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審査(協議)のプロセス 

　　　1，審査(協議)申込み　　　　　　　商店街事務局へ提出。郵送・FAXでの提出不可 

　　　　　　　　　　　審査(協議)の必要書類を「当商店街・事務局」までご提出ください。  
　　　　　　　　　　　郵送・FAXでの提出不可。お電話の後に直接、お持込みください。 

　　　2，審査(協議)受付時の内容確認 

　　　　　　　　　　　審査(協議)のお申し込みの受付時に、事務局担当者が、計画内容 などに 
　　　　　　　　　　　ついて確認させていただきます。 受付時の確認により、追加資料のご提 
　　　　　　　　　　　出や計画の一部変更などを お願いする場合があります。 

　　　3，「上通まちづくり審査会」担当理事による審査 
　　　　　　　　　　　上通商栄会の担当理事により、審査(協議)を行います。 

  　　　　　　　　　　　　　　「建物の新築・増改築・用途変更などを行う場合」など、審査(協議) をお申込 
　　　　　　　　　　　　　　　みの計画内容によっては、担当理事との面談による協議をお願いする場合があ 
　　　　　　　　　　　　　　　ります。この場合、審査(協議)にさらに時間を要します。 

　　　4，「上通商栄会協議終了済証(同意書)」の発行 

　　　　　　　　　　審査（協議）のお申し込みから「上通協議修了証（同意書）」の発行までには 
　　　　　　　　　　最低でも1週間から10日間を要します。 



上通まちづくり審査会について 
ー  上通商栄会協議修了証（同意書）の発行手続きについて  ー

　上通アーケード・上通並木坂を管理・運営する上通商栄会は、上通一番街商店街振興組合・上通1・2丁目
商店街振興組合・熊本市上通町3・4丁目商店街振興組合・熊本市上通5丁目商店街振興組合の４つの商店街
振興組合で構成されています。警察、行政、上通商栄会の三者が、上通商店街地区内の建築物の用途や道路
使用等に係わる情報を共有・協議するものです。これに合わせて、上通商店街内に、建築物の用途や意匠（デ
ザイン）などを確認を含めた上通ブランドの価値向上の為に地元協議を行う『上通まちづくり審査会』を設
置しました。 
　上通商店街は、幅員11ｍ南北に約600ｍ続く集積度の高い商店街で、その南部分約360ｍに全蓋型アー
ケードが設置されています。商店街としての歴史は上通で最も古く、創業300年以上のお店もあり、100年以
上の老舗商店が軒を連ねています。大型店舗のない上通が様々な方から支持を頂いているのは、歴史的な遺
産を受け継ぐと同時に、商店街を取り巻く緑豊かな住宅地と、文教地区に囲まれてる周辺環境が大いに寄与
していると考えます。北部分は、平成2年コミュニティマート計画により、アーケードを撤廃、電線を地中化
し、並木が綺麗で車道にも自然石を貼るオシャレなオープンモールの並木坂が続いています。衣類・書籍・時
計・眼鏡・文具等約350店舗があり、他に銀行・美術館・ホテル等、多種多様な業種の店舗等がある。3・4
丁目商店街は、アーケード街の北側約200ｍ部分に位置し、伝統を感じさせる書籍・時計・楽器等店舗とと
もに若年層に人気の高い店舗の出店も多く賑わっています。また、西方には、坪井川を挟んで緑深い熊本城
が望まれ、周辺には5丁目商店街の熊本市現代美術城下町の名残で、どの脇道にもいわれを想像できる古い町
名があり商業地区、居住空間の混在の中に歩く楽しさに満ちた道や小道が数多く存在します。 
　その様な上通商店街は文化的要素を多く含んだ安心・安全で住みたくなる街を、次世代に残すために、ま
た、上通ブランドの確立の為に、各種工事やイベントなどの施工・実施に伴う道路の使用などについても、
『上通まちづくり審査会』において、地元商店街が道路の使用方法や安全対策などの確認を含めた審査（協
議）を行うこととなりました。 
　現在、当商店街地区内において「審査（協議）対象事項 Ｐ.2参照 」に該当する下記のような建築物の建築
や用途変更、各種工事、道路使用などを行われる場合には、当商店街「上通まちづくり審査会」にその内容
をご報告いただき、審査（協議）を経て、地元商店街の了承（同意）を受けて頂くこととなっています。 
　この『上通まちづくり審査会』では、必要資料 Ｐ.4参照 をご提供いただき、様々な法令や条例、商店街規
約などに違反（抵触）する行為がないかを確認させて頂きます。 
審査終了後には、必要に応じて、警察・行政への各種許可申請や届出などの際に、添付書類として提出が必
要となる『上通協議終了書（地元同意書）』を発行します。 
この『上通まちづくり審査会』への審査（協議）申込みの方法や必要書類などについては、後述をご確認く
ださい。なお、何らかのご不明な点があれば、「上通商栄会・事務局」までお問い合わせください。 
※ 当商店街「まちづくり審査会」における審査(協議)は、「審査申込み」から「協議終了済証の発行」までに 約1週間
から10日間程度の期間が必要です。 
  特に「建物の新築・増改築・用途変更などを行う場合」については、さらに、審査(協議)の期間を要する場合がありま
すので、ご注意ください。 

上　通　商　栄　会
　　　　　      　　　　〒860-0846   熊本市中央区城東町3-20
　　　　      　　　　　TEL 096-353-2638  FAX 096-351-9092
　　　　 　              　　　　（ 開局時間　10：00～18：00 ）
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■　審査（協議）対象事項
　上通商栄会の『上通まちづくり審査会』において、審査（協議）の対象となる事項は下記の通りです。 

　[A] 　建物の新築・増改築・用途変更などを行う場合
　上通商店街地区内で、建物の新築・増改築・用途変更などを行われる場合には、上通商店街「上通まちづ
くり審査会」での審査（協議）が必要です。 
特に、建物の新築を行われる場合には、“上通商店街環境維持憲章に基づき、様々な用途制限などが定められ
おります。 

　[B] 　事業所の新規開業や業種・業態の変更を行う場合
　上通商店街環境維持憲章に基づき、一部、業種については、上通商店街地区内での開業（営業）が禁止
（違法）となっています。  
　特に、一部の業種については、賃貸契約を締結され、内装・設備などの工事終了後に「風営法」に伴う各
種営業許可申請・届出を行われても、上通商栄会『上通まちづくり審査会』での審査（協議）の結果に関わ
らず、“地区計画に抵触する業種”として営業許可が認められなった事例がありますので、ご注意ください。 

　[C] 　各種屋外広告物の新設・変更・修理などを行う場合 
　熊本市・屋外広告物条例などに基づいて各種申請・届出などが必要な場合や、その広告物の新設・変更・
修理などについて警察の道路使用許可などが必要な場合には、上通商栄会「上通まちづくり審査会」での審
査（協議）が必要です。 

　[D] 　各種工事に伴い道路を使用・占用する場合
　上記A・B・C以外の事項で、上通商店街地区内の道路上（アーケード内含む）を使用・占用して、各種工
事などを行われる場合は、上通商栄会「上通まちづくり審査会」での審査（協議）が必要です。 

　[E] 　各種撮影やイベントなどの実施に伴い道路を使用・占用する場合
　映画やTV番組、コマーシャルなどの制作に伴った各種撮影、イベントなどの実施（物品などの搬入出を含
む）に伴って、当商店街地区内の道路上（アーケード内含む）を使用・占用される場合は、上通商栄会「上
通まちづくり審査会」での審査（協議）が必要です。 

　[F]　その他、警察、行政、地元商店街が必要と認める場合
　上記[A]～[F]以外の場合でも、警察、行政、地元商店街が必要と認める場合には、上通商栄会の「上通まち
づくり審査会」での審査（協議）を求める場合があります。

※　上通商店街地区内において、様々な事業計画をお考えの方は、出来る限り早期に、上通商栄会・事務局 
　までご相談ください。 
　各種法令などの詳細な確認ついては、警察・行政にご確認頂くことになりますが、可能な限りの情報を 
　ご提供させていただきます。 
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■　審査（協議）での基本的な考え方
上通商栄会の『上通まちづくり審査会』において、審査（協議）申込みを頂きました案件についての審査
（協議）に関しての基本的な考え方は、下記の通りです。

