整備するとともに、自動二輪車およ

び原動付自転車（以下「バイク等」という。）置場（一台当たりのスペースは、幅１メー

トル×奥行き２メートル程度）の確保に努めるものとする。 
４ 前３項に規定する自転車置場及びバイク等の置場の設置に当たっては、駐車場の入

口と明確に分離し、歩行者及び自転車利用者等の通行に対する安全の確保を図るとと

もに、当該自転車置場及びバイク等の置場は他の法令等及び本要綱において整備され

る公開空地などとの兼用はしないものとする。 
(駐車場) 

第26条 大規模建築物建設事業を行う者は、同一業種及び地域の特殊事情を調査し、これ

らと均衡を失わらない程度の規模の駐車場の確保に努めるものとし、確保する台数につ

いては、区長と協議するものとする。ただし、墨田区大規模小売店舗等の立地の周辺環

境保全に関する要綱（平成12年５月10日墨商産第19号。以下「大規模小売店舗要綱」と

いう。）に該当する事業にあっては、同要綱により算出された駐車台数を確保するものと

する。 



2 前項の規定にかかわらず、地区計画等の区域内で幹線道路等に面し、事務所、店舗等

を設ける場合は、区長と協議したうえで、駐車台数を決めることができるものとする。 
3 前２項の規定にかかわらず、歩道の切下げ又はガードレールの撤去の必要性がある場

合は、道路管理者と協議したうえで、駐車台数を決めるものとする。 
4 事業者等は、第1項及び第2項による駐車場を設置した場合は、車の出入り口部分に歩

行者等の安全の確保に配慮するものとする。 
(都市型CATV等の活用) 

第27条 事業者等は、都市型CATVの整備など、居住者が高度情報化社会に対応した生活

を可能とするため、必要な設備を整備するよう努めるものとする。 
(ごみ保管施設等) 

第28条 事業者等は、ごみ保管施設又はごみ保管場所及びリサイクル可能な回収資源等を

保管する施設を墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号)
の規定に基づき整備するよう努めるものとする。 

2 前項に定めるものの外、その建設する建築物の規模等にかかわらず、ごみ保管施設及

びリサイクル可能な回収資源等を保管する施設を整備するよう努めるものとする。 
3 前2号の保管施設の設置場所、構造及び設備等詳細については、区長と協議すること。 

第5節 良好な居住環境の形成 
(総則) 

第29条 事業者等は、本節に規定するところにより墨田区住宅基本条例(平成4年墨田区条

例第11号)及び住宅マスタープラン等に基づき、本区の住工混在市街地という特性を踏ま

え、事業計画の作成に当たっては、周辺の状況に応じた住環境上の自衛措置を講じるこ

とにより良質な住宅の整備に努めるものとする。 
2 事業者等は、当該建築物の入居者の地域参加の機会の増加に資する町会等の地域団体

のお知らせ用の掲示板の設置等を行うことにより、良好なコミュニティの形成に努める

ものとする。 
(住宅の居住水準等) 

第30条 小規模集合住宅等建設事業を行う者は、次の各号に掲げる居住水準等により住戸

を整備するよう努めるものとする。 
(1) 1住戸の専用床面積は、25平方メートル以上とすること（１住室の居室にあっては

10平方メートル以上）。 
(2) 居室の天井の高さは、2.3メートル以上とすること。 
(環境条件) 

第31条 事業者等は、当該事業地周辺の状況を調査のうえ、区及び隣接地関係者等と協議

し、周辺環境に対する必要な措置を講じるものとする。 
2 前項の事業者等が行う事業が分譲、賃貸等を目的として行うものである場合は、当該

事業者等は購入予定者又は居住予定者等に対し物件説明書等により、あらかじめ、当事



業地周辺の環境について周知するものとする。 
第6節 建築物の維持・管理 

(総則) 
第32条 事業者等は、本節に規定するところにより、建築物の定期的な保守点検の実施並

びに建築物及びその付帯施設の適切な維持・管理を行うことにより、良好な都市環境の

維持に努めるとともに、当該建築物の緊急時の対応が可能となるよう努めるものとする。 
 (管理責任者の選定等) 

第33条 小規模集合住宅等建設事業（賃貸のものに限る。）を行う者は、管理責任者を選

定するとともに、区で定めた書式(第6号様式)により区長へ報告するものとする。 
2 管理責任者は、入居者の実態を常に把握するとともに、次に定める管理を行うよう努

めるものとする。 
(1) 近隣関係区民等からの苦情には、速やかに誠意を持った対応をとること。 
(2) ごみ・資源の分別など適正な処理ができるような管理とすること。 

3 管理責任者は、災害時などにおいて、居住者の安否確認や情報提供及び地域等への協

力ができるよう努めるものとする。 
(安全な環境の確保) 

