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１．景観法の施行状況
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景観法の主な制度一覧

・区域と方針、行為ごとの規制内
容等を定める
・届出に基づく勧告（形態意匠に
ついては変更命令も可）

景観計画 景観地区

・都市計画として市区町村が決定
・建築物の形態意匠や高さ、壁面
位置等の規制が可能
・工作物の設置や土地の形質変
更等の規制も可能

景観行政団体が運用する制度 市区町村が運用する制度

水郷風景
計画区域

伝統的風景
計画区域

滋賀県近江八幡市

岐阜県各務原市

景観協定
住民等の全員合意により
様々なルールを設定

景観協議会 景観整備機構

屋外広告物条例の策定

主な制度は、景観行政団体によって運用される。

景観重要建造物・樹木

景観上重要となる建築物等を
指定し積極的に保全
（現状変更許可） 景観計画は、地域の景観

形成の総合的な基本計画

景観計画を策定する前に、

景観行政団体
になる必要がある準景観地区の指定

（＝都道府県・政令市・中核市＋都道府県の同意を得た市区町村）



景観法の施行状況（平成２１年9月１日現在）

◇景観行政団体　　４１２地方公共団体
　・都道府県（４７都道府県）　・政令市（１８市）　・中核市（４１市）　
　・その他市町村（３０６団体）

◇景観計画策定団体　　１８５団体
　北海道札幌市、東京都世田谷区、滋賀県近江八幡市、広島県尾道市、
　鹿児島県鹿児島市　等

◇景観地区　２７地区　　◇準景観地区　３地区
　東京都江戸川区、神奈川県鎌倉市、京都市、広島県尾道市、沖縄県石垣市　等

◇景観協定の認可　 　５件
　岐阜県各務原市　東京都府中市　茨城県つくば市

◇景観協議会　　９組織
　滋賀県近江八幡市、大阪市、神奈川県真鶴町、福井県大野市、大分県大分市　等

◇景観重要建造物・景観重要樹木　　１４１件
　神奈川県逗子市、岐阜県各務原市、京都市、兵庫県伊丹市、島根県松江市　等

◇景観整備機構　　延べ５１法人
　茨城県、千葉県、長野県小布施町、静岡県、大阪市、鳥取市、鹿児島市　等



・都道府県（４７都道府県）　・政令市（１８市）　・中核市（４１市） 　　＜その他市町村の景観行政団体：３０６団体

＞

※公示手続中含む
◇景観行政団体　　４１２地方公共団体

都道府県 景観行政団体（都道府県、政令市、中核市以外）

北海道 小樽市、釧路市、清里町、美瑛町、平取町、東川町、長沼町、当別町、黒松内町

青森県 八戸市、弘前市

秋田県

山形県 酒田市、鶴岡市、大江町、長井市

富山県 高岡市

岩手県 平泉町、一関市、北上市、遠野市、奥州市

茨城県 つくば市、守谷市、水戸市、牛久市、桜川市、土浦市

群馬県 伊勢崎市、富岡市、高崎市、太田市、板倉町

千葉県 市川市、市原市、我孫子市、浦安市、館山市、佐倉市、流山市、松戸市

神奈川県 真鶴町、平塚市、小田原市、秦野市、鎌倉市、逗子市、藤沢市、茅ヶ崎市、座間市、三浦市、大和市、海老名市、厚木市、伊勢原市、箱根町、大磯町、
湯河原町、葉山町

石川県 加賀市、七尾市

岐阜県 各務原市、多治見市、中津川市、美濃市、可児市、下呂市、大垣市、高山市、白川村、飛騨市、恵那市、美濃加茂市

愛知県 犬山市、長久手町、瀬戸市、半田市、常滑市、一宮市

静岡県 熱海市、富士市、三島市、伊東市、下田市、沼津市、新居町、富士宮市、袋井市、掛川市

山梨県 山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲州市、甲府市、笛吹市、市川三郷町、早川町、富士河口湖町、小菅村、忍野村、山中湖村

長野県 松本市、飯田市、佐久市、諏訪市、千曲市、小布施町、高山村

埼玉県 戸田市、八潮市、草加市、秩父市、新座市、川口市、三郷市、熊谷市、志木市、越谷市、春日部市

宮城県 登米市、松島町

福島県 南会津町、三春町、会津若松市、白河市、喜多方市

栃木県 日光市、小山市、足利市、那須塩原市、佐野市、高根沢町、那須町

東京都 世田谷区、府中市、新宿区、江東区、足立区、杉並区、墨田区、港区、町田市

新潟県 新発田市、佐渡市、上越市、南魚沼市



（前頁の続き）

都道府県 景観行政団体（都道府県、政令市、中核市以外）

三重県 伊賀市、四日市市、松阪市、伊勢市、鈴鹿市

小浜市、大野市、勝山市、福井市、永平寺町、池田町、越前市、坂井市、鯖江市

滋賀県 近江八幡市、高島市、彦根市、守山市、長浜市、栗東市

京都府 宇治市、南丹市、長岡京市、福知山市、宮津市

兵庫県 伊丹市、三田市

奈良県 橿原市、明日香村

広島県 三次市、尾道市、呉市、廿日市市

山口県 萩市、宇部市、光市、山口市、岩国市、柳井市、防府市、下松市、周南市

鳥取県 倉吉市、鳥取市、米子市

島根県 松江市、津和野町、大田市、出雲市、海士町

大阪府 箕面市、豊中市、太子町、吹田市、岸和田市

和歌山県 高野町

徳島県 三好市、上勝町、那賀町

高知県 梼原町、四万十市、四万十町、中土佐町、津野町

福岡県 志摩町、豊前市、八女市、柳川市、太宰府市

佐賀県 佐賀市、嬉野市、唐津市、武雄市、小城市

長崎県 平戸市、島原市、新上五島町、五島市、佐世保市、南島原市、小値賀町、対馬市、雲仙市

熊本県 山鹿市、山都町、天草市、苓北町

大分県 別府市、由布市、臼杵市、宇佐市、日田市、杵築市、中津市、豊後高田市、国東市

宮崎県 日南市、日向市、都城市、綾町、西米良村、日之影町、高千穂町、西都市、椎葉村、延岡市、高原町、小林市、都農町

鹿児島県 霧島市、さつま町、出水市、指宿市、南種子町、薩摩川内市、長島町、鹿屋市、阿久根市、中種子町、南大隅町、西之表市、志布志市、錦江町、屋久
島町、南さつま市、南九州市

沖縄県 石垣市、浦添市、那覇市、うるま市、宮古島市、南城市、読谷村

愛媛県 大洲市、今治市、宇和島市、八幡浜市、西予市、新居浜市、西条市、伊予市、四国中央市、久万高原町、上島町、松前町、内子町、伊方町、愛南町、
砥部町、東温市

岡山県 早島町、新庄村、瀬戸内市

香川県 直島町、宇多津町、善通寺市、丸亀市、多度津町、土庄町、まんのう町

福井県



◇景観計画策定団体　　１８５団体 都道府県：18団体、政令市：13団体
中核市：17団体、 その他：137団体 下線　都道府県、政令市、中核市

都道府県名 景観行政団体名 都道府県名 景観行政団体名

北海道
北海道、札幌市、旭川市、函館市、東川町、平取町、清里町、長
沼町、小樽市、当別町、黒松内町

福井県
大野市、小浜市、福井市、永平寺町、坂井市、越前市

青森県 青森県、青森市、八戸市 大阪府 大阪府、大阪市、高槻市、箕面市、豊中市、太子町、吹田市

秋田県 秋田市 奈良県 奈良県、橿原市

山形県 山形県、大江町、酒田市、鶴岡市 和歌山県 和歌山県、高野町

福島県 福島県 鳥取県 鳥取県、倉吉市、鳥取市

茨城県 守谷市、つくば市、水戸市、 島根県 松江市、出雲市、津和野町

群馬県 伊勢崎市、高崎市 広島県 尾道市、三次市、呉市

東京都 東京都、世田谷区、府中市、新宿区、江東区、足立区 香川県

神奈川県
横浜市、川崎市、横須賀市、小田原市、秦野市、逗子市、鎌倉
市、藤沢市、真鶴町、湯河原町、大和市、茅ヶ崎市、座間市、平
塚市、大磯町、箱根町

愛媛県
宇和島市、内子町、上島町、大洲市

山梨県 高知県 中土佐町、梼原町、津野町、四万十町、四万十市

長野県 長野県、長野市、小布施町、飯田市、松本市、高山村、千曲市 福岡県 福岡県、北九州市、豊前市

埼玉県 埼玉県、川口市、八潮市、戸田市、秩父市、草加市、熊谷市 山口県 宇部市、萩市　　

岩手県 盛岡市、一関市、遠野市、平泉町 京都府 京都府、京都市、宇治市、長岡京市

宮城県 仙台市 兵庫県 神戸市、姫路市、西宮市、伊丹市

栃木県 宇都宮市、小山市、那須町、日光市、那須塩原市 岡山県 岡山県、岡山市、早島町、瀬戸内市

千葉県 柏市、市川市、我孫子市、流山市、市原市、浦安市　 徳島県 上勝町

石川県 石川県、七尾市 長崎県 平戸市、島原市

愛知県 名古屋市、豊田市、犬山市 鹿児島県 鹿児島市、薩摩川内市

滋賀県
滋賀県、大津市、近江八幡市、彦根市、高島市、長浜市、守山
市、栗東市

新潟県 新潟市、新発田市、上越市 佐賀県 佐賀市、唐津市、武雄市

富山県 高岡市 熊本県 熊本県、山都町、山鹿市

岐阜県
各務原市、高山市、中津川市、下呂市、白川村、大垣市、可児
市、多治見市 大分県

大分市、日田市、別府市、由布市

静岡県 静岡市、浜松市、熱海市、三島市、冨士市 宮崎県 宮崎市、綾町、日南市

三重県 三重県、四日市市、松阪市、伊賀市、伊勢市 沖縄県 石垣市、浦添市、読谷村



◇景観地区　２７地区
・北海道倶知安町　：　１地区（ヒラフ高原景観地区）

・北海道ニセコ町　 ：　１地区

　　　　　　　　　　　（ニセコアンヌプリ・モイワ山山麓地区景観地区）

・岩手県平泉町　 　：　１地区（平泉町景観地区）

・東京都江戸川区　：　１地区

　　　　　　　（一之江境川親水公園沿線景観地区）

・神奈川県鎌倉市　：　２地区（鎌倉地区、北鎌倉地区）

・神奈川県藤沢市　：　２地区（江の島地区、湘南C-X地区）

・静岡県沼津市　　 ：　１地区（沼津市アーケード街地区）

・静岡県熱海市　　 ：　１地区（熱海市東海岸町景観地区）　　　　

・岐阜県各務原市　：　２地区

　　　　　　　（テクノプラザ景観地区、グリーンランド柄山景観地区）

・京都府京都市　　 ：　８地区

　　　　　　　　　（山ろく型美観地区、山並み背景型美観地区等）

・兵庫県芦屋市　　 ：　１地区（芦屋景観地区）

・和歌山県高野町　：　１地区（高野山景観地区）　

・岡山県倉敷市　 　：　１地区（倉敷市美観地区）

・島根県松江市　　 ：　１地区（塩見縄手地区）

・広島県尾道市　　 ：　１地区（尾道市景観地区）

・大分県大分市　　 ：　１地区（大分城址公園周辺地区）

・沖縄県石垣市　　 ：　１地区（観音堂地区）

◇準景観地区　３地区
・岩手県平泉町　　：　１地区（平泉町準景観地区）　　　
・和歌山県高野町 ：　２地区（町石道周辺準景観地区、小辺路周辺準景観地区等）

◇景観農業振興地域整備計画策定団体　　２団体（平成21年4月1日現在）
・滋賀県近江八幡市（平成18年12月）　　　　　　　　　　　　　　　・岩手県一関市（平成19年6月）　

※重要文化的景観　 　１５件
・滋賀県近江八幡市　　：近江八幡の水郷 （H18年1月）

・岩手県一関市　　　　　：一関本寺の農村景観 （H18年7月）

・北海道沙流郡平取町 ：アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の

文化的景観 （H19年7月）

・愛媛県宇和島市　　　 ：遊子水荷浦の段畑 （H19年7月）

・岩手県遠野市　　　　　：遠野 荒川高原牧場 （H20年3月）

・滋賀県高島市　　　　　：高島市海津・西浜・知内の水辺景観

（H20年3月 ）

・大分県日田市　　　　　：小鹿田焼の里 （H20年3月）

・佐賀県唐津市　　　　　：蕨野の棚田 （H20年7月）

・熊本県上益城郡山都町：通潤用水と白糸台地の棚田景観 （H20年7月）

・京都府宇治市　　　　　　：宇治の文化的景観 （H21年2月）

・高知県高岡郡津野町 　：四万十川流域の文化的景観 源流域の

山村 （H21年2月）

・高知県高岡郡梼原町 　：四万十川流域の文化的景観 上流域の

山村と棚田 （H21年2月）

・高知県高岡郡中土佐町：四万十川流域の文化的景観 上流域の

農山村と流通・往来 （H21年2月）

・高知県高岡郡四万十町：四万十川流域の文化的景観 中流域の

農山村と流通・往来 （H21年2月）

・高知県四万十市　　　 　：四万十川流域の文化的景観 下流域の

生業と流通・往来（H21年2月）
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社会資本整備重点計画について（景観関係）

○社会資本整備重点計画法に基づき社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するため

　　策定する計画であり、平成２１年３月３１日閣議決定。

暮らし・環境暮らし・環境 （８）良好な景観・自然環境の形成等による生活空間の改善（８）良好な景観・自然環境の形成等による生活空間の改善
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現状（H19） 目標（H24）
92 [H20.3.31] 500

指標47　：景観計画に基づき取組を進める地域の数

※目標値について

・ 国土交通省が全国の地方公共団体を対象に実施
　した調査（平成20年4月） に基づき設定

・ 全市区町村のうち、472団体が今後5年（平成24
　年度）程度以内に景観計画を策定する意向がある
　回答している

≪景観行政団体及び景観計画策定団体の推移≫
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景観重要建造物

・現状変更に許可が必要
・修理に国の補助制度がある

（市町村を通じての間接補助）

白雪ブルワリービレッジ長寿蔵
（兵庫県伊丹市）

藤屋旅館
（長野県長野市）

◇景観重要建造物（H21.9.1現在）　　９３件
・北海道東川町　　 　 ：　２件（旧町役場）

・北海道札幌市　　　　：　２件（教会等）

・北海道黒松内町　　 ：　６件（ビジターセンター等）

・山形県大江町　　　　：　２件（住宅主屋、蔵等）

・山形県寒河江市　　 ：　１件（橋梁）

・東京都江東区　　　　：　４件（橋梁）

・神奈川県逗子市　 　：　１件（数奇屋建築）

・岐阜県各務原市　　 ：　１５件（住宅主屋、蔵等）

・愛知県名古屋市 　　　：　５件（洋風建築）

・長野県長野市 ：　５件（洋風建築等）

・滋賀県近江八幡市　：　２件（寺院本堂）

・京都府京都市　：　２６件（町家等）

・大阪府箕面市 ：　１件（住宅等）

・兵庫県伊丹市 ：　２件（洋風建築、酒蔵）

・和歌山県高野町：１件（商家）

・山口県萩市　　 ：　６件（社殿、醤油蔵等）

・山口県宇部市　：　１件（銀行建築）

・徳島県上勝町　：　８件（水車小屋等）

・宮崎県宮崎市 ：　３件（県庁本館等）
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景観重要樹木

・現状変更に許可が必要
・修理に国の補助制度がある

（市町村を通じての間接補助）

いろは松
（滋賀県彦根市）タブノキ

（島根県松江市）

◇景観重要樹木（H21.9.1現在）　　４８件

・山形県大江町　　　　：　３本

・山形県米沢市　　　　：　１本

・神奈川県横須賀市　：　７本

・滋賀県彦根市　　　　：　３３本

・奈良県橿原市　：　1本

・島根県松江市　：　1本

・鹿児島県鹿児島市：２本

12



景観協定

建築物・緑・工作物・看板・青空駐車場など景観に
関するさまざまな事柄を一体的に協定

○土地所有者等の全員合意により自主的に協定

○新たに土地所有者等となった者にも有効（承継効）

○建築物や緑のほか、清掃活動の回数等、ソフトな部分まで含めて景観に関
する様々な事柄を定めることが可能

◇景観協定の認可（H21.9.1現在）　 　５件

・岐阜県各務原市　：　２件　　　　・東京都府中市　　 ：　２件　　　　　・茨城県つくば市：　１件

13



景観協議会

住民･事業者と関係行政機関等とが
協力して取り組む場

○ 景観行政団体、景観重要公共施設管理者、景観整備機構が組織できる協議
会

○ 必要に応じ、関係行政機関、公益事業者、住民などを加えることが可能

○ 協議会で決めた事柄には尊重義務が発生

◇景観協議会（H21.9.1現在）　　９組織

・滋賀県近江八幡市　：　近江八幡市風景づくり委員会　　　　　　
・大阪市　　　　　　　 　：　御堂筋地区景観協議会（平成18年12月）
・神奈川県真鶴町　　 ：　真鶴町景観重要公共施設協議会（平成18年12月）
・長野県飯田市　　　　：　飯田市景観協議会（平成20年1月）
・愛知県犬山市、岐阜県各務原市：木曽川景観協議会（平成21年5月）
・福井県大野市　　　　：　大野市景観協議会（平成20年4月）
・大分県大分市　　　　：　街路樹のきれいなまちづくり協議会（平成20年7月）
・山形県鶴岡市　　　　：　鶴岡市景観審議会（平成20年7月）
・宮城県仙台市　　　　：　杜の都景観協議会（平成21年7月）
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景観整備機構の実績

◇景観整備機構（H21.9.1現在）　　延べ５１法人

NPO法人等を指定し、住民主導の持続的な取組を支援

○景観重要建造物の買取や整備の推進○景観の専門家による情報提供 ○住民合意に向けたコーディネート等

【景観整備機構の業務】

・茨城県　：　ＮＰＯ法人 茨城の暮らしと景観を考える会
・茨城県　：　（社）茨城県建築士会
・茨城県　：　（社）茨城県建築士事務所協会
・埼玉県　：　（社）埼玉県建築士事務所協会
・埼玉県川口市　：　（社）埼玉県建築士事務所協会
・千葉県　：　（社）千葉県建築士会
・東京都　：　NPO法人 渋谷・青山景観整備機構
・長野県　：　（社）長野県建築士会
・長野県小布施町　：　（社）長野県建築士会
・長野県飯田市　　 ：　（社）長野県建築士会
・長野県長野市　　 ：　（社）長野県建築士会
・長野県松本市　　 ：　（社）長野県建築士会
・長野県高山村　　 ：　（社）長野県建築士会
・静岡県　：　（社）日本造園建設業協会
・静岡県　：　（社）静岡県建築士会
・静岡県　：　（社）静岡県造園緑化協会
・静岡県三島市　：　（社）静岡県建築士会
・静岡県浜松市　：　（社）静岡県建築士会
・名古屋市：　（財）名古屋都市整備公社
・三重県　：　（社）三重県建築士会
・京都市　：　（財）京都市景観・まちづくりセンター
・大阪市　：　（社）大阪府建築士事務所協会
・大阪市　：　（財）大阪市都市工学情報センター
・大阪市　：　（社）大阪府建築士会
・大阪市　：　（財）大阪市スポーツ・みどり振興協会
・大阪府箕面市　：　（社）大阪府建築士事務所協会

・大阪府箕面市　：　（社）大阪府建築士会
・大阪府吹田市　：　（社）大阪府建築士事務所協会
・奈良県　：　NPO法人　大和社中
・奈良県　：　NPO法人 奈良高取土佐街なみ景観保存会
・奈良県　：　NPO法人　泊瀬門前町再興フォーラム
・鳥取県　：　NPO法人 市民文化財ネットワーク鳥取
・鳥取県鳥取市　：　NPO法人市民文化財ネットワーク鳥取
・岡山県　：　（社）岡山県建築士会
・岡山県倉敷市　：　（社）岡山県建築士会
・島根県松江市　：　NPO法人 まつえ・まちづくり塾
・島根県松江市　：　（社）　島根県建築士会
・宮崎県　　 ：　（社）宮崎県建築士会
・宮崎県　　 ：　（財）宮崎県公園協会
・宮崎県宮崎市　：　（社）宮崎県建築士会
・宮崎県日向市　：　（社）宮崎県建築士会
・鹿児島県　：　（社）鹿児島県建築士会
・鹿児島県　：　（社）鹿児島県造園建設業協会
・鹿児島県鹿児島市　：　（社）鹿児島県建築士会
・鹿児島県鹿児島市　：　（社）鹿児島県造園建設業協会
・鹿児島県薩摩川内市　：　（社）鹿児島県建築士会
・鹿児島県薩摩川内市　：　（社）鹿児島県造園建設業協会
・熊本県　　 ：　（社）熊本県造園建設業協会
・熊本県　　 ：　（社）熊本県建築士会
・沖縄県　　 ：　（社）沖縄県建築士会
・沖縄県　　 ：　（社）沖縄県造園建設業協会
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景観地区

・形態意匠の制限の他、建築物の最高限度、敷地面積の最低限度等について、
市町村が都市計画として決定。

・景観地区内で建築等を行うためには、形態意匠の制限に適合することについて、
市町村長の認定を受けることが必要。

・その他の項目についても、建築確認の対象となる。

・認定制度は、一義的・定量的に定めることが難しい建築物等のデザインについて、
都市計画で裁量的・定性的な基準を定め、市町村が個別の建築等の計画に対し
て都市計画との適合性を裁量的に判断する仕組み。

景観地区一覧（平成21年9月1日時点　27地区）

・北海道倶知安町　：　１地区（ヒラフ高原景観地区）

・北海道ニセコ町　 ：　１地区

　　　　　　　　　　　（ニセコアンヌプリ・モイワ山山麓地区景観地区）

・岩手県平泉町　 　：　１地区（平泉町景観地区）

・東京都江戸川区　：　１地区

　　　　　　　（一之江境川親水公園沿線景観地区）

・神奈川県鎌倉市　：　２地区（鎌倉地区、北鎌倉地区）

・神奈川県藤沢市　：　２地区（江の島地区、湘南C-X地区）

・静岡県沼津市　　 ：　１地区（沼津市アーケード街地区）

・静岡県熱海市　　 ：　１地区（熱海市東海岸町景観地区）　　　　

・岐阜県各務原市　：　２地区

　　　　　　　（テクノプラザ景観地区、グリーンランド柄山景観地区）

・京都府京都市　　 ：　８地区

　　　　　　　　　（山ろく型美観地区、山並み背景型美観地区等）

・兵庫県芦屋市　　 ：　１地区（芦屋景観地区）

・和歌山県高野町　：　１地区（高野山景観地区）　

・岡山県倉敷市　 　：　１地区（倉敷市美観地区）

・島根県松江市　　 ：　１地区（塩見縄手地区）

・広島県尾道市　　 ：　１地区（尾道市景観地区）

・大分県大分市　　 ：　１地区（大分城址公園周辺地区）

・沖縄県石垣市　　 ：　１地区（観音堂地区）



都市計画法

第8条第3項
第1号及び第3号

　

○都市計画で定める事項

景観法
第61条第2項

○条例で定める事項

景観法

第72条第1項

景観法
第73条第1項

　

景観地区内で可能な制限（法第61条）

○種類　○位置　○区域　○面積　○名称

○建築物の形態意匠の制限

○建築物の高さの最高限度又は最低限度
○壁面の位置の制限
○建築物の敷地面積の最低限度

必須事項

選択事項

選択事項

○工作物の形態意匠の制限
○工作物の高さの最高限度又は最低限度
○壁面後退区域における工作物の設置の制限

○開発行為その他政令で定める行為の規制
（土地の形質変更、木竹の伐採　等）



建築物

高さ・壁面の位置等 形態・色彩等 形態・色彩等 高さ等

開発行為その他の
行為規制

是正命令等
（場合により）

使用制限等
（場合により）

是正命令等
（場合により）

適合義務

完了検査 検査（場合により）

確認の表示 認定の表示

行為の着手 行為の着手

建築確認
斜線制限等の緩和

認　　　定

許　　可

確認申請 市町村長に認定申請 許可申請

都市計画決定
建築物に関する制限を定める

工作物

条例の制定 条例の制定

景観地区の規制担保手法

基準への適合を審査（30日以内）

適合義務で担保
違反の場合は即罰則適用

許可で担保
（政令第23条第２項）

建築確認で担保
（建築基準法第12条）

認定で担保
（景観法第63条、第72条）



景観地区内の建築物の形態意匠制限（法第62条）に
違反した場合、

罰則等について

　・一年以下の懲役（法第100条）
　　　　又は
　・５０万円以下の罰金（法第100条）

　・工事の停止又は是正命令（法第64条第1項）
　・違反建築物の工事監理者や設計者等の
　　業務停止の処分（法第65条第2項）

さらに、工事の停止又は是正命令に違反した場合、



認　定

大規模建築物
工作物

その他の建築物

・芦屋市では、市域全域を景観地区に指定（H21.7.1）し、全ての建築物（10㎡以上）と一
定の工作物の建築等について、形態意匠の認定を義務付け。
・また、大規模建築物等については、自主条例に基づき、「芦屋市都市景観アドバイザー
会議」による景観協議を実施。

＜色彩＞
・芦屋の景観色を念頭に，高明度及び低彩度を基本とし，周辺
の景観との調和に配慮したけばけばしくない配色とすること。
特に建物の大部分を占める外壁の基調色の彩度については，
地域に多く用いられている色彩との調和を図り，明度５以上の
明るめの色調とし，かつ，マンセル値で次の数値を満たすこと。
（略）

＜建築物に付属する施設＞
・建築物に附属する駐車場，駐輪場，屋外階段，ベランダ，ゴミ
置場等は，建築物及び周辺の景観と調和した意匠とすること。
特に駐車場は，自動車が周囲から見えないようにし，緑化等
の工夫をすること。

＜通り外観＞
・前面空地，エントランス周り，駐車場アプローチなどの接道部
は，建築物と一体的に配置し，及びしつらえるとともに，材料
の工夫を行い，落ち着きのある外観意匠とすること。
・十分な修景植栽を施すことにより，緑ゆたかな外観意匠とす
ること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

大規模建築物に係る形態意匠の制限（抜粋）

行為の着手

景観協議
（都市景観アドバイザー会議）

＜認定等のフロー＞

芦屋景観地区（芦屋市）
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＜全般＞
　　建築物の外観、形態意匠は市街地を取り囲む
歴史的風土や自然環境、周辺の街並みと調和し、
かつ、均整の取れたものとすること。
＜建物の色彩＞
　　建築物の屋根及び外壁の基調職は、後背の山
並みや歴史的資源と調和し、隣接する建築物との
対比感が強い色彩は避けるものとし、かつ以下の
基準に適合したものとする。ただし、素材色などで
まちなみに違和感を与えないと認められるものに
ついてはこの限りではない。

色相 明度 彩度

0YR～5Y 6以下 4以下
上記以外 6以下 1以下

【形態意匠の制限（若宮大路周辺商業地）】（抜粋）

色相 彩度

0YR～5Y 6以下
上記以外 2以下

鎌倉景観地区

＜屋根の基調色＞ 外壁の基調色

面積：約224.8ヘクタール
都市計画決定告示日：平成20年3月1日
目的：
周囲の歴史的風土や自然環境と融和した街並み
を誘導し、世界に誇る「武家の古都・鎌倉」にふさ
わしい都市景観の形成を図る。



江の島景観地区（藤沢市）

面積：約38.4ヘクタール
都市計画決定告示日：平成19年4月1日

【形態意匠の制限】（抜粋）

基準

遠
景

・対岸や海上からの眺望に配慮し、美しく緑豊かな江の
島の景観を阻害しないこと。

・色彩が江の島の緑、岩場、海辺等の自然景観になじむ
ものであること。

中
景

・島内における見下ろし景観に配慮し、屋根の形状や色
彩が周辺と違和感を感じさせないこと。

・島内における見上げ景観に配慮し、外壁の形状や色彩
が周辺と違和感を感じさせないこと。

近
景

・軒線や壁面線を揃えるなど街並みの連続性に配慮して
いること。

・仕上げや色彩が江の島の自然や歴史と調和した街並
みになじむものであること。

※その他、外観の仕上げ・色彩、意匠について詳細な基準あり



平泉町準景観地区

○世界遺産登録を目指している岩手県平泉町では、世界遺産コアゾーン（世界遺産登録の
推薦資産）に近接する地区で平成20年12月に全国で初めて準景観地区を指定。

○地区を「歴史的景観地区」と「風土景観地区」に区分し、建築物や工作物の形態意匠の
制限や高さの制限等を実施。

○平泉町準景観地区の概要
・名称：平泉町準景観地区
・面積：約522ha
　　歴史景観地区 約185ha
　　風土景観地区 約337ha
・決定告示日：平成20 年12 月25 日
　施　行　日：平成21 年4月1日

形態意匠の制限　　　　：建築は和風の制限とする／木造建築を基本とする／屋根の勾
配は3/10～5/10とする　等

建築物の高さの制限　　：10m
工作物の形態意匠の制限：擁壁は、自然石積または緑化等により文化的景観と調和する

修景を基本とする　等
23

＜準景観地区における制限の例＞



景観関係の支援措置について２．景観関係の支援措置について
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○ 景観重要樹木の
枯損･倒伏防止措置又は買取

○ 景観重要建造物の　
　修理、買取又は移設

又は ＋

（必須事業と併せて行う必要のある事業）

建築物・工作物・
屋外広告物の
外観修景や除却

○ 公共公益施設の高質化 ○ 良好な景観を活用し

交流人口の拡大を図
る施設の整備

○ 建築物、工作物等に係る
　景観の阻害要因の解消

景観形成総合支援事業（Ｈ１９創設）

必須事業 選択事業

観光案内所の
整備

○ 良好な景観の形成

及びその活用を推
進する観点から行
う各種活動 景観まちづくり

講座の開催

舗道の美装化

並木の整備 パラソルの
設置

実施例：北海道東川町

実施例：奈良県橿原市

参考ＨＰ検索キーワード：「景観まちづくり教育」

平成21年度予算
国　費　２　億　円

修理箇所

修理箇所

事業前 事業後

補助対象 ：都道府県（県管理施設のみ）、市町村、民間団体・個人（市町村を通じた間接補助）　

補助率 ：総事業費の３分の１　（但し、間接補助の場合は市町村負担の同額以下）　額の上限は無し



地域景観づくり緊急支援事業（H21補正）

景観規制を強化しようとする景観行政団体である地方公共団体を公募し、地域の景観ルールづ
くり、良好な景観形成につながる社会実験など、官民連携による先導的な景観形成に寄与する
取組を支援する。

予算額 ２億円

■住民・事業者を巻き込んだ協働による景観づくり

官民協議会による民間開発の誘導

住民主体による景観形成の取組

■民間開発を誘導する先導的な景観ルールづくり

模型を活用した景観規制の合意形成

景観行政団体（市町村）から提案を募集
・地域景観の将来像　　・景観規制の方針・スケジュール
・官民連携による取組　　　　　　　　　　　　　　　　等を様式に記載し国に提案
　　　　 先導的・モデル的・持続的な取組で

経済波及効果のあるものを選定

先導的な景観形成の取組を実施

地域の景観を活かした社会実験

（財）京都市景観・まちづくりセンターHPより

・景観規制の強化
・良好な景観形成に寄与する民間投資の誘導

景観規制の実施と良好な景観形成

[ 応募主体 ]

　景観行政団体である市町村

　景観行政団体に移行する予定の市町村

[ 支援対象 ]

　官民連携による先導的な景観形成の取組

[ 支 援 額 ]

　概ね１，０００万円（全額国費）

[ 実施期間 ]

　平成２１年度　※次年度への繰越は不可

　（複数年にわたる取組の場合は、平成２１年度に限り
支援を実施）

[ 事業評価 ]

　事業による効果を把握するため、取り組み結果の報
告会を実施する予定。

応募総数　８７市町村
　　　　　　　　　　　→２５市町村を選定



不動産管理信託による京町家の活用策　（京都市）
地域景観づくり緊急支援事業

提案書（様式５）

歴史都市・京都の景観の基
盤

京都の伝統的な建築様式と
生活様式を伝える

Ｈ１０調査で都心部に約２８，０００軒
の京町家の存在を確認

再調査したところ，７年間で１３％減少

その後も年間約２％の割合で減少

保全 再生活用

課題

（
サ
ブ
リ
ー
ス
）

賃借人

転貸人
信託会社

（ﾏｽﾀｰﾘｰｽ）

賃
貸
借
契
約

信
託
契
約

信　

託

受
益
権

京町家

オーナー
入居者

テナント

ニーズの
マッチング

賃貸借契約

事業の取組

京町家
利用の
新たな
ニーズ
の把握

モデル事例実施による行政の役割などの検証

方策

不動産管理信託を利用

○京町家を含む面的な
　景観の保全・再生
・伝統的建造物群保全地区
・歴史的景観保全修景地区
・界わい景観整備地区

○優れた京町家等の
　点的な保全・再生
・文化財保護制度
・景観重要建造物制度
・歴史的意匠建造物制度

○京町家の保全・再生
　に関するセミナー開催

○町並み環境整備事業

○耐震改修助成

○京町家まちづくり
　ファンドによる改修助成

京町家
登録制度
の仕組み
づくり

京都らしい持続性
のある地域景観
まちづくりの形成

伝統軸組構法
(建築様式)の継承

活用しながらの
景観形成が可能

効果

これまでの取組



郊外住宅地における景観マネジメント事業成立性調査　（兵庫県三田市）
地域景観づくり緊急支援事業

提案書（様式５）





＜概　　要＞
　民間のまちづくりの担い手による都市環境改善活動の総合的な促進を図る都
市環境改善支援事業（エリアマネジメント支援事業、平成21年度新規事業）の
一環として、屋外広告物の高質化等の取組を支援する。

（１）事業主体
　地方公共団体、中心市街地活性化協議会、景観協議会、民間事業者等

（２）補助対象
　ⅰ）計画コーディネート支援　（屋外広告物ガイドラインの策定）
　ⅱ）都市環境維持・改善計画作成支援
　ⅲ）社会実験・実証事業等支援（民間事業者等のみ）
　　　屋外広告物の除却、高質化（集約設置、素材を工夫した整備、
　　　周囲の景観と整合した整備等）、広告物の意匠・形態の事前
　　　審査・助言の取組等への支援

【補助率】 １／２（直接補助）（民間事業者等以外）
　　　　　　　１／３（間接補助）（民間事業者等）

都市環境改善支援事業（H21創設）

平成21年度予算　国費1.5億円



デザインガイドラインの策定、屋外広告物の高質化（例：集約設置、素材を工夫した整備、周囲の景観
と整合した整備等）の広告物の意匠・形態の事前審査・助言の取組みへの支援

○屋外広告物デザインガイドラインの策定

○広告物掲出用施設の設置 ○屋外広告物の形態・意匠の事前審査

ＮＰＯ・
まちづくり会社等

協議会
占用許可

地域の広告
ルール作り

景観・
屋外広告物
担当部局

道路管理者

○屋外広告物マネジメント協議会の設置

ＮＰＯ・
まちづくり会社等

施設への
広告掲載

民間企業

管理費

地域における公共的な取組みに充当
（道路の清掃・美化活動、イベント開催等）

１．デザインガイドラインの策定 ２．屋外広告物の高質化 ３．屋外広告物の事前審査・助言

新たに設置される屋外広告物に対し、デザインガイドライ
ンとの整合性等について専門家等による審査・助言

○屋外広告物の掲載・施設の維持管理○屋外広告物の集約・高質化

都市環境改善支援事業による社会実験のイメージ



景観まちづくり教育の推進について

・ 良好な景観形成を進めていくには、景観に関心を持ち、その形成を自らの問題と捉えることのできる
人材の育成が不可欠。
・ そのためには、良好な景観（形成）に関する意識の啓発、知識の普及等を行う「景観教育」が重要。
・ 「景観教育」の取組促進に向け、そのあり方の整理とりまとめと具体のツール開発を実施。

【調査期間：Ｈ１７～１９】

（景観まちづくり教育HP：　http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/index.htm）

【背景】

○景観法の制定
・良好な景観は、国民共通の資産

・良好な景観は、地域の特性に応じて、

多様な形成を図るべきもの

・良好な景観の形成は、関係者の一体的

　な取組で進めるべきもの

○法制定時の衆参両院の附帯決議

多様な主体の参加を図るため、景観法の

　基本理念の啓発普及、景観・緑に関する

　教育の充実に努めること

・各分野の有識者からの
意見聴取
（造園､土木､建築､都市計画､教育）

・文部科学省との連携

《調査項目》

・実施状況の把握
・あり方の整理とりまとめ
・具体のツールの開発

プログラムの充実化に向け、

全国の小学校からモデル校を

募集、選定し（延べ18校）、

実証的な取組を実施

(イメージ図)

モデル校における実践的取組

○行政向け
→景観まちづくり教育の中心的な役割
を担う行政が、住民等とともに景観
まちづくりに取組むための基本的な
考え方や事例集、説明資料を作成。

　・景観まちづくり教育の手引き
　・景観まちづくり講座事例集

○学校向け
→学校での総合学習において、景観ま
ちづくり学習を行うためのモデルプロ
グラムや事例集等を作成。

　・景観まちづくり学習の手引き
　・モデルプログラム（題材）
　・小学校における実践事例集

○市民向け
→市民が自ら景観まちづくりについて
学ぶためのリーフレットや事例集を
作成。
　・市民景観まちづくりリーフレット
　・事例に学ぶ景観まちづくり



景観まちづくり教育の推進について

開発されたプログラム例

学校での景観まちづくり教育の
モデルプログラム（11種類）

学校での景観まちづくり教育
の事例集

学校での景観まちづくり教育
の手引き

なお、財団法人都市文化振興財団において、景観まちづくり学習モデルプログラムの中
から選んだプログラムを、授業や総合学習の時間等において取り組む小・中学校に対し
て、費用の助成を実施。詳しくはHP（http://www.toshibunka.or.jp/josei.html）を参照。

＜平成21年度景観まちづくり学習助成事業（２次募集）の概要＞
　助 成 額：一校につき１０万円
　募 集 数：１０校程度
　募集期間：平成２１年８月２０日（木）～８月３１日（月）



景観関係の支援措置について３．歴史まちづくり法の概要
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○法律における定義（歴史まちづくり法第１条）

地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価
値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境

１．地域におけるその固有の歴
史及び伝統を反映した「人々
の活動」 ＝人々の営み

２．その活動が行われる「歴史
上価値の高い建造物及び
その周辺の市街地」

一体となって形成された良好な市街地の環境

歴史的風致

※営み＝物事をすること。行為。作
業。生活のためにする仕事。生業。

歴史的風致の例（岐阜県高山市）
春の山王祭と秋の八幡祭とあわせて「高山祭」と呼ばれており、その起源は１６世紀から１７世紀
といわれている。重要文化財日下部家住宅や下二之町大新町伝統的建造物群保存地区など、
重要文化財建造物等の周辺で、豪華絢爛の屋台や伝統衣装をまとった行列が町を一巡する。

歴史的風致とは

単に歴史上価値の高い建造物が存在するだけでは歴史的風致とは言えず、地域の歴史と伝統を
反映した人々の活動が展開されていて初めて歴史的風致が形成される。



三重塔（重要文化財）

城跡（国指定史跡）

周辺の重点区域

宿場町（重伝建）

周辺の重点区域

宿場町（重伝建）
歴史的風致形成建造物

（神社）の指定

無電柱化

文化財の保存・活用 三重塔（重要文化財）周辺
の重点区域歴史的風致形成建造

物（住宅）の指定

ソフト事業（伝統的
な祭事）

ソフト事業（伝統的な
祭事）

○歴史的風致維持向上に関する基本的な方針

○計画期間（概ね５～１０年）

都市公園事業による
復原整備

城跡（国指定史跡）

歴史的風致維持向上計画のイメージ



重点区域の設定

○市町村が計画を作成するに当たり、重点区域は必ず設定する必要がある
○重点区域とは、歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進するこ
とが必要な区域であり、法律上の要件がある。

重点区域の要件

○次のいずれかに該当する土地の区域及びその周辺の土地の区域であること。
・文化財保護法の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として
指定された建造物（以下「重要文化財建造物等」という。）の用に供される土地
・文化財保護法の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区内の土地
○当該区域において歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進す
ることが特に必要であると認められる土地の区域であること。

重要伝統的建造物群保存地区
東山ひがし地区（石川県金沢市）

伝統的建造物群
周囲の環境と一体をなして歴史的
風致を形成している伝統的な建造
物群で価値の高いもの

重要文化財松江城
（島根県松江市）

重要文化財の建造物
建造物で我が国にとって歴史上
又は芸術上価値の高いもの

特別史跡太宰府跡
（福岡県太宰府市）

史跡の建造物
古墳、城跡、旧宅等の遺跡で
我が国にとって歴史上又は学
術上価値の高いもの

名勝の建造物
庭園、橋梁などの名勝地で我が国
にとって芸術上又は観賞上価値の
高いもの

特別名勝毛越寺
（岩手県平泉町）

重点区域の核としての文化財
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石川県金沢市

長野県下諏訪町

岐阜県高山市

熊本県山鹿市

高知県佐川町

三重県亀山市

山口県萩市

滋賀県彦根市

愛知県犬山市

歴史的風致維持向上計画認定状況

市町村名 申請日 認定日

金沢市 平成20年11月 6日

高山市 平成20年11月12日

彦根市 平成20年12月 2日

萩市 平成20年12月 2日

亀山市 平成20年12月 4日

平成21年1月19日

犬山市 平成21年 1月26日

下諏訪町 平成21年 1月30日

佐川町 平成21年 2月 2日

山鹿市 平成21年 2月 6日

桜川市 平成21年 2月17日

平成21年3月11日

津山市 平成21年5月28日 平成21年7月22日

岡山県津山市 茨城県桜川市



歴史まちづくり計画策定市町村数（希望状況）
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市町村数 （累計）

歴史まちづくり法の活用意向

【平成２１年度計画策定予定団体】

弘前市　 （青森県）
水戸市　 （茨城県）
甘楽町 （群馬県）
横浜市　 （神奈川県）
恵那市　 （岐阜県）
長浜市　 （滋賀県）
京都市　 （京都府）
篠山市　 （兵庫県）
高野町　 （和歌山県）
竹原市　 （広島県）
三好市　 （徳島県）
大洲市　 （愛媛県）

太宰府市（福岡県）
五島市　 （長崎県）

歴史まちづくり法の活用意向

国土交通省が行った歴史まちづくり法活用意向調査によると、１００以上の市町村が計画策定・
認定の意向を示しており、そのうち、１３市町が今年度の計画策定を予定している状況。

国土交通省が行った歴史まちづくり法活用意向調査によると、１００以上の市町村が計画策定・
認定の意向を示しており、そのうち、１３市町が今年度の計画策定を予定している状況。

平成２１年８月国土交通省調べ

（年度）
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歴史的風致形成建造物

コアとなる国指定文化財等

歴史的風致形成建造物の復
原・修理等を中心としたハー
ド・ソフト両面にわたる取組を
総合的に支援

史跡、城跡、旧宅等の
復原を補助対象施設
に追加

　・交付率上限を現行４０％
　 から４５％に拡充（Ｈ２１拡充）

　・電柱電線類移設等を基幹
事業として推進

①歴史的環境形成総合支援事業

③まちづくり交付金

②都市公園事業

歴史的風致形成建造物
の保全・活用を推進

④街なみ環境
整備事業

城址・城郭（国指
定史跡・重要文化
財）

大名庭園（国
指定名勝）

歴史まちづくりを重点的に
進める区域（重点区域）

歴史的風致の維持及び向上によるまちづくりに関する主な事業歴史的風致の維持及び向上によるまちづくりに関する主な事業
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附帯事業

伝統行事の活性化

名勝

重要文化財

歴史的風致維持向上計画の重点区域
（重要文化財である建造物等を含むものとして設定）

歴史的風致歴史的風致
形成建造物形成建造物

重要伝統的建造物群保存地区

附帯事業

周辺建造物の修景

歴史的環境形成総合支援事業　【平成２１年度政府予算　国費８００百万円】

コア事業

伝統的な建造物の復原・修理

・コア事業　事業費の１／２以内　　　・附帯事業　　総事業費の１／３以内
ただし、間接補助については、コア事業及び附帯事業ともに、総事業費の１／３以内であって、かつ、
市町村の補助に要する費用の１／２以内

附帯事業

防災施設の整備

附帯事業

案内施設の整備



彦根市の維持向上すべき歴史的風致
【彦根の歴史的風致】

　彦根は、古くから畿内と北国・東国を結ぶ交通の要衝であり、そこに息づく人々の活動は、歴史を背景に時代と地域によって
ことなる個性があります。彦根城と城下町を中心に、生活の中での多彩な営みによって伝統文化や伝統工芸が現代に引き継がれ
た良好な市街地環境を持っております。

42
七曲りのまちなみと仏壇職人

小江戸彦根の城まつり琵　琶　湖

芹　川

国宝　彦根城

【彦根の重点区域】

彦根城

玄宮楽々園

旧松原下屋敷
お浜御殿

彦根駅
城
ま
つ
り
ル
ー
ト

七
曲
り
仏
壇
街

魚屋町

犬上川

佐和山

魚屋町での天神祭り
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彦根市の重点区域における施策・事業概要

善利組足軽屋敷辻番所保存
修理

旧池田屋敷長屋門保存修理
事業

歴史的建造物である旧池田
長屋門の保存修理および周
辺環境整備を行う

善利組足軽屋敷の保存修
理および周辺環境整備を
行う

凡　例

　　　重点区域　　　　　

　　　城下町景観形成地域

の建築物高さ制限

　　　琵琶湖内湖景観形成

　　　地域　　　

　　　彦根城跡特別史跡

　　　彦根城風致地区

【彦根の重点区域】

金亀会館保存修理事業

彦根藩の藩校弘道館の講
堂であった金亀会館の保
存修理を行う

　

長曽根口御門・外堀の復元

一部現存する長曽根口御
門および旧外堀について
保存活用するために用地
買収を行い、発掘調査に
もとづく復原整備を行う

旧魚屋町長屋の保存修理
事業

旧魚屋町長屋の保存活用
に向けて保存修理および
周辺環境整備を行う

12m 12m

12m

12m

12m

12m

12m

12m

12m

15m 15m

15m

20m

30m

30m

12m

15m

15m

12m



亀山市の維持向上すべき歴史的風致亀山市の維持向上すべき歴史的風致
亀山市は、東海道・大和街道・伊勢別街道などにより、「東西文化の接点」として多くの旅人たちを迎えてきました。旅人た
ちによってもたらされた様々な文化の中で、亀山の気候風土や慣習に合ったものがこの地に根付き、長い年月の中で少しずつ姿
を変えながら現在の亀山市固有の歴史的風致を形づくっています。亀山市の歴史的風致は、そこに生活する人々と往来する人々

の相互の交流によって生まれ、育まれ、今に伝え受け継がれてきた「街道文化」そのものであるといえます。

①東海道53次
関宿周辺地域

②亀山宿・亀山城を
中心とした地域

傘鉾「関の山車」 鳥居のお木曳き鈴鹿馬子唄

鈴鹿馬子唄の舞台と
なる鈴鹿峠道

旧亀山城多聞櫓

旧城内で伝承される
心形刀流武芸形

野村一里塚東の追分　一の鳥居

(鈴鹿峠）

関宿の町並み



重点区域における施策・事業概要重点区域における施策・事業概要

鈴鹿峠・大岡寺縄手・野村集
落・坂下宿の東海道上の路面
の美装化、案内標識、休憩施
設等を設置し街道環境を整備
する。

東海道街道環境整備事業

旧亀山城多聞櫓保存整備事業

「旧亀山城多聞
櫓」（歴史的風
致形成建造物
指定予定）の保
存修理を行う。

旧亀山城址外堀の一部である公園池
の外周園路整備と周辺の修景・美装
化を行う。また、それに伴う埋蔵文化
財調査を行う。

亀山城を含む亀山公園及び周
辺の歴史的環境整備事業鈴鹿峠 太岡寺縄手

旧舘家住宅保存整備事業
明治5年に建築さ
れた亀山宿を代
表する商家である
舘家（市文化財）
を部分改修し、公
開を行う。

関宿周辺環境整備事業

　旧「木村邸」（歴史的
風致形成建造物指定
予定）を関宿散策者の
休養・案内施設として
整備する。

：重点区域

鈴鹿峠・坂下宿周辺
鈴鹿峠・坂下宿周辺地域

：鈴鹿峠・坂下宿ゾーン

景
観
形
成

の
方
針

重要伝統的建造物群保存地区

亀山市関宿伝統的建造
物群保存地区

国指定重要文化財（建造物）

地蔵院本堂・鐘楼・愛染堂

街道景観の連続性や周囲
の自然景観に配慮し、勾配
屋根などの形態意匠や落ち
着いた色彩を用い、13m以
下とする。

現在、策定中の景観計画に
おいて重点区域を歴史的景
観重点候補区域に位置付
け高さの規制を行う。

　

国指定史跡

野村一里塚

　周辺景観に配慮した形態意匠、落ち着いた色彩
を用い、亀山城址に残る多聞櫓等の歴史的建
造物に配慮し、10～15m以下とする。

：旧亀山城址周辺ゾーン ：亀山宿東海道沿道ゾーン

：武家屋敷ゾーン
関宿の歴史的な町並みに配慮し、勾配屋根な
どの形態意匠や落ち着いた色彩を用い、関宿
周辺・住宅地については10～15m以下、国道１
号線については20m以下とする。

：東町商店街ゾーン

景
観
形
成

の
方
針

亀山宿・亀山城周辺地域

　

：関宿周辺ゾーン ：関宿周辺住宅地ゾーン

：国道１号沿道ゾーン

関宿周辺地域

東海道沿道地域
：東海道沿道ゾーン

東海道の街道景観の連続性に配慮した
建築物の形態意匠を用い、 15～20m以
下とする。

景
観
形
成

の
方
針

景観形成
の方針



景観関係の支援措置について４．普及・啓発イベントの実施



美しい日本の歴史的風土・環境フォーラム



景観まちづくり研修　　
景観・歴史まちづくり実務研修

○　（財）全国建設研修センター　景観まちづくり研修
【研修目的】
　景観形成によるまちづくりを進めるための景観行政に関する総合的な専門知識を修得するとともに、事例などにおける
景観計画策定演習等を通じ、計画の策定に向けて実践を学ぶ。
【研修期間】：平成２１年７月２１日（火）～７月３０日（木）　１０日間
【募集人数】：４０名
【主な講義内容と講師】：
「歴史まちづくりについて」 東京大学教授　西村　幸夫 「歴史的建造物の保存と制度」　　工学院大学教授　後藤　治
「美しい景観から良い景観へ」　　東京農業大学　進士　五十八 「都市空間の創造と実践」 横浜市都市デザイン室　国吉　直行
「都市開発と景観づくり」 日建設計　都市デザイン室長　田中　亙 「景観法と政策法務」 上智大学教授　北村　喜宣
「色彩計画」 カラープランニングセンター　田邊　学 「土木景観」 東京大学特任准教授　福井　恒明
「農村景観」 東京大学大学院教授　横張　真 「屋外広告物」 富山大学教授　武山　良三
「文化的景観」 文化庁記念物課　鈴木　地平

来年度も実施予定

来年度も実施予定○　国土交通大学校　　平成２１年度　専門課程　景観・歴史まちづくり実務研修
【研修目的】
　景観法、地域における歴史的風致維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）を活用した地域の自然や歴史的文
化資産を活かしたまちづくