
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 景観計画を策定する際の留意事項 
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景観計画は、景観行政を進める上で基本的な計画であり、都市や農山漁村等において良好

な景観形成を進めるため、景観行政団体独自の景観づくりの理念や目標に基づき、方針や行

為の制限に関する事項等を定めるものです。 

景観法に規定された景観計画に取り入れる事項として「法定必須事項」「法定選択事項」「景

観法で定められたその他の事項」があり、「法定必須事項」を除き景観行政団体の裁量に委ねら

れています。（図２－１参照） 

本章ではこれら景観法で規定された事項について、景観法や景観法運用指針等を基にポイ

ントを絞って解説するとともに、具体の検討の進め方や留意すべき点について説明しています。 

 

図２－１ 景観計画の構成 

景観法で定められた事項 

○計画の位置づけや目的 
○景観の現状と課題 
○景観づくりの理念・目標 

景観計画 

上位計画・関連計画 
（市町村総合計画・都市計画マスタープラン等） 

第1章 景観計画策定にあたっての基本的な考え方

景観法に定めていない以下の事項等についても必要に応じて定める。 
• 景観に関するアドバイザー制度 
• 景観形成に寄与している建築物等への表彰制度 
• 景観づくり活動に対する助成制度 

１．法定必須事項 
（１）景観計画区域 （P11 参照）

（２）良好な景観形成に関する方針 （P13 参照）

（３）行為の制限に関する事項 （P17 参照）

   景観地区に関する事項 （P27 参照）

（４）景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針 （P28 参照）

２．法定選択事項 
（１）屋外広告物の制限に関する事項 （P30 参照）

（２）景観重要公共施設の整備及び占用等の基準に関する事項 （P34 参照）

（３）景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項 （P37 参照）

（４）自然公園法の許可の基準 （P40 参照）

３．景観法に定められたその他の事項 
（１）景観協議会の活用 （P41 参照）

（２）景観協定に関する事項 （P43 参照）

（３）景観整備機構の活用 （P46 参照）
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本章では景観法で規定された事項について、以下の項目に整理して説明を進めていきま

す。 
 
  対象事項について根拠となる法令や運用指針の該当項目を示したもので

す。 
 
  「考え方」や「設定の手順」で特に留意すべき事柄について整理したも

のです。 
 
  以下の項目について説明したものです。 

・当該事項の概要について（何を決めるのか等） 
・当該事項を定めることにより得られる効果やそれを踏まえた留意事

項 
・当該事項を定める際の選択肢 等 

 
  以下の項目について説明したものです 

・当該事項を定めるときの手順 
・必要な作業およびその際の留意事項 
・必要な調査、資料 
・アウトプットイメージ 等 

 
  「３．景観法で定められたその他の事項を考える」の「（２）景観協定に

関する事項」および「（３）景観整備機構の活用」で、建築協定の認可や

景観整備機構の指定に関して以下の項目を説明したものです。 
・手続の流れ 
・必要な作業およびその際の留意事項 
・必要な調査、書類 等 

 
  「考え方」や「設定の手順」以外の留意すべき事項について説明したも

のです。 

根拠法令 

ポイント 

考え方 

設定の手順 

留意事項 

設定の手続
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ポイント 

１ 法定必須事項を考える 

（１）「景観計画区域」を考える 

 

景観法 第８条 

景観法運用指針 Ⅴ－１－（３）－②－１） 

 

 

 
 
 

●景観法に基づいて良好な景観の保全や形成を図る区域を定めます。景観法

に基づく建築等の行為の規制、景観重要建造物・景観重要樹木の指定など

は、この区域内で行うことができます。 

【対象となる区域】 

①良好な景観を保全する必要がある優良住宅地、田園、集落など 

②自然、歴史等を活かした良好な景観の形成が必要な地域 

③地域間交流の拠点となる駅前広場やシンボルロード 

④良好な景観の形成が必要な新興住宅地や再開発事業地 

⑤地域の土地利用の動向等から見て、不良な景観が形成されるおそれがあ

るバイパス道路周辺 など 

 

●区域の決定に際しては、以下の点を考慮する必要があります。 

①景観法に基づく景観形成が必要な区域を包含すること 

②規制の導入等について住民の理解を得られること 

③総合計画や都市計画等の土地利用計画との整合が図られていること 

 

●区域の設定には、大きく分けて次の二つの方法があります。いずれを選択

するかは、地形・歴史的背景・合併の経緯など地域の状況、取組の経緯、

今後の方針などを踏まえて決定する必要があります。 

①行政区域全域とする 

②重点的に景観形成を図る地区など一部の地域とする 

※１ ①の場合は届出対象行為を大規模な行為に限定し、②の場合は

 小規模な行為も対象とするのが一般的です。 

※２ これまでに策定された全国の景観計画では大半が①を選択して

 おり、既に景観条例に基づく取組の蓄積がある地域などで②を

 選択している事例が見られます。 

※３ ①の場合であっても、重点地域を定め、他の地域と差別化を図る事例

も多く見られます。 

根拠法令 

考え方 

○景観法に基づいて良好な景観の形成を図る区域を決定します。 

○行政区域全域とする方法と、一部地域に限定する方法があります。 

○地域特性により、区域を複数の地区に区分することができます。 
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●一つの景観計画区域内に特性が異なる地区が複数ある場合は、地区を区分

して届出対象行為などを定めることができます。地形条件などにより地区

が分離しても差し支えありません。 

 

①地域の状況の把握 

区域設定の基本となる地域の状況を把握し、整理します。 
・景観計画の対象となる区域（法§８－１各項の区域：Ｐ11 考え方の【対

象となる区域】参照） 
・景観上重要な建造物、工作物、樹木 
・景観に大きな影響を与える公共施設 
・景観形成やまちづくりに係る住民の活動状況 

 

②関係する計画等の確認 

まちづくりの方向性を定めた計画、景観法に基づく施策に影響を与える

計画、計画で定められた区域などを整理します。 
・市町村総合計画 
・土地利用に関する計画（都市計画、農業振興地域整備計画 他） 
・都市計画マスタープラン（都市計画区域、市町村） 
・大規模開発、大規模施設、バイパスなどの計画 

 

③基本方針の決定 

景観法に基づいて行う施策の基本的な方針を定めます。 
・行政区域全域で特に問題が大きい建築等を防止する 
・一定の区域で重点的に景観形成を推進する など 

 

④具体的な施策の想定 

景観法に基づいて行う施策、それを実施する区域を想定します。 
・建築等の行為の制限 
・景観重要建造物、樹木 
・景観重要公共施設 など 

※）都市計画区域と都市計画区域外では景観法に基づく施策の取扱いが異な

るので注意が必要です。 

 

⑤区域の設定 

上記①～④を踏まえ、景観計画区域を決定します。 
 

●景観形成の方針や具体的な景観形成の方策については、必要に応じ、景観

計画区域を景観上の特性に応じた地区に分けて定めることができます。

（Ｐ15「設定の手順」の「③地区区分の決定」参照） 

設定の手順 

留意事項 
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（２）「景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針」を考える 

 

景観法 第８条 

景観法運用指針 Ⅴ－１－（３）－②－２） 

 

 

 

●景観計画区域で良好な景観の形成を進めていくために必要な方針を定め

ます。具体的には以下のようなものが考えられます。 

・地域の景観特性や課題 
・将来の景観像 
・具体的な施策の方向性 
・住民・ＮＰＯ・事業者等の参加や合意形成の考え方 
・景観協議会や景観整備機構、景観協定の活用の考え方 
・公共施設の整備・管理の考え方 
※１ これらの項目全てについて定める必要はなく、また、これ以外 

の項目を定めることもできます。 

※２ 既存の計画を本方針として位置づけることも可能です。 

 

●景観計画区域内を景観上の特性や施策の方向性に応じて地区を区分し、地

区ごとに方針を定めることができます。 

 

●景観の形成に関する方針は地域の景観づくりの基本となるものであり、住

民の合意形成を図りながら定める必要があります。 

 

①地区区分の方針の決定 

「（１）「景観計画区域」を考える」の設定手順①～④を踏まえ、地区区

分の方針（景観形成の方向性、概ねの位置）を定めます。 

（地区の設定の例） 
・風格のある街並み景観を形成する地区 
・歴史的な景観を保全する地区 
・特徴的な田園景観を保全する地区 
・開発に伴う乱雑な景観の形成を防止する地区 
・豊かな自然景観を保全する地区 

○景観計画区域で良好な景観の形成を進めていくために必要な方針を定

めます。方針は必要に応じて地区ごとに定めます。 

○方針として定める内容としては、地域の特性や課題、将来像、実現に向

けた方策の方向性などが考えられます。 

根拠法令 

ポイント 

設定の手順 

考え方 
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②地域の景観特性や課題の把握 

景観特性については、「（１）「景観計画区域」を考える」で整理していま

すが、必要に応じて、より詳細な調査を行います。 

※ 調査は、文献調査、現地調査、ヒアリング、ワークショップなどによ

り、多面的に調査を行うことが望まれます。 

 

項 目 活かすべき景観等の例 改善すべき現状の例 

＜地域＞   
市街地 
 
 

・歴史的な雰囲気が残るま

ちなみ 
・背景の山並み 

・デザインや色彩が統一さ

れていない建築物 
・不揃いのスカイライン 

郊外部 
 
 

・広々とした田園風景 
・地域のシンボルとなって

いる山の景観 

・無秩序な開発による乱雑

な沿道景観 
・巨大で派手な屋外広告物 

農山漁村部 
 
 

・伝統的な農山漁村集落 
・はさ木、田園、棚田、森

林などの特徴的な風景 
 

・農村風景にそぐわない派

手な建築物 
・耕作放棄地の増加 
・老朽化した舟小屋 

自然地域 
 
 

・美しい山並み 
・悠々と流れる河川 
・変化に富んだ海岸 

・土砂採取でむき出しにな

った山の法面 
・ゴミの不法投棄 

＜特徴的な景観要素
1
＞  

歴史的な 
まちなみ、 
建造物 

・特徴的な歴史的まちなみ 
・地域のシンボルとして親

しまれる歴史的建造物 

・歴史的なまちなみの消失 
・道路上の電柱と張り巡ら

された電線類 
緑化・樹木 
 
 

・地域を代表する樹種 
・良く管理された花壇 

・管理の状態が悪い街路樹 
・住民に親しまれていた樹

木の伐採 
水辺 
 
 

・良好な環境が残る河川 
・市民に親しまれる親水公

園などの水辺空間 

・水質の悪化、植生など自

然環境の破壊 
・水辺に近づけない護岸 

眺望・ 
視点場 
 

・地域の人に親しまれた眺

望、それを楽しめる場所 
 

・眺望を楽しむことができ

る場所の不足 
・眺望を阻害する建造物 

＜その他＞  
まちづくり 
活動 
 

・歴史的まちなみの保全な

どの市民活動 
・官民協働の維持管理 

 

祭り、 
イベント 

・地域の誇りとなっている

祭りやイベント  

                                                  
1まちの景観は、海・山・川・田園等の自然景観を背景に、建築物・まちなみ・集落等、人々の営みが

作り出した景観があり、さらに季節や時間等が織りなす情景的な景観等、様々な要素が絡み合って形成

されています。これらまちの景観を構成している一つ一つが景観要素です。 
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③地区区分の決定 

①の地区区分の方針、②の地域の景観特性や課題、「（１）「景観計画区域」

を考える」で整理した土地利用関連計画での区域指定や開発計画などを重ね

合わせ、以下のような視点で地区区分を決定します。 

・商業地や住宅地、工業地等、土地利用によるまとまり 
・地域の成り立ちや風土等、歴史的要因によるまとまり 
・地形や植生、河川等、自然的条件によるまとまり 
・用途地域や農業振興地域等、法規制によるまとまり 
・大規模開発等、開発動向によるまとまり 
・シンボルロードやバイパスの沿道等、軸によるまとまり 

 

④将来の景観像の決定 

それぞれの地区について、同様に、地区区分の方針、地域の景観特性や

課題などに基づき、将来の景観像を定めます。 

（例） 
・風格と賑わいのあるシンボルロードをつくる 
・地域の歴史を感じられるまちなみをつくる 
・快適でゆとりを感じられる生活環境をつくる 
・特徴的な農村集落と田園の風景を残す 
・豊かな自然景観を残す 

 

⑤将来像の実現に向けた方策の検討 

以下の観点を持ちながら、将来像の実現に向けた方策を考えます。 
・現在ある良好な景観をどのように保全していくか 
・地域の資源を活かし、良好な景観をどのように創り出すか 
・現在の好ましくない景観をどのように改善していくか 
・今後予想される好ましくない景観の形成をどのように防ぐか 

＜良好な景観の保全・形成＞ 
・建築物や工作物の高さ、形態意匠の制限 
・景観重要建造物、景観重要樹木の指定 
・景観に配慮した公共施設やビューポイントの整備 
・景観協定等による住民主体のまちづくりの支援 

＜好ましくない景観の解消と防止＞ 
・建築物や工作物の高さ、形態意匠の制限 
・屋外広告物の制限 
・電線類の地中化の推進 
・景観整備機構などによる耕作放棄地の管理 
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「景観計画区域の良好な景観の形成に関する方針」のイメージ 

 
 

風格あるシンボルロードをつくりたい 

 

●ルール作りによる沿道建物のスカイラインや意匠

の統一 

●乱立している看板類のルール作り 

●乱雑な電線類の地中化推進 等 

快適で安心感のあるまちなみをつくりたい 

 

●生垣等による緑化の促進 

●統一感のある景観創出のための建築物工作物

等のルール作り 

●住民の自主的な取り組みの支援 等 

歴史的景観を残したい 

 

●歴史的建造物、史跡等の保全 等 

＜シンボルロード沿道地区＞ 

歴史地区 

＜農山漁村地域（山岳地区）自然地域＞ 

＜市街地地区＞ 
＜歴史地区＞ 

＜水辺地区＞ 

＜工業団地地区＞ 

＜農山漁村地域（田園地区）＞

周辺と調和した工業団地景観をつくりたい 

 

●緩衝緑地や敷地内緑化の推進 

●屋外堆積物を緑で隠す 等 

豊かな自然景観を残したい 

 

●自然環境や生態系の保全 

●ゴミの不法投棄等の規制強化 等

田園集落景観を残したい 

 

●はさ木や棚田など伝統的農業形態の保全 

●景観協定等による集落景観の保全 

●耕作放棄地の有効活用 等 

豊かな自然景観を残したい 

 

●自然環境や生態系の保全 

●夕日を眺めるなど眺望ポイントづくり 
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○行為の制限に関する事項では、届出対象行為と届出を要する規模、届出

対象行為ごとの景観形成基準を定めます。 

○建築物・工作物の形態意匠について、必要がある場合は変更命令を伴う

「特定届出対象行為」を定めることができます。 

○景観形成基準は、できるだけ客観的かつ数値化して示します 

（３）「良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項」を考える 

 