第34条 事業者等(宅地開発事業及び小規模集合住宅等建設事業を除く。)は、墨田区安全

で安心なまちづくり推進条例(平成17年墨田区条例第54号。以下「安全安心まちづくり条

例」という。)第9条第2項に規定する共同住宅、店舗又はホテルその他不特定かつ多数の

者が利用する建物を建築するときは、同条例第5条の規定に基づき、犯罪防止活動を推進

するとともに、犯罪の防止に配慮した環境を整備し、犯罪のない安全で安心して暮らせ

る社会の実現に努めるものとする。 
2 事業者等(宅地開発事業及び小規模集合住宅等建設事業を除く。)は、大規模建築物建設

事業のうち安全安心まちづくり条例第9条第2項に規定する建物にあっては、その所在地

を管轄する警察署長などと協議のうえ、犯罪の防止に関する観点から、安全・安心まち

づくりチェックシート(第7号様式)を作成し、提出するものとする。 
3 第5条第5項に規定する事業者が行う事業にあっては同項本文規定にかかわらず本条を

適用するものとする。 
4 事業者等(宅地開発事業及び小規模集合住宅等建設事業を除く。)は、建築物を犯罪の防

止に関して安全・安心まちづくりチェックシートに掲げる事業に適合させ、かつ、当該

事業が安全で安心して暮らすことができる地域社会の形成に寄与しているときは、区長

に対し、安全・安心まちづくり認定を申請(第8号様式)することができる。 
5 区長は、前項の申請があったときは、安全で安心して暮らせる地域社会の形成に寄与

すると認める場合には、安全・安心まちづくり認定証(第9号様式)を交付するものとする。 
(緊急連絡先等) 

第35条 大規模建築物建設事業及び小規模集合住宅等建設事業(賃貸に限る。)を行う者は、



建物の管理者、防火対象物責任者及び管理会社等のうち当該建築物への緊急時対応が可

能な者の氏名、連絡先等を記載した表示板等を設置し、居住者及び近隣関係住民に周知

するものとする。また、表示板の記載事項に変更が生じたときは、速やかに修正するも

のとする。 
(建築物の維持・管理等) 

第36条 事業者等(宅地開発事業を行う者を除く。)は、本要綱に基づき整備した内容や近

隣住民との合意事項について、建築物の定期的な保守点検を実施し、適切に維持存続で

きるよう努めるものとする。 
第4章 その他 

 (大規模小売店舗等) 
第37条 大規模建築物建設事業のうち、当該建築物が大規模小売店舗要綱に該当する場合

は、同要綱に基づく手続を行うものとする。 
(住民登録) 

第38条 小規模集合住宅等建設事業を行う者は、入居者等に対して住民登録等の必要な諸

手続を行うよう誘導するものとする。 
(相隣関係) 

第39条 事業者等は、相隣紛争の防止に十分配慮するものとし、紛争が生じた場合は速や

かに誠意を持って円満にこれを解決するよう努めるものとする。 
(地域コミュニティとの共生) 

第40条 事業者等は、区との協議に先立ち事業計画の内容を地域団体に説明するものとす

る。 
 2 事業者等は、入居者に対して、町会等の地域団体への加入を誘導すること。 

(入居者マナーの徹底) 
第41条 事業者等(宅地開発事業を除く。)は、入居予定者と入居契約を締結する時は、次

の各号について管理規約に盛り込む等、その周知の徹底を図るよう努めるものとする。 
(1) 近隣への迷惑や不快行為となる騒音等を発生させないこと。 
(2) ごみ・資源の分別など適正な処理等のルールを徹底させること。 
(3) 周辺道路への自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車等の駐車をさせないこ

と。 
(事業完了の確認) 

第42条 事業者は、工事が完了したときは、速やかに、工事完了届(第10号様式)を提出し、

区長の立会確認を受けるものとする。 
2 区長は、前項に規定する立会確認の後、当該建築物及びその敷地が本要綱の規定に適

合していると認めたときは、事業者に対し、速やかに、立会確認済証(第11号様式)を交

付するものとする。 
(報告) 



第43条 区長は、特に必要があると認める場合には、事業者等に維持・管理に関する報告

を求めることができる。 
2 事業者等及は、前項の報告を求められたときは、速やかに区で定めた書式(第12号様式)
により報告するものとする。 
(委任) 

第44条 この要綱に定めるもののほか、その実施に必要な事項は、区長が別に定める。 
 

付 則 
1 この要綱は、平成7年12月1日から適用する。 
2 墨田区開発指導要綱(昭和53年11月16日53墨都開計発第140号)及び墨田区ワンルーム

マンションの建築及び管理に関する指導要綱(昭和62年9月14日62墨都都第136号)は、廃

止する。 
3 この要綱の適用の際、既に事前協議申請書を受理した建設事業については、なお従前

の例による。 
 

付 則 
1 この要綱は、平成15年4月1日に適用する。 
2 この要綱の適用の際、既に協議申請書を受理した事業については、なお従前の例によ

る。 
 

付 則 
1 この要綱は、平成17年10月1日から適用する。 
2 この要綱の適用の際、既に協議申請書を受理した事業については、なお従前の例によ

る。 
 

付 則 
1 この要綱は、平成18年1月1日に適用する。 
2 この要綱の適用の際、既に協議申請書を受理した事業については、なお従前の例によ

る。 
 
   付 則 
１ この要綱は、平成20年7月1日（以下「適用日」という。）から適用する。 
ただし、改正後の第３条第３項の小規模集合住宅等建設事業に係る協議等の規定につい

ては、同年10月1日以後に建築確認申請がなされたものから適用する。 
２ 適用日前にこの要綱による墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱（以

下「改正前の要綱」という。）第５条第１項の規定による大規模建築物建設事業及び宅地



開発事業に係る協議書が提出された場合については、なお従前の例による。 
３ 適用日前に改正前の要綱による集合住宅建設事業及びワンルーム建設事業に係る協議

合意書が提出された場合（平成２１年３月３１日までに着工するもの（近隣住民等との

相隣紛争に係る協議の継続等区長がやむを得ないと認めたものを除く。）に限る。）につ

いては、なお従前の例による。 
 
様式 省略 
 