　A 　各種法令や条例、地区計画などに違反（抵触）する事項はないか?
　最も基本的な審査・協議は、「各種法令や条例、
地区計画などに違反（抵触）する事項はない
か。」という点です。これに加えて、「警察・行
政などへの必要な各種許可申請・届出が正しく行
われているか」を確認させていただきます。
　但し、これまでに審査（協議）をお申し込みい
ただいた皆様の多くは、上通商栄会「上通まちづ
くり審査会」への審査（協議）お申し込みの前
に、警察・行政との事前協議や相談を済ませてお
られる方がほとんどのため、実質的に、上通商栄
会「上通まちづくり審査会」において、審査・協
議すべき事項がなく、「上通協議終了証（地元同
意書）」の発行手続きに時間を要した場合がほと
んどです。
つきましては、警察・行政との事前協議や相談を
済ませた上で、上通商栄会「まちづくり審査会」
への審査（協議）申込みを行っていただくことを
お勧めします。

　B 　安全対策は十分か。近隣事業者（住民）への案内（周知）は十分か?
　この点においても、警察・行政との事前協議や相談を済ませた方は、警察・行政からの指導に基づいて、
十分な安全対策や、事前に近隣事業者（住民）への案内（周知）を行う計画を立てておられることがほとん
どのため、上通商栄会「上通まちづくり審査会」では、その内容を確認させていただいている程度です。

　C 　今後、上通商店街内の「活性化」「環境浄化」などにご協力頂けるか?

　上通商店街は、上通商栄会「上通まちづくり審査会」に審査・協議対象案件に関する、審査（協議）をお
申し込みの方に対しては、特段の事情”がない限り、各振興組合にご加入いただき、当商店街地区内の「活性
化」「環境浄化」にご協力いただくことを「地元協議終了証（地元同意書）」の発行条件の一つとさせてい
ただいています。

　但し、審査・協議対象案件の内、「④ 各種工事に伴い道路（アーケード内含む）を使用・占用する場合」
「⑤ 各種撮影やイベントなどの実施に伴い道路（アーケード内含む）を使用・占用する場合」で、審査（協
議）申込人が、当商店街地区内に土地建物（または事業所）を有していない場合には、「各振興組合への加
入」は、「上通協議終了証（地元同意書）」の発行条件からは除外となっています。 
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■建物や屋外広告物などの意匠（デザイン）について

建築物等の形態及び外壁の色彩は、上通アーケードのまち

なみにふさわしいものとする。また、色彩は原色などを避

け落ち着いたものとする。 

屋外広告物等は、形態・意匠や設置位置について、上通商

店街環境維持憲章に基づき施工をお願いします。

「建物や屋外広告物などの意匠（デザイン）」について

は、上通商栄会「上通まちづくり審査会」での審査（協

議）対象となっています。

公序良俗に反するものはもとより、今後の当商店街地区内

のまちなみの再生・創造にそぐわないと思われるものは、

意匠（デザイン）の変更などをお願いする場合があります。



■　審査（協議）に必要な書類 
　上通商栄会『まちづくり審査会』の審査（協議）の対象となる事項をご計画の方は、下記の必要書類を上
通商栄会・事務局までご提出ください。

　△＝ 審査（協議）申込人が、当商店街地区内に土地建物（または事業所）を有しない場合は 
　　　ご提出は不要です。

　　　　　「審査誓約書」の提出が必要な審査（協議）申込人が、当商店街に【 非加入 】 
　　　　　の場合には、審査（協議）申込みと同時（または「地元協議終了証・地元同意 
　　　　　書」の発行まで）に、各振興組合への加入手続きが必要です。 

審査（協議）の対象となる事項
審　査 
申込書

審　査 
誓約書 添付書類

【A】 
建物の新築・増改築・用途変更な
どを行う場合 ◯ ◯

・建築計画書 
　　　※ 建物の「構造」「用途」「意匠（デザイン）」が 
　　　確認できるもの。 
・建築工程表（日程表） 
・道路等の使用（利用）計画書及び図面など

【B】 
事業所の新規開業や業種・業態の
変更を行う場合

◯ ◯

・開業計画書 
　　　※「 風営法」対象事業者は、同法の営業許可申請・ 
　　　届出関係書類を添付。 
・工事工程表（日程表） 
　　　※ 事業所の内外装などの建築工事を行わない場合は 
　　　不要。 
・道路等の使用（利用）計画書及び図面など 
　　　※ 関係物品の搬入出以外に道路使用予定がない場合 
　　　は不要。

【C】 
各種屋外広告物の新設・変更・修
理などを行う場合

◯ ◯

・屋外広告物設置計画書 
　　　※広告物の取付位置及び広告物デザインなどが確認 
　　　できるもの。 
・工事工程表（日程表） 
　　　※ 事業所の内外装などの建築工事を行わない・場合 
　　　は不要。 
・道路等の使用（利用）計画書及び図面など

【D】 
各種工事に伴い道路（橋梁上・水
辺遊歩道上）を使用・占用する場
合

◯ △

・工事計画書 
　　　※建物の「構造」「用途」「意匠」が確認できる 
　　　もの。 
・工事工程表（日程表） 
・道路等の使用（利用）計画書及び図面など

【E】 
各種撮影やイベントなどの実施に
伴い道路（橋梁上・水辺遊歩道
上）を使用・占用する場合

◯ △

・撮影・イベント等実施計画書 
　　　※撮影・イベント等の内容、出演者、運営体制など 
　　　を確認できるもの。 
・実施工程表（日程表） 
・道路等の使用（利用）計画書及び図面など

【F】 
その他、警察、行政、地元商店街
が必要と認める場合 ◯ △

・警察、行政、地元商店街が必要とする書類 
　　　※ご提出いただく書類の内容はご相談させていただ 
　　　きます。
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ご注意



■　審査申込書類の記入方法（1） 

【ア】 審査（協議）申込書 ─ 各種建築等工事関係 ─
･･･　審査（協議）の対象となる事項が【A】【B】【C】【D】の場合の「審査（協議）申込書」 
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審査（協議）申込日を
ご記入下さい。

工事等の計画名をご記
入下さい。 
※仮称で結構です。

工事等を行われる工事
会社名・施工会社名な
どをご記入下さい。 
当該工事に関わる全責
任を負われる事業者が
審査（協議）をお申し
込み下さい。 

建築工事等が行われ
る”上通商店街地区内”
の土地建物の所有者名
または工事等を発注さ
れた事業者名（店舗名・
会社名など）をご記入下
さい。 
上通各振興組合への加
入状況についてお選び
頂き「○」をお付け下
さい。

上通各振興 組合への加入状況が【非加入】となる
場合には、審査（協議）申込みと同時（または「上通ま
ちづくり協議会修了証・同意書」の発行まで）に、別
途、上通の各振興組合への加入手続きが必要となりま



■　審査申込書類の記入方法（2） 

【イ】審査(協議)申込書 ─ 各種撮影・イベントの実施関係 ─ 
 ... 審査(協議)の対象となる事項が【E】の場合の「審査(協議)申込書」 
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審査（協議）申込日を
ご記入下さい。

各種撮影・イベントの
計画名をご記入くださ
い。 
※仮称で結構です。

各種撮影・イベントな
どを実施（施工・運営
など）される会社名な
どをご記入下さい。 
各種撮影・イベントな
どについて、緊急時に
連絡が可能な担当者
名、携帯電話番号をご
記入下さい。 
当該工事に各種撮影・
イベントなどに関わる
全責任を負われる事業
者が審査（協議）をお
申し込み下さい。 

「各種撮影・イベントの実施関係」の審査（協議）申込みにつ
いては、必要な警察、消防、行政などとの事前協議・相談が終了
していることを前提条件として、審査協議を行います。 
　上通商栄会「上通まちづくり審査会」が発行する「上通協議終
了証（同意書）」が、警察、消防、行政の許認可や届出の受理を
約束、証明するものではありません。 



■　審査申込書類の記入方法（3） 

【ウ】審査誓約書 
 ... 審査・協議の対象となる事項が【D】【E】の場合で、審査(協議)申込人が、当商店街地
区内に土地    建物(または事業所)を有しない場合は、ご提出は不要です。 

7

「審査（協議）申込
書」の【計画施設所有
者】欄に記載された 
”上通商店街地区内”の
土地建物の所有者また
は工事等を発注された
事業者にご誓約を頂く
必要があります。 
工事等の施工業者など
がご誓約頂く事はでき
ません。 

「各種撮影・イベントの実施関係」の審査（協議）申込みにつ
いては、必要な警察、消防、行政などとの事前協議・相談が終了
していることを前提条件として、審査協議を行います。 
　上通商栄会「上通まちづくり審査会」が発行する「上通協議終
了証（同意書）」が、警察、消防、行政の許認可や届出の受理を
約束、証明するものではありません。 

「審査誓約書」
へのご署名の前
に、誓約事項を
十分にご確認く
ださい。



上通商栄会
上通一番街商店街振興組合
上通1・2丁目商店街振興組合
上通町3・4丁目商店街振興組合
上通5丁目商店街振興組合

なんだか、とっても、上通！！


