まちづくり
建築・開発行為
建築プランは、都市計画を調べて
都市計画課 ☎0742-34-4748

都市計画区域内に建築する場合は、区域区分
（市街化区域、
市街化調整区域）
や地域地区
（用途地域など）の規制があり
ます。事前に都市計画課窓口か市ホームページで確認して
ください。

に努めなければなりません。
また、その中でもより公共性の高い施設を
「特定施設」
とし
て位置付け、設置しようとする場合は、届出が必要です。

宅地造成に関する工事許可申請
開発指導課 ☎0742-34-5237

宅地造成工事規制区域内において宅地造成などの工事を

建築確認申請

するときは、工事着手前に許可を受けなければなりません。
宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害発生のお

建築指導課 ☎0742-34-4750

建物を新築、増・改築
（都市計画区域内の防火地域および
準防火地域以外の10㎡以下の増・改築及び都市計画区域外

それの著しい市街地の区域などについて指定しています。な
お、宅地造成工事規制区域は、開発指導課窓口の地図にて縦

における建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は

覧できます。

除く）
などをするときは、工事を始める前に、建築指導課また

開発事業等に対する指導

は指定確認検査機関で建築確認済証の交付を受けてから工
事を始めてください。また、工事現場には確認済の表示板を
掲示することが必要です。

開発指導課 ☎0742-34-5237
建築指導課 ☎0742-34-4750

市では、
「奈良市開発指導要綱」
及び
「大和都市計画区域外

中間検査

の開発事業に関する指導要綱」
を策定し、一定規模以上の開

建築指導課 ☎0742-34-4750

発行為や中高層建築物
（地上階数3以上）
の建築で、
床面積の

階数が3以上の共同住宅、延べ面積50㎡を超える住宅、地
階を除く階数が3以上のもの又は延べ面積1,000㎡を超え
る不特定多数が利用する特殊建築物を新築、増築又は改築
する際は、中間検査を受けることが必要です。また、検査に合
格しないと、その後の工事施工ができません。

完了検査申請書の提出

建築指導課 ☎0742-34-4750

建築物の工事が完了したときは4日以内に完了検査申請
書を建築指導課または指定確認検査機関に提出してくださ
い。完了検査を行い、検査済証を交付します。

合計が1,000㎡以上または共同住宅で住宅戸数が10以上の
ものなどを開発事業等と定め、
公共施設や公益施設の充実を
図り住みよいまちづくりを進めるため、法令には規定のない
開発事業等に際しての近隣との協議、ゴミの集積場の設置、
児童・学童の通学路の安全確保や一定規模以上での集会所
用地の確保など、
開発事業者の理解と協力を求めています。

開発許可申請

開発指導課 ☎0742-34-5237

市街化区域内で500㎡以上の開発行為は、開発許可を受
けなければ建物を建てることはできません。
道路や公園などの公共施設が必要な開発は、その施設の

建設リサイクル法
（住宅などの解体工事）
の届出

適正な配置や土地利用などについて、各公共施設の管理者
と事前に協議をしなければなりません。

建築指導課 ☎0742-34-4750

建設資材廃棄物を再資源化するため、建設工事の発注者
は、分別解体などの計画を工事着手の7日前までに届け出る
●

建築物の解体·························································80㎡以上

●

建築物の新築・増築············································ 500㎡以上

●

建築物の修繕・模様替え
（リフォームなど）
········· 1億円以上

●

そのほかの工作物に関する工事（土木工事など）····· 500万円以上

許可を受け建物を建てることができます。
都市計画区域外
（月ヶ瀬地区、都祁地区）では、10,000㎡
以上の開発行為について、開発許可が必要です。
開発行為とは、
主として建築物の建築または特定工作物の建
設を目的とする次の行為
（土地の区画形質の変更）
をいいます。

※いずれも面積は延べ面積、金額は税込請負代金

●

福祉のまちづくり条例

●
●

建築指導課 ☎0742-34-4750

不特定かつ多数の人が利用する建築物を新築、改築、増築
又は用途変更する事業者は、規模にかかわらず、
「 奈良県住
みよい福祉のまちづくり条例」
の整備計画に適合させるよう

まちづくり

ことが必要です。

市街化調整区域内は、開発を抑制する区域であり、原則と
して建物は建てられません。ただし、一定の要件を満たせば、

土地の区画の変更 区画の統合、分割、変更
土地の形状の変更 盛土、切土などの造成

土地の性質の変更 農地から宅地への地目変更

また、特定工作物とは、
コンクリートプラントなど非建築物
であって、周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれがあるも
のやゴルフコース、遊園地などの大規模な工作物をいいます。