景観法 第 16 条～18 条 

景観法施行令 第 8 条～12 条 

景観法施行規則 第 1 条～4 条 

景観法運用指針 Ⅴ－１－（３）－②－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

●景観上問題がある建築物等を防ぎ、良好な景観の形成に資するよう誘導するた

め、届出を要する行為の種類と規模、その行為に係る景観形成の基準を定めま

す。その基準に適合しないものが勧告等の対象となります。 

●本事項は、地域の景観特性、現状の課題などを踏まえて決定する必要があるた

め、「良好な景観の形成に関する方針」を定める際に地区区分をしている場合

は、その地区ごとに定めることが望まれます。 

●良好な景観の形成を図る上で効果的で、かつ、円滑な運用が可能となるよう、

次のような観点を持ってバランスのとれた内容とすることが必要です。 

・景観形成上の効果：景観上問題がある建築物等の抑止 

良好なまちなみの形成 

・市民の合意形成 ：市民生活や企業活動への影響 

・円滑な運用   ：発生する業務量と組織の体制 

●制度の公平性と透明性、及び実効性を確保するため、届出対象行為や景観形

成基準は、できる限り具体的、客観的に記述することが必要です。 

●届出・勧告では強制力に限界がありますが、建築物や工作物の形態意匠につ

いては、条例により、強制力のある命令の対象となる「特定届出対象行為」（Ｐ１

９参照）を定めることができます。 

※ 建築物の形態意匠等については、都市計画で、より強い強制力を持つ「景

観地区」（Ｐ２７）を定めることができます。 

根拠法令 

ポイント 

考え方 
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①建築物や工作物等の現状を確認する 

良好な景観形成に有効で、円滑な運用が可能なよう制限（対象行為の種類と

規模、基準など）を定めるため、建築物の現状や建築の動向などを把握します。

調査の範囲や項目は、良好な景観形成に関する方針、景観形成基準に盛り込

む予定の項目などを踏まえて決定します。 

※ 行為の制限は社会的な影響が大きいため、必要に応じて住民意識調査な

どの実施も検討します。 

 
《調査項目》 

●届出対象行為の種類や規模を定める際に必要となる主な項目 

・建築物等の現況：用途、面積（敷地・建築・延床）、高さなど 

・建築等の動向 ：位置、用途、面積（同上）、高さなど 

・宅地開発の動向：位置、用途、開発面積など 

※ 建築や宅地開発は「都市計画基礎調査」の調査項目になっています。また、

市町村の家屋課税システムの活用も考えられます。 

●景観形成基準を定める際に必要となる主な項目 

・建築物等の形態意匠（形態、色彩、素材、工法、構法等） 

・壁面の位置 

・外構、植栽、付属施設等 

 

②届出対象行為を定める 

◇地区の現状と課題、「良好な景観形成に関する方針」を踏まえ、それぞれの地

区について、行為の制限の方針を定めます。 

（例） 

・景観上問題が大きい建築物等を防ぐため、対象行為を限定し、比較的緩

やかな規制を行う 

・積極的に良好な景観の形成を図るため、対象行為を幅広く設定し、厳し

く規制を行う 

※ 景観計画区域全体で見ると、重点的に景観形成を図る地区では小規模

な建築物等も届出対象とし、それ以外の地区では大規模なものだけを

届出対象とするといったことが考えられます。 

 

◇届出対象行為は、必須項目が３項目、選択項目が７項目定められています。上

記の方針や地区の景観要素の現状を踏まえ、選択項目のうち届出対象とするも

のを決定します。各項に列記された行為の一部を選択して決定することも可能

です。 

設定の手順 



 

 - 19 -

＜必須届出項目＞ 

1)建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕

若しくは模様替え又は色彩の変更 

2)工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕

若しくは模様替え又は色彩の変更 

3)開発行為（都市計画法第４条第１２項） 

 

＜選択届出項目＞ 

1)土地の開墾、土石の採取、鉱物の採取、その他の土地の形質変更 

2)木竹の植栽又は伐採 

3)さんごの採取 

4)屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積 

5)水面の埋立て又は干拓 

6)夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他

の工作物又は物件の外観について行う照明 

7)火入れ 

 

◇上記の項目で十分な効果が得られないと考えられる場合は、項目の追加を

検討します。例えば、自動販売機の設置を届出対象行為としている事例も

あります。 

※ 追加する項目は条例で定めます。条例で必須項目を適用除外とするこ

とも可能です。 

 

◇届出・勧告では十分な効果が得られないと考えられる場合は、強制力のある命

令の対象となる特定届出対象行為2を定めます。 

※「特定届出対象行為」は条例で定めます。 

 

                                                  
2景観法第17 条の規定で建築物の建築等または工作物の新設等の行為のうち、条例で定めたものが「特定届出対

象行為」となります。景観計画に定められた建築物等の形態意匠の制限に適合しない行為をした者に対し、設計

の変更、工事の中止、その他必要な措置を命令することができます。 
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③届出を要する規模を定める 

◇②で定めた各地区の行為の制限の方針を踏まえ、それぞれの届出対象行為に

ついて、届出を要する地区毎の規模（面積、高さなど）を定めます。 

※ 届出対象行為の規模は条例で定めます。条例で定めない場合は規模に関

わらず届出対象になります。 

 

◇規模の設定に際しては、「考え方」で示した観点を踏まえ、下記の点を検

討する必要があります。 
≪景観形成上の効果の観点≫ 
・景観上問題となる可能性がある建築物等をカバーできるか 
・良好な景観形成のため配慮が必要な建築物等をカバーできるか 
≪市民の合意形成の観点≫ 
・届出件数はどの程度見込まれるか、それが市民にとって過重な負担とな

らないか 
≪円滑な運用の観点≫ 
・届出件数はどの程度見込まれるか、それに対応できる体制の整備ができ

るか 
 
◇それぞれの地区の「良好な景観形成に関する方針」を実現する上で必要な

建築物等をカバーし、運用面でも現実的な対応が可能なよう、バランスを

考慮しながら対象行為の規模を決定します。 
※規模を設定する項目（面積、高さなど）は、景観に与える影響の大きさに

加え、建築確認や開発許可など、既存の手続きとの整合性を考慮して決定

することが、運用上望ましいと考えられます。 
 
④景観形成基準を定める 

◇届出対象行為について、良好な景観の保全・形成を図る上で必要な制限の基

準を定めます。その基準に適合しないものが、勧告や変更命令の対象となりま

す。 

・建築物又は工作物の形態、色彩その他の意匠 
・建築物又は工作物の高さの最高限度又は最低限度 
・壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の最低限度 
・その他届出対象行為ごとの良好な景観形成のための制限 
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◇それぞれの地区の「良好な景観形成に関する方針」を実現するため、基準を定

める項目を定めます。 
（例） 
・美しいまちなみの形成 
→ 高さ、色彩、壁面の位置など 

・歴史的なまちなみの保全 
→ 高さ、屋根の形状、外壁の素材、色彩、壁面の位置など 

・潤いのある住宅地の整備 
→ 高さ、色彩、壁面の位置、敷地面積など 

・周囲の山並み、大切にすべき眺望の保全 
→ 高さ、色彩など 

  ・屋外堆積物の修景 

   → 堆積高さ、堆積期間など 

◇②の最初に定めた各地区の行為の制限の方針を踏まえ、それぞれの項目につ

いて基準を設定します。設定に際しては、「考え方」で示した観点を踏まえ、下

記の点を検討する必要があります。 

≪景観形成上の効果の観点≫ 
・地域の大切にすべき景観を守ることができるか 
・地域の特色を生かした景観形成を進めることができるか 
≪市民の合意形成の観点≫ 
・基準の内容が市民にとって過重な負担とならないか 
・既存不適格となる建築物等はどの程度発生するか 
≪円滑な運用の観点≫ 
・基準の適合・不適合の判断、現地の確認などを円滑に行うことができる

か 
※ 基準は、数値化できるものは数値化するなど、できる限り具体的に記

載する必要があります。例えば色彩については、多くの景観計画で明

度、彩度、色相などをきめ細かく定めています。 
 

◇地区内に特に大切にすべき景観（眺め）がある場合は、具体的に視点場（眺望

点）を選定し、そこからの景観をきめ細かく検討した上で基準を設定することも必

要です。 
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行為の届出の流れ 

景観計画区域内で、行為を行う場合、事前に行為の種類、場所、設計又は

施行方法、着手予定日等を届出しなければなりません。（図２－２） 

 

・ 景観計画の景観形成基準に適合している場合 

   →届出の受付日から 30 日以降に制限の解除 

・ 景観形成基準に適合していない場合 

   →届出の受付日から３０日以内に勧告や変更命令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観形成基準に適合するかの審査 

適合

図２－２ 行為の届出手続きの流れ 

行 為 の 届 出 

着手制限の解除 

変更命令※2 

行為の変更届出 

※1 行為の届出があった場合において実地の調査をする必要があるとき、その他変更

命令を出す場合に合理的な理由があるときは 90 日を超えない範囲で変更命令を

出す期間を延長することができる。 

※2 デザイン・色彩に関することのみ変更命令を出すことができる。 

届出の受付日

から 30 日※1 

留意事項 

不適合

勧  告

特定届出対象行為 

着手制限の解除 

景観法に基づく罰則 

変
更
命
令
に
従
わ
な
い
場
合 

適合 
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「届出対象行為」のイメージ 

・建築物は３階以上または 300 ㎡以上が届出 

・工作物は３m以上が届出 

・開発行為は 500 ㎡以上が届出 

・土地形質変更は 100 ㎡以上が届出 

・屋外の堆積は 100 ㎡以上が届出 

・木竹の伐採は 100 ㎡以上が届出

・建築物は５階以上または 1,000 ㎡が届出 

・工作物は５m以上が届出 

市街地地区 

シンボルロード沿道地区 

歴史地区 

田園・山岳地区 

・建物、工作物の新築等は全て届出 

・駐車場は 1,000 ㎡以上が届出 

・建築物工作物は全て届出 

・土地形質変更は 50 ㎡以上が届出 

・屋外の堆積は 50 ㎡以上が届出 

・木竹の伐採は 50 ㎡以上届出 

・開発行為は 100 ㎡以上届出 

・自動販売機の設置は全て届出 
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全国の景観計画事例から見た届出対象行為と届出を必要とする規模の例 

 

規定の項目 規定の内容
1) 建築物 新築・増築・改築等 ・規定無し ・全て届出

・高さによる規定 ・３階以上、１０ｍ以上など

・床面積による規定 ・１，０００㎡以上など

・建築面積による規定 ・５００㎡以上など

・住宅戸数による規定 ・４戸以上の共同住宅など

・軒高による規定 ・７ｍ以上など

外観の変更 ・規定無し ・全て届出

・見付け面積による規定 ・１０㎡以上や１／１０以上など

2) 工作物 新築・増築・改築等 ・規定無し ・全て届出

・除去も含めている

外観の変更 ・規定無し ・全て届出

・見付け面積による規定 ・１０㎡以上や１／１０以上など

3) ・面積による規定 ・５００㎡以上など

・戸数による規定 ・１０戸を超える一団の団地など

1) ・面積による規定 ・３００㎡以上など

・法面高による規定 ・高さ１．５ｍ以上など

・斜面地の規定 ・直高１０ｍ以上など

2) ・規定無し ・全て届出

・面積による規定 ・３００㎡以上など

・高さによる規定 ・高さ５ｍ以上など

4) ・面積による規定 ・５０㎡以上など

・法面高による規定 ・高さ１．５ｍ以上など

・期間による規定 ・３０日以上など

5) ・面積による規定 ・１ha以上など

屋外の堆積

水面の埋立

行為の種類

選
択
届
出
項
目

開発行為

土地の形質変更

木竹の伐採

必
須
届
出
項
目

・確認申請が必要な工作物毎に高さや築造面積を規定している

・工作物を一括して高さや築造面積を規定している

 

注）選択届出項目のうち③珊瑚の採取、⑥夜間の照明、⑦火入れに関しては事例無し
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●美しいまちなみの創出 

スカイラインの不統一
巨大看板

無機質で味気ない

シャッター 人目につく壁

面に設置され

た設備機器 

斜線制限の適用除外による

美しいスカイラインの創出

広告物の基準によるデ

ザインされた広告 

設備機器は

背後に設置

する 

屋外階段を隠す

１階外壁面を後退し、 

ショーウィンドウ等で 

賑わいを演出する 

●歴史的まちなみの保全 

３階を設ける場合は 

セットバックする 

屋根は切妻平入りとし、瓦で統一

高さをそろえる 

建具や手すり

は木製とする 

外壁は板張りとする 

壁面の位置をそろえる

●潤いある住宅地の創出 

屋根は勾配屋根とし、瓦葺とする

２階建

以下と

する

生垣と

する 

外壁は板張り又

は塗装とする 

５mの壁面後退

●屋外堆積物の修景

集積期間の限度は

60 日以内とする 

1.5m 以下

とする 

樹林等で隠す 

●眺望を守る 

建物高さを 15m 以下とする 

「景観形成基準」のイメージ 

むき出しの

屋外階段 
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全国の景観計画事例から見た景観形成基準の例 

基準の項目 基準の内容
1) 建築物 配置 ・壁面後退（全体、１階部）→○○ｍ以上後退する

・周辺街並→街並みと調和させる

規模、構造 ・高さ→○○ｍ以下とする

・構造→木造とする

形態意匠 ・屋根、軒、庇→勾配屋根とし瓦葺き

・外壁→板張り

・色彩→彩度、明度は○○範囲内とする

・窓、建具→木製とする

・材質、素材→維持管理の容易なもの

附属施設 ・屋外階段、ベランダ→見えない位置に設置する

・付帯設備機器→隠すか見えない位置に

・シャッター→ショウウィンドーとする

・自販機→色彩や効果的な案内サインを工夫する

・駐車場、ごみ置き場→見えない位置に

外構 ・塀、柵→ブロックはさける

・植栽→空地は植栽を図る

2) 工作物 形態意匠 ・デザイン→周辺と調和させる

・門、塀、垣、柵の高さ、材質→○○ｍ以下とし生垣とする

・色彩→彩度、明度は○○範囲内とする

3) 開発行為 ・長大な法面又は擁壁を要しないよう配慮すること
・宅造後の最低敷地面積→○○㎡以上とする

1) 土地の形質変更 ・規模、緑化→○○㎡以上で法面・擁壁が生じる場合は緑化に
　努める

2) 木竹の伐採 ・規模規制で保存→○○㎡以上は伐採しない

・伐採を規制する樹種や大きさ→○○ｍ以上は残す

・伐採後の処置→適切な維持管理を図る

4) 屋外の堆積 ・規模、高さ、期間→○○ｍ以下とし集積期間は○○日とする

・外周部の修景→緑化により見えなくする

5) 水面の埋立 ・護岸、堤防等は周辺の景観と調和するよう形態、素材を工夫する

必
須
届
出
項
目

選
択
届
出
項
目

行為の種類

 

注）選択届出項目のうち③珊瑚の採取、⑥夜間の照明、⑦火入れに関しては事例無し 
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景観地区に関する事項 

 
本事項は「景観法で定められたその他の事項」に該当するものですが、行為の制限に関する事

項と関連性があるため、ここに記載します。 

 

景観法 第 61 条～第 80 条 

都市計画法 第８条第３項第１号、３号 

景観法運用指針 Ⅴ－６～７ 

 
 

 

 

 

●景観地区では、都市計画の手法を活用して、より積極的に良好な景観の形

成を図ることが可能になります。 

＜決定する事項＞ 

・必須事項：建築物のデザイン・色彩の制限 

・選択事項：建築物の高さ、壁面の位置、敷地面積の制限 

 

●市町村長が一定の裁量の幅をもって判断することができる「認定制度」に

より、建築物や工作物のデザイン・色彩、高さ、敷地面積などについて総

合的な規制を行うことが可能です。 

 

●景観地区では、壁面の位置、高さの最高限度等を定めることにより、斜線

制限の適用を除外することが可能になります（建築基準法の特例）。 

 

●景観地区は、都市計画区域又は準都市計画区域内で定めることができます。

それ以外の区域では、条例によって「準景観地区」を定めることができま

す。 

 

●景観地区は都市計画の手続きに従って決定します。具体的な手続きは下記

を参照してください。 

・「新潟県都市計画基本方針」 （平成20年３月新潟県土木部都市局） 

・「都市計画決定事務の手引き」 （平成 20 年３月新潟県土木部都市局

      都市政策課）  

根拠法令 

ポイント 

設定の手順 

○建築物の形態意匠等については、都市計画の地域地区として、より強い

強制力を持った「景観地区」を定めることができます。 

考え方 
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○外観が優れた建造物や樹木を保全するため、景観重要建造物、景観重

要樹木として指定する際の基本的な考え方を示すものです。 

（４）「景観重要建造物又は景観重要樹木の指定方針」を考える 

 

景観法 第８条、第 19 条～第 46 条 

景観法施行令 第１３条～第１５条 

景観法施行規則 第６条～第 18 条 

景観法運用指針 Ⅴ－１－（３）－②－４）、Ⅴ－３ 

 

 

 

 

 

●良好な景観の形成のため、外観が優れた建築物や工作物、樹木を、景観重

要建造物、景観重要樹木に指定して保全する必要があると考えられる場合

に、その基本的な考え方を示します。 

 

●景観重要建造物や景観重要樹木の指定は、地域の自然・歴史・文化を踏ま

えた景観形成上の価値を評価して行うものです。必ずしも文化財的な価値

を有している必要はありません。 

 

●指定によって以下の効力が生じます。 

・現状変更の規制が可能になる（違反した場合原状回復命令が可能） 

・規制に伴う損失の補償が可能になる 

・所有者に適切な管理の義務が生じる 

・管理協定を結ぶことにより、景観行政団体又は景観行政機構が管理を行

うことが可能になる 

・建築基準法の制限の一部を緩和することが可能になる（建築基準法の特

例：緩和には条例の制定が必要） 

 

①指定の可能性がある建造物や樹木の整理 

下記の過程で作成した資料に基づき、指定の可能性がある建造物や樹木

を整理します。ワークショップなどで、それ以外のものが把握されている

場合は、それらを加えて整理します。 

・「（１）「景観計画区域」を考える」の設定の手順の「①地域の状況の把

握」（Ｐ12） 

・「（２）「景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針」を考える」

の設定の手順の「②地域の景観特性や課題の把握」（Ｐ14） 

 

根拠法令 

ポイント 

考え方 

設定の手順 
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※ 文化財保護法により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物、史

跡名勝天然記念物に指定された建造物や樹木は適用除外（登録有形文

化財は指定が可能）。 

 

②指定が必要と考えられる建造物や樹木の抽出 

地域の景観特性、「良好な景観形成に関する方針」などを踏まえ、①で整

理した建造物や樹木の中から、指定の必要があると考えられる建造物や樹

木を抽出します。景観形成上の価値を評価する視点としては、以下のよう

なものが考えられます。 

なお、指定する建造物や樹木は、道路など公共の場所から見やすい場所

にあることが必要です。 

≪視点≫ 

◇建造物 

・市民に親しまれているもの 

・地域の自然、歴史、文化、生活などを象徴するもの 

・再現する事が容易でないもの 

・デザインが優れ、地域のシンボルとなっているもの 

・街角やアイストップなど景観上重要な位置にあるもの 

◇樹木 

・市民に親しまれているもの 

・ランドマークとなっている樹木 

・鎮守の森や里山などを構成する樹林 

・他の地域では見られない希少なもの 

・心象に残り特徴ある樹容をなすもの 

・樹齢を重ねた巨樹や古木 

・「実のなる木」で大地の育みを表しているもの 

 

③指定方針を定める 

「良好な景観形成に関する方針」、上記の「視点」などを踏まえ、②で抽

出した建造物や樹木を包含するよう、指定の方針を定めます。 

 
●景観計画策定後、実際に景観重要建造物や景観重要樹木を指定する際は、

以下の点に留意する必要があります。 

・指定に際しては、予め所有者の意見を聴くことが必要 

・景観計画区域内の建造物や樹木の所有者は、それらの景観重要建造物、

景観重要樹木としての指定を提案することが可能 

 

 

 

留意事項 
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ポイント 

２ 法定選択事項を考える 

（１）「屋外広告物の制限に関する事項」を考える 

 

景観法 第８条 

景観法運用指針 Ⅴ－１－（３）－②－５） 

 

 

 

●屋外広告物は良好な景観の形成のための重要な要素であり、景観行政と一

体として取り組むことが重要です。景観計画に本事項を定めた場合、指定

都市、中核市以外の市町村でも、景観計画に即した独自の屋外広告物条例

を定めることができます。 

＜条例で定めることができる事項＞ 

・広告物の表示等の禁止 

・広告物の表示等の制限 

・広告物の表示の方法等の基準（形状、面積、色彩、意匠等） 

 

●市町村が自ら条例を定めることにより、歴史ある街並みに対するより厳し

い規制や産業振興を目的とした比較的緩やかな規制、あるいは観光地や商

店街における統一感のある屋外広告など、市町村内それぞれの地域の実情

を考慮したきめ細かい規制を行うことができます。 

 

●景観計画では、「屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置

に関する行為の制限に関する事項」として、屋外広告物の制限に関する基

本的な方針などを定めます。 

・屋外広告物の制限に関する基本的な方針 

・屋外広告物の禁止又は制限を行う区域に関する方針 

・屋外広告物の禁止又は制限の基準に関する方針 など 

 

 

○景観行政と屋外広告物行政を一体的に行うことができるよう、「屋外広

告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限

に関する事項」を定めます。 
○本事項を定めた場合、指定都市・中核市以外の市町村でも、屋外広告物

条例を定めることができます。 

根拠法令 

考え方 
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①課題の整理 

新潟県屋外広告物条例の規定や現在の運用状況を確認し、制限に関する

課題を抽出します。現状の課題だけでなく、「良好な景観の形成に関する方

針」で示した景観形成を図る観点で、以下の点について検討を行うことが

必要です。 

・禁止又は制限を行う区域は必要な範囲をカバーしているか 

・禁止の規定や許可の基準は必要な内容を備えているか 

※ 特に、重点的に景観形成を図る地区を定めている場合は、区域の追加、

基準の上乗せなどの要否を検討することが必要です。 

 

②屋外広告物の制限に関する方針を定める 

抽出した課題を踏まえ、制限に関する方針を定めます。 

・禁止広告物、禁止物件 

・禁止地域、許可地域の設定 

・許可地域における許可の基準 など 

※ 行為の制限など、関連する規定との整合性も考慮することが必要です。 

 

●詳細な制限の内容は、屋外広告物条例で定めます。条例の制定にあたって

は、県との情報交換、現地調査などにより、以下のような点を把握する必

要があります。 

・想定される事務量（現状の件数、区域を拡大で増加する件数） 

・違反広告物の状況 

・基準の上乗せを強化した場合、既存不適格となる件数 など 

 

設定の手順 

留意事項 
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【参 考】「新潟県屋外広告物条例」の概要 

 
１．禁止広告物 
・著しく汚れ、たい色し、又は塗料等のはく離したもの 
・著しく破損し、又は老朽したもの 
・倒壊又は落下のおそれがあるもの 
・信号機や道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの 
・道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの 
 

２．禁止物件（広告物の表示、設置ができない物件） 
橋、   植樹帯、  信号機、  道路標識、 
道路上のさく（ガードレールや歩道柵等）、 消火栓、  火の見やぐら、 
郵便ポスト、  電話ボックス、 送電塔、  照明塔、 
煙突、  ガスタンク、  銅像、   記念碑、 
電柱・街灯柱その他電柱の類（はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等のみ禁止） 

 
３．禁止地域 
①都市計画区域に定められた用途地域のうち第一種・第二種低層住居専用地域 
②風致地区、景観地区 
③高速道路、新幹線から両側 300m 以内の区域（用途地域を除く） 
④旧弥彦山有料道路、旧奥只見有料道路、旧越後七浦有料道路から両側 100ｍ以内の区域（用

途地域を除く。） 
 
４．許可地域 
①都市計画区域 
②一般国道、県道のうち主要地方道、鉄道又は軌道の境界線から両側 100ｍ以内の区域 
③高速道路、新幹線の境界線から両側 300ｍを超え 500ｍ以内の区域 
④風致保安林、文化財指定建物及びその敷地 
⑤自然環境保全地域、緑地環境保全地域 
⑥国立公園、国定公園及び県立自然公園の区域 

 
５．許可地域内の主な許可基準 
(１) 立看板等 
・大きさは縦 2m 以下、横 1m 以下 他 

(２) 広告旗 
・大きさは縦 2m 以下、横 1m 以下（支柱を除く） 他 
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(３) 高速道路及び新幹線の沿線を利用する広告板、広告塔 
・高速道路等の敷地から 300ｍ以上離し、広告物相互間の距離は 300ｍ以上 
・表示面積は 50 ㎡以内 他 

(４) 道路（一般国道、主要地方道）、鉄道等の沿線を利用する広告板、広告塔 
・道路、鉄道等の敷地から 50ｍ以上離し、広告物相互間の距離は 50ｍ以上 
（家屋連たん地区は除く。） 

・表示面積は 30 ㎡以内 他 

(５) 道路（一般国道、主要地方道）、鉄道等の沿線を利用して、営業所等の案内をする広告板、

広告塔 
・営業所等につき 2 個以内。ただし、案内しようとする場所から営業所等までの間に 3 箇

所以上の交差点があり、2 個では案内することが困難な場合は 4 個以内 
・表示面積は一面 2 ㎡以内で、合計 4 ㎡以内。ただし複数の事業者が共同で表示し、又は

設置する場合は次の基準による 
① 1 事業者当たり 1 面 2 ㎡以内、合計 4 ㎡以内 
② 1 面 10 ㎡以内、合計 20 ㎡以内 

・広告物等の高さは 3m 以下（設置面が道路面よりも低い場合は、道路面を基準として 3m
以下） 他 

(６) 建築物を利用する広告物 
①屋上広告 
・広告物の高さは 20ｍ以下で、かつ、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの 3 分

の 2 以下 
・地上からの高さは 52ｍ以下 他 
②壁面広告 
・1 壁面当たり当該壁面（窓及び開口部を含む。）の面積の 2 分の 1 以下 
・壁面の端から突き出さない 
・窓又は開口部をふさがない 他 
③突出広告 
・表示個数は一壁面につき 3 個以内で、道路への突出幅は 1m 以内 他 
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（２）「景観重要公共施設の整備に関する事項及び占用許可等の基準」を考える 

 

景観法 第８条、第 47 条～第 54 条 

景観法施行令 第２条、第６条 

景観法運用指針 Ⅴ－１－（３）－②－６）、Ⅴ－４ 

 

 

 

●景観計画区域内の道路・河川・海岸・港湾・公園等の公共施設で、景観形

成に大きな影響を与えるものを景観計画に位置づけ、整備に関する事項と

占用許可の基準を定めることができます。 

・整備に関する事項を定めた場合、それら景観重要公共施設の整備は、そ

の景観計画に即して行われることになります。 

・占用許可等の基準を定めた場合、その基準に適合しない行為は許可がで

きなくなります。 

※ 施設の管理者が景観行政団体と異なる場合は、管理者と協議し、同意

を得る必要があります。 

 

●計画段階の道路等でも、管理者が定まっていて、必要な協議・同意を行え

ば、景観重要公共施設に位置づけることができます。 

 

●特定公共施設３の管理者は、景観計画に「整備に関する事項」や「占用等

の許可の基準」を定めることを、景観行政団体に要請することができます

（素案の添付が必要）。要請があれば、景観行政団体はそれを尊重しなけ

ればなりません。 

 

●景観重要公共施設に位置づけられた道路については、「電線共同溝の整備

等に関する特別措置法」の電線共同溝を整備すべき道路の指定条件が緩和

される等の特例措置があります。 

                                                  
３景観計画区域内にある道路法による道路、河川法による河川などの公共施設 

○特定公共施設３で良好な景観の形成に重要なものについて、整備に関する

事項と占用許可等の基準を定めることができます。 
○本事項が定められた場合、施設管理者は景観計画に即して該当する公共

施設の整備や占用許可を行うこととなります。 
○景観重要公共施設は、施設の管理者が国や都道府県など景観行政団体と

異なる場合でも指定することができます（管理者と協議し、同意を得る

必要があります）。 

根拠法令 

ポイント 

考え方 
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①景観重要公共施設の選定 

「良好な景観形成に関する方針」を踏まえ、以下の視点を参考にしなが

ら、景観計画に位置付ける公共施設を選定します。 

・歴史的まちなみなど良好な景観を有する地区で、建物等と一体で良好な

景観の保全・創出を図る必要がある施設（小路、小公園等） 

・駅前や市街地中心部で、まちの顔として建物等と一体で良好な景観の形

成を図る必要がある施設（区画道路、ポケットパーク等） 

・良好な自然景観を有する地域で、それら良好な景観を保全するために必

要な措置を施す必要がある施設（アクセス道路等） 

※ 道路・河川・海岸等は区間を区切って選定することが可能です。 

 

②整備に関する事項（案）を定める 

選定の視点を踏まえて、整備に際して配慮すべき事項を検討し、その案

を作成します。具体的には以下のような事項が考えられます。 

（例） 

・歴史的まちなみとの調和を図るために必要な事項 

舗装や道路付属物は、沿道の建築物と調和した色彩とする 

歴史的まちなみの景観を阻害する電線類の地中化を進める 

・まちの顔として良好な景観の形成を図るために必要な事項 

街路樹や植栽帯の整備を進め、潤いのある景観の形成を図る 
電線類の地中化を進め、安全で快適な歩行者空間の形成を図る 

・良好な自然景観を保全するために必要な事項 

道路の法面は緑化に努め、適正な維持管理を行う 
周辺の景観との調和に配慮し、橋梁は落ち着いた色彩とする 

 

③占用許可等の基準（案）を定める 

選定の視点を踏まえて、占用許可等の基準を検討し、その案を作成しま

す。具体的には以下のような事項が考えられます。 

（例） 

・工作物等は、見通し点など景観形成上重要な位置に設置しない 

・工作物等の形態や色彩は沿道の建築物との調和したものとする 

・橋梁や河川敷に設置する工作物は自然景観と調和した色彩とする 

 

④特定公共施設管理者との協議 

景観重要公共施設の管理者が景観行政団体と異なる場合は、上記の案に

ついて、それぞれの施設管理者と協議を行い、必要な調整を行います。 

※ 協議の手続きについては、資料編「景観法第９条第４項の規定に基づ

く協議手続に関する事務処理要領」（新潟県）を参照してください。 

設定の手順 
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●景観重要公共施設の管理者が景観行政団体と異なる場合は、以下の点に配

慮することが必要です。 

・「整備に関する事項」では基本的な事項を定めますので、実際に施設を整

備する際は、具体的な整備計画や維持管理について、改めて施設管理者

と協議することが必要です。 

・「占用許可等の基準」を定める場合は、円滑な運用を図るため、具体的な

運用方法について、施設管理者と協議を行うことが必要です。 

 

●景観重要公共施設については、国土交通省が「景観重要公共施設の手引き

（案）」を作成しています。併せて参考にしてください。 

 

留意事項 
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（３）「景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項」を考える 

 

景観法 第８条、第 55 条～第 59 条 

景観法施行令 第 16 条～第 17 条 

景観法運用指針 Ⅴ－１－（３）－②－７）、Ⅴ－５ 

 

 

●農山村地域においては、自然の造形を背景として、気候風土に適した形で

農林業を営む中で、それぞれの地域に固有の個性ある美しい景観がつくら

れてきました。このような農山村地域特有の景観を保全・創出するために

は、地域の景観と調和のとれた良好な営農条件を確保することが求められ

ます。 

 

●本事項を定めた場合、景観計画区域のうち農業振興地域内にあるものにつ

いて「景観農業振興地域整備計画」を策定することができます。景観計画

では、その基本的な事項として、景観農業振興地域の区域、土地利用や基

盤整備、施設整備の基本的な方針などを定めます。 

 

●「景観農業振興地域整備計画」が策定されると、区域内の土地が計画に従

って利用されていない場合に土地所有者等に対して計画に従って利用す

べき旨の勧告を行うことが可能になり、勧告に従わない場合は、権利移転

に関する協議を勧告することが可能になります。 

 

●「景観農業振興地域整備計画」は、農業振興地域の整備に関する法律に基

づく「農業振興地域整備基本方針」や「農業振興地域整備計画」に適合し

たものとする必要があります。 

 

● 新潟県は広々とした田園風景や中山間地域の棚田など、特徴的な景観を

数多く有しており、積極的にそれらの景観を保全し、活用していくこと

が望まれます。「景観農業振興地域整備計画」の策定は、そのために有効

な施策の一つであると考えられます。 

 

○「景観農業振興地域整備計画」は、景観と調和のとれた良好な営農条

件を確保するために創設されました。 
○景観計画で景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項を

定めた場合に、この景観農業振興整備計画を定めることができます。 
○本県には、特徴的な農村景観を数多く有していることから、それらの

景観を保全し、活用していくことが望まれます。 

考え方 

根拠法令 

ポイント 
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①守り育むべき景観と課題の整理 

「良好な景観形成に関する方針」を踏まえ、農山村地域で保全・創出す

べき景観、その景観を保全・創出していく上での課題を整理します。 

（例） 

・田園と「はさ木」 → 耕作放棄地の増加、「はさ木」の減少 

・棚田  → 後継者不足による棚田の荒廃 

・里山  → 利用されなくなった里山の荒廃 

※ グリーンツーリズムによる農村地域の振興等、今日的な課題について

考慮し、本事項を定める必要があります。 

 

②景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項（案）を定める 

良好な景観の形成のために必要がある場合は、景観計画に選択事項であ

る「景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項」を定めます。 

本事項は、農業振興地域において、それぞれの地域のアイデンティティ

となるような魅力ある景観を保全・創出するために必要となる基本的な事

項を示すものです。 

このため、景観計画では、課題を踏まえ、以下のような基本的な事項を

示すことが望まれます。 

・保全・創出すべき地域の景観の特色 

・そのような景観が広がっている地域の範囲 

・そのような景観を保全・創出するための方針  など 

 

③関係機関との協議等 

本事項は地域の農業振興政策と密接に関係することから、上記の案につ

いては、以下のような関係機関との協議、関係団体への意見照会などを行

い、必要な調整を行います。 

・県、市町村の農政担当部局 

・農業関係団体（農業協同組合、土地改良組合、森林組合等） 

 

●「景観農業振興地域整備計画」の策定手続きは、「農業振興地域整備計画」

の策定手続きの規定が準用されます。 

 

●計画の実効性を確保するための措置は以下のとおりです。 

・計画に従って土地利用されていない場合、土地所有者等に対して計画に

従って利用すべき旨を勧告することが可能 

・上記の勧告に従わない場合、その土地の権利移転について、適切な利用

が見込まれる者と協議すべき旨の勧告を行うことが可能 

・景観整備機構は、協議の勧告に係る農地の利用を取得し、管理すること

が可能 

留意事項 

設定の手順 
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【参考】「景観農業振興地域整備計画」 

 
「景観農業振興地域整備計画」は、以下の事項について定めるものです。 

・ 景観農業振興地域整備計画の区域 

・ 区域内における景観と調和のとれた土地の農業上の利用に関する事項 

・ 区域内における農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第２号、第２号

 の２及び第４号に揚げる事項 
※ 詳細は景観法運用指針をご確認下さい。 



 

 - 40 -

（４）「自然公園法の許可基準」を考える 
 

景観法 第８条、第 60 条 

景観法運用指針 Ⅴ－１－（３）－②－８） 

 

 

 

●景観計画区域と国立・国定公園の区域の一部が重複する場合、相互に連

携・調整を図りながら、自然公園法に基づく措置と景観法に基づく措置を

一体的に行うことが必要です。 

 

●国立・国定公園の特別地域、特別保護地区及び海中公園地区内で、自然公

園法の許可が必要な一定の行為について、景観計画で、良好な景観の形成

に必要な上乗せの許可基準を定めることができます。 

 

①課題の整理 

国立・国定公園の許可基準を確認し、「良好な景観形成に関する方針」を

踏まえて、より厳しい規制の必要性を検討します。必要があると考えられ

る場合は、具体的な課題を整理します。 

 

②行為の制限の方針を定める 

課題を踏まえ、対象とする行為、許可の基準を定めます。 

※１ 自然公園法に基づく措置と景観法に基づく措置との整合性を確

 保するため、基準の制定に当たっては、国立公園または国定公 

園許認可担当課と協議を行う必要があります。 

※２ 基準については、自然公園法の公園計画に適合したものとする

 ことが必要です。 

 

○自然公園法と景観法に基づく措置が一体的に行われるよう、景観計画区

域のうち国立・国定公園の特別地域、特別保護地区及び海中公園地区内

で、自然公園法の許可が必要な行為について上乗せ基準を定めることが

できます。 

根拠法令 

設定の手順 

考え方 

ポイント 
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３ 景観法に定められたその他の事項を考える 

（１）景観協議会の活用を考える 

 

景観法 第 15 条 

景観法運用指針 Ⅴ－２ 

 

 

●景観協議会は、良好な景観の形成を図るため、景観行政団体、景観重要公

共施設の管理者、景観整備機構等の関係者が必要な協議を行う組織です。 

 

●良好な景観形成を持続的に進めるためには、利害が異なる関係者が連携し

て課題を解決していく必要があり、景観協議会の積極的な活用が望まれま

す。 

 

●景観協議会には、地域の景観特性や協議会の趣旨・目的に応じ、観光関係

団体、商工関係団体、農林漁業団体、公益事業者等、幅広い関係者に参加

を求めていく必要があります。 

 

●景観協議会の事例としては、以下のようなものが考えられます。 

・景観重要公共施設とその周辺のまちが一体となった景観形成を推進する

ため、施設管理者、周辺の住民、商業関係者等が参加し、施設の整備方

針、オープンカフェの設置運営方法等の検討を行う 

・鉄道駅周辺等の交流拠点で、良好な景観形成と地域活性化を一体的に進

めるため、景観行政団体、駅前広場管理者、交通事業者、地域住民、商

業関係者等が参加し、駅周辺の景観計画やイベント等の地域活性化策の

検討を行う 

・歴史的なまちなみや景観資源が散在する地域で、良好な景観形成と地域

活性化を一体的に推進するため、景観行政団体、景観整備機構、地域住

民、観光協会等が参加し、歴史的なまちなみの景観形成基準や景観重要

建造物の利活用方策等、歴史と調和したまちなみづくりの検討を行う 

・スキー場や温泉等のリゾート施設が集積する地域で、良好なリゾート景

観を創出するため、景観行政団体、観光協会、リゾート施設の事業者等

○景観協議会は、景観行政団体、景観重要公共施設管理者、景観整備機構

が、良好な景観形成を図るために必要な協議を行う組織です。 
○地区の景観特性や協議会の目的に応じ、幅広い関係者が参加することが

求められます。 
○協議会の構成員は、景観協議会の協議結果を尊重する必要があります。

根拠法令 

ポイント 

考え方 
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が参加し、周辺の自然環境と調和した屋外広告物や建築物の基準等、景

観形成のあり方の検討を行う 

・山岳、海峡、湖、河川等の広域的な景観の保全を図るため、景観行政団

体、関係市町村、都道府県、景観の保全活動を行うＮＰＯ等が参加して、

広域にわたる景観の保全に向けた景観形成基準の検討を行う 
 

 

景観協議会 

 

景
観
行
政
団
体 

 

景
観
重
要
公
共
施
設
管
理
者 
 

景
観
整
備
機
構 

 

関
係
市
町
村 

 

国
立
公
園
等
管
理
者 

関係する 
様々な団体 

・良好な景観形成を図

るために様々な立場

の関係者が必要な協

議を行う 
※1 

組織

※1 当該景観行政団体が都道府県のとき 
※2 当該景観計画区域に国立・国定公園が含まれるとき 

図２－３ 景観協議会の概要 

※2 
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（２）景観協定に関する事項を考える 

 

景観法 第 81 条～第 91 条 

景観法運用指針 Ⅴ－９ 

 
 
 
 
 
 

 
●景観協定は、土地の所有者、借地権を有する者の全員の合意により、景観

に関する様々な事項について自主的なルールを定めるものです。住民によ

る主体的な景観づくりが可能な制度であり、積極的な活用が望まれます。 

 

●景観協定に定める事項は以下のとおりです。 

①景観協定区域 

②良好な景観の形成のための事項 

建築物・工作物、樹林地・草地、緑化、屋外広告物、農用地等の多様な事

項（ソフト対策を含む）について一体で定めることが可能 

③有効期間 

④違反した場合の措置 

＜想定される内容＞ 

・建築物や工作物の色、形状、素材、高さ、敷地の緑化等を定め、良好な

市街地や地域色豊かな集落の景観の保全・創出を図る。 

・住宅地等で、周辺の緑地や樹林地の保全と併せて建築物や工作物の高さ、

色等の基準を定め、良好な景観の形成を図る。 

・ショーウィンドウ、外観等の照明、可動式ワゴンの形式などを定め、に

ぎわいのある良好な商業景観の形成を図る。 

・シンボルロード沿いでセットバックを行い、オープンカフェを設置する

こと、建物の前に花を置くこと、清掃活動の回数などを定め、格調とに

ぎわいのあるシンボル空間の形成を図る。 

・観光地近辺で、屋外広告物の色、大きさ、共同設置の義務付けなどを定

め、観光地と調和した沿道景観の形成を図る。 

・建築物と農地が混在する地域で、建築物の形態意匠と農地の保全利用を

一体として定め、良好な農村景観の保全を図る。 

根拠法令 

考え方 

ポイント ○景観協定は、住民の合意（全員合意）に基づき、景観に関するきめ細か

なルールづくりを行うものです。 
○景観協定は、景観行政団体の長の認可を受ける必要があります。 
○住民による主体的な景観づくりを可能とする制度であり、積極的な活用

が望まれます。 
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●景観協定は、景観行政団体の長の認可を受ける必要があります。 

 

●締結された協定は、その土地が第三者に譲渡されても有効です。 

 

●合意形成の状況等により、景観協定区域が良好な景観の形成に十分な規模

や形状を確保することが難しい場合は、景観協定区域隣接地制度４の活用

が可能です。 

 

①認可の申請に係る景観協定の縦覧等 

景観行政団体の長は、景観協定の認可の申請があった場合、その旨を公告

し、関係人の縦覧に供する必要があります。縦覧期間中、関係人は、景観行

政団体の長に対して意見書を提出することができます。 

 

②景観協定の認可 

◇景観行政団体の長は、景観協定の認可の申請が以下の項目の全てに該当

するときはその景観協定を認可しなくてはなりません。 

・申請手続きが法令に違反しないこと 

・土地、建物または工作物の利用を不当に制限するものでないこと 

・景観協定で定めた事項が国土交通省令・農林水産省令で定める基準に適

合するものであること 

 

◇景観行政団体の長は、景観協定を認可したときは、その旨を公示し、そ

の景観協定の写しを公衆が縦覧に供し、標識の設置等により、景観協定

区域であることを該当する区域内に明示しなくてはなりません。 

 

◇建築主事を置かない景観行政団体が、「建築物の敷地、位置、規模、構造、

用途又は建築設備に関する基準」を定めた景観協定を認可しようとする

場合は、公告・縦覧の際に提出された意見書の写しを添えて都道府県と

協議し、その同意を得る必要があります。 

 

                                                  
４景観協定の締結後、景観協定区域周辺の土地の所有者等が、当該隣接地の土地所有者等の全員の合意

による意思表示という簡易な手続により、当該景観協定に参加できる制度であり、景観協定によるまち

づくりを周辺市街地に拡大し、面的な展開を図ろうとする場合や、協定締結の同意が得られないこと等

により景観協定区域の規模や形状が良好な景観の形成の単位として望ましいものでない場合等に有効 

 

設定の手続
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 景観協定区域 
隣接地 

景観協定区域 

景
観
行
政
団
体 

土地所有者等 

景観協定 
・良好な景観に関する事

項についての協定 
・次の所有者にも効力は

継承されます 

全員の合意に

基づき締結 

申請 

認可 
景観協定締結
後においても、
土地所有者等
全員の合意に
より景観協定
に参加できる。 

図２－４ 景観協定の概要 
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（３）景観整備機構の活用を考える 

 

景観法 第 92 条～第 96 条 

景観法運用指針 Ⅴ－１０ 

 

 

 

●景観重要建造物の管理等、景観形成に関する業務で一定の能力を持つ公益

法人やＮＰＯ法人を、景観形成を担う主体として指定する制度です。住民

と行政が協働して良好な景観の形成の推進を図るものであり、積極的な活

用が望まれます。 

 

●景観整備機構の業務としては、以下のものがあります。 

・地域の景観形成事業に対する人材派遣、情報提供等の援助業務 
・景観重要建造物、景観重要樹木の管理業務 
・景観重要建造物と一体となった広場等の公共施設に関する事業、景観計

画に定められた景観重要公共施設に関する事業 
・上記の事業のための土地の取得業務 
・景観農業振興地域整備計画に従って土地利用するための、委託に基づく

農作業、土地の権利取得及びその土地の管理 
・良好な景観形成に関する調査研究 
・その他、良好な景観形成を促進するために必要な業務 

 

●景観行政団体の長は、景観整備機構が行う業務（景観重要建造物や景観重

要樹木の管理等）を監督し、必要に応じて業務に関する報告、改善命令等

の措置を講ずることができます。 

 

●国及び関係地方公共団体は、景観整備機構に対し、業務が円滑に実施され

るために必要な情報の提供または指導、助言を行う必要があります。 
 

○民間団体や住民による自発的な景観形成の取り組みを図る観点から、景

観の保全・整備能力を持つ公益法人やＮＰＯ法人を、良好な景観形成を

担う主体として指定する制度です。 
○地域住民等を含めた民間活力の活用や、住民と行政の協働による景観形

成の推進のため、積極的な活用が望まれます。 

根拠法令 

考え方 

ポイント 
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①景観整備機構の申請 
景観整備機構は、申請に基づいて、景観行政団体の長が指定します。指

定の際に適切な判断を行うことができるよう、申請の際には以下の書類の

提出を求めることが望まれます。 
・定款 
・寄付行為のほか 
・業務計画書 
・事業計画書 
・資金計画書 など 

 

②景観整備機構の指定 
景観行政団体は、上記の資料に基づき、申請を行った公益法人やＮＰＯ

法人が業務を適正かつ確実に行うことができるか否かを、組織・資金等の

面から判断し、景観整備機構の指定を行います。 
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