《奈良市の業務や制度のご案内は》

市役所コールセンター ☎0742 - 36 - 4 8 9 4
し

や

く

しょ
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都市計画

都市計画課 ☎0742‐34‐4748

都市計画図等の販売

用途地域図、高度地区・防火・準防火地域指定図、都市計画

土地利用
（建築計画）
の制限

道路網図などの都市計画図や縮尺1/2,500などの白地図の

区域と市街化調整区域に区分されています。市街化調整区

土地区画整理事業施行地区内の
建築行為等の制限

奈良市内の土地は、月ヶ瀬地区と都祁地区を除き、市街化

域では、農家の住宅などを除き、原則として建物は建てられ
ません。市街化区域では、健全な土地利用を促すため、用途
地域が定められています。
本市では、次の11種類に分かれています。
1. 第一種低層住居専用地域
2. 第二種低層住居専用地域

3. 第一種中高層住居専用地域
4. 第二種中高層住居専用地域
5. 第一種住居地域
6. 第二種住居地域

販売を都市計画課で行っています 。

土地区画整理事業は、良好なまちづくりのために、土地の

区画形質を整え、道路、公園などの公共施設の整備・改善を

7. 準住居地域

行う事業です。

9. 商業地域

の障害とならないため及び権利者の無益な投資を防ぐため、

8. 近隣商業地域
10. 準工業地域
11. 工業地域

それぞれの地域ごとに建物の用途、建ぺい率、容積率など
の制限があります。また、市街地の環境維持や土地の合理的

土地区画整理事業施行地区内においては、施行者の事業
次のような行為を行うときは、市長の許可が必要です。

制限を受ける行為

1. 土地の形質の変更
2. 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
3. 重量5トンを超える物件の設置又は堆積

な利用を図るため高度地区、高度利用地区、市街地の火災の
危険を防除するため防火地域・準防火地域などが定められた
り、地区計画やその他の都市計画が決定されたりすると、建
物を建てる場合、種々の制限がなされます。
なお、
これら都市計画法により定められた区域区分
（市街
化区域、市街化調整区域）
、地域地区
（用途地域、高度地区、
高度利用地区、防火地域・準防火地域など）
については、都市
計画課窓口や市ホームページで確認できます。

都市計画施設などの
区域内における建築の規制

都市の骨格を形成し、円滑な都市活動を確保し、良好な都

市環境を保持するために必要不可欠な施設を都市施設とい
い、
これが都市計画において定められた場合
「都市計画施設」
といいます。
市では、道路、公園などを都市計画施設として定めており、
これら都市計画道路、都市計画公園などの区域内で建物を
建てる場合は、市長の許可が必要です。
なお、都市計画施設の位置などについては、都市計画課窓
口や市ホームページで確認できます。

都市計画証明
まちづくり

税務署や公安委員会などに提出する市街化区域、市街化

調整区域や用途地域などの地域地区についての証明書を交
付しています。

景観課 ☎0742‐34‐5209

歴史的風土の保存、風致地区等の規制・許可

古都奈良の景観を維持保全する地域については、歴史的

風土保存区域、歴史的風土特別保存地区、風致地区、環境保
全地区の指定をしています。建築物などの新築、改築、増築、
色彩の変更、宅地の造成、木竹の伐採などをする場合は、許
可などの手続きが必要です。風致地区などの指定区域図は、
景観課窓口で縦覧できます。

歴史的風土特別保存地区

当地区では、既存建築物の建替のみが可能です。建替を

する場合、高さ、床面積、意匠形態などの許可基準がありま
すので、事前にご相談ください。

風致地区

奈良市風致地区条例により地区ごとに建築物の高さ、建

ぺい率、外壁の後退距離、緑地率の基準があり、ゾーン指定
により意匠形態などの基準があります。

奈良市景観計画

奈良の素晴らしい景観を次世代に受け継いでいくために、

景観法に基づき
「奈良市景観計画」
を策定しています。重点
的に景観形成に取り組む区域として指定した景観形成重点
地区内おいて建築物、工作物、開発行為等のすべての行為

交付に必要なもの

に、
また、それ以外の区域についても3階以上や高さ15ｍを

2. 証明手数料
（300円）

なります。また、高さが25m を超える建築物・工作物の新築

1．印鑑
（自署の場合は不要）
3. 法務局備え付けの地図の写し
4. 位置図
（S=1/2,500の白地図）

交付

即日交付はできません。後日連絡します。
※申請書は、
ホームページ
（申請書ダウンロード）
からも利用できます。
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景観

な ら 暮 ら し の 便利帳

超えるなど、一定の規模以上の行為について届出が必要と
等については事前協議の対象となり、奈良市景観審議会に
おいて審議を行います。形態意匠などについて基準を定め
ていますので、景観課にお問い合わせください。なお、景観
形成重点地区等の区域図は、景観課窓口で縦覧できます。

奈良町都市景観形成地区の届出、
補助制度等

奈良町の歴史的な町並みをいかし、奈良にふさわしい魅力

ある景観をつくりだしていくために、
「奈良町都市景観形成地
区」
を指定し、建築物などの位置・構造・外観の意匠などにつ
いて
「景観形成基準」
を定めています。建築物などの外観の
修理、新築・改築・増築・色彩の変更などを行う場合は、届出が
必要となります。また、基準に適合した伝統的な様式に修理・
修景される場合は、補助金を交付します。建物などの修理等
を計画される場合は、
事前にご相談下さい。なお、
行為の内容、
工期等の理由により補助金が交付されない場合もあります。
※補助金については、奈良町にぎわい課
（☎0742-24-8936）
にお問い
合わせください。

みなさんに公園を快適かつ安全に利用いただき、愛されるも
のとするため、
自主的活動をされる地域の団体に報奨金を交
付する制度です。

古都奈良・美守り隊

（違反広告物を出さない街づくり推進団体）
景観課 ☎0742-34-5209

電柱、
ガードレールなどに貼り紙や立て看板が違法に掲出
されており、美しいまち並みを著しく阻害しています。古都奈
良の美しさを取り戻すため、
これらの違法広告物を除却する
ボランティア活動団体を募集
（随時）
しています。

まちづくり支援制度

都市計画課 ☎0742-34-4748

市民が主体となった身近なまちづくり活動に対し支援を行っ
ています。

支援対象となる活動例

1. 良好な居住環境を保持するため、地区計画や建築協定
などの導入をめざした活動

修理・修景前

修理・修景後

ちづくりに向けたシンポジウム、
イベントなどの啓発活動

支援内容

屋外広告物の規制・許可

良好な景観形成と風致の維持、公衆に対する危害防止を

目的とした
「奈良市屋外広告物条例」
に基づき、屋外広告物
の許可地域、禁止地域、禁止物件を定め広告物を規制してい
ます。また、屋外に広告物を掲出する場合は、原則として市長
の許可が必要となり、形状や大きさ、色彩等の許可基準があ
ります。許可を得ないで広告物を表示したり、禁止地域に掲
出したりするなど、条例に違反した場合は、罰則規定が適用
されます。なお、屋外広告物規制図は、景観課窓口で縦覧で
きます。

まちづくりに関する専門家
（アドバイザーなど）
の派遣

ボランティアセンター

MAPＩ-4
（24ページ）

だれもが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを

めざして、
その担い手となるボランティアの育成・活動の支援・
活動拠点としての場の提供・情報の提供・ネットワークづくり
などを行っています。また、
ボランティアに関する相談に応じ
てコーディネートをしたり、必要な情報の提供を行います。
場所

法蓮町1702番地の1

☎0742-26-2270 FAX0742-26-2003

開館時間

市民参加のまちづくり

午前9時～午後5時

休館日 日曜日・祝日、年末年始
（12月29日～1月3日）
ホームページ

奈良市ポイント制度

http://www.narashi-shakyo.com/html/

協働推進課 ☎0742-34-5193

健康づくりやスポーツ、ボランティアに関する市の指定す
るポイント対象事業への参加や、市が指定する加盟店での買
70歳以上の市民は市が交付している
「ななまるカード」
にポ
イントを貯められる制度で、貯まったポイントは市の特産品
や奈良交通バスのチャージ券・市内5社のタクシーで利用で
きるタクシー券との交換、加盟店で利用する際の割引などに
使用することができる制度です。
http://narapoint.jp/

グリーンサポート制度（公園管理報奨金交付制度）
協働推進課 ☎0742-34-5193

地域の団体に公園の美化・維持管理と公園施設の点検を
行っていただくことにより、市民との協働関係を築き、市民の

volunteer_top.html

ボランティアインフォメーションセンター
MAPＩ-6
（24ページ）

ボランティア活動をはじめようとする人からの相談に応じて、
必要な情報の提供や助言、
コーディネート、地域での教育支
援活動におけるリーダーやコーディネーターなどの人材育
成を行います。
場所

まちづくり

い物をすることで、69歳以下の市民は交通系 ICカードなどに、

奈良市ポイントホームページ

2. 地域の活性化や地域の創意工夫を活かした魅力あるま

三条本町13番1号
（はぐくみセンター内）

☎0742-93-8435 FAX0742-34-2336

開館時間

午前9時～午後9時
（日曜日、祝日は、午前9時～午後5時）

休館日 年末年始
（12月29日～1月3日）
ホームページ

《奈良市の業務や制度のご案内は》

http://volunt-info.jp/

市役所コールセンター ☎0742 - 36 - 4 8 9 4
し

や

く

しょ
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空き家バンク

●

空き家バンク対象地域
奈良市東部地域

空き家所有者・利用者の方へ

奈良市では、空き家の有効活用を目的とし、空き家のマッ

チングをサポートする空き家情報サイト
「奈良市空き家バ
ンク」
を開設しています。空き家の
「賃貸」
や
「売買」
をお考
えの方は、
ご登録いただくことで利用希望者とのマッチン
グまでのサポートを受けることが出来ます。

（田原・柳生・大柳生・東里・狭川・月ヶ瀬・都祁）
【問い合わせ先】

NPO 法人空き家コンシェルジュ
（奈良市委託事業者）

☎0744-35-6211
（担当課：住宅課 ☎0742-34-5175）
奈良市空き家・町家バンク
申請に必要な書類を
ダウンロードできます！

住居表示の届け出と住所の表し方

地域活動推進課 ☎0742‐34‐4869

住居表示整備を実施している区域内で、建造物を新築したり、改築や増築のため出入り口を変更する場合は、住居番号の設
定のため届け出てください。

住居表示整備実施区域内での住所の表し方

届け出方法

不動産登記簿の所在町名と住居表示の番号

工事完成直前に次のものを持参してください。
付近見取図、道路からの出入り口を確認できる配置図、

（丁目）   ○○番     ○○号  
（例） 奈良市○○町
所在町名
  街区符号   住居番号

● 

届け出者の印鑑
（認めで可）

住居表示を実施している町名（平成30年7月1日現在 50音順）

まちづくり

青野町一・二丁目
秋篠早月町
秋篠三和町一丁目・二丁目
尼辻北町
尼辻中町
尼辻西町
尼辻南町
あやめ池北一丁目～三丁目
あやめ池南一丁目～六丁目
あやめ池南八丁目
大宮町一丁目～三丁目
大宮町五丁目
大宮町七丁目
大森西町
大倭町
学園朝日町
学園北一丁目・二丁目
学園緑ヶ丘一丁目～三丁目
学園南一丁目～三丁目
桂木町
北登美ヶ丘一丁目～六丁目
恋の窪一丁目～三丁目
五条一丁目～三丁目
五条町
（一部）

五条西一丁目・二丁目
五条畑一丁目・二丁目
西大寺赤田町一丁目・二丁目
西大寺北町一丁目～四丁目
西大寺国見町一丁目・二丁目
西大寺小坊町
西大寺栄町
西大寺芝町一丁目・二丁目
西大寺新池町
西大寺新田町
西大寺新町一丁目・二丁目
西大寺高塚町
西大寺宝ヶ丘
西大寺野神町一丁目・二丁目
西大寺東町一丁目・二丁目
西大寺本町
西大寺南町
西大寺竜王町一丁目・二丁目
三条大路一丁目～五丁目
三条大宮町
三条川西町
三条栄町
三条添川町
三条桧町

その他の区域での住所の表し方

不動産登記簿の所在町名と住居表示の番号 （例）

三条本町
三条宮前町
四条大路一丁目～五丁目
四条大路南町
七条一丁目
七条西町一丁目
七条東町
芝辻町一丁目～三丁目
松陽台一丁目～四丁目
菅野台
大安寺一丁目～七丁目
大安寺西三丁目
鶴舞西町
鶴舞東町
帝塚山一丁目～七丁目
帝塚山中町
帝塚山西一丁目・二丁目
帝塚山南一丁目～五丁目
富雄泉ヶ丘
富雄川西一丁目・二丁目
富雄北一丁目～三丁目
富雄元町一丁目～四丁目
登美ヶ丘一丁目～六丁目
中登美ヶ丘五丁目・六丁目

奈保町
西千代ヶ丘一丁目～三丁目
西登美ヶ丘一丁目～八丁目
二条大路南一丁目～五丁目
二条町一丁目～三丁目
東紀寺町一丁目～三丁目
東登美ヶ丘一丁目・二丁目
東登美ヶ丘四丁目～六丁目
疋田町一丁目～三丁目
百楽園一丁目～五丁目
平松一丁目～五丁目
藤ノ木台一丁目～四丁目
宝来一丁目～五丁目
法蓮佐保山一丁目～四丁目
三碓一丁目～七丁目
南登美ヶ丘
三松一丁目～三丁目
三松ヶ丘
六条一丁目～三丁目
六条西一丁目～六丁目
六条緑町一丁目～三丁目
若葉台一丁目～四丁目

奈良市○○町
（丁目） ○○番地
（の○）
所在町名

街区符号

（注）
大宮町一丁目の一部区域については、地番で表示するところもあります。
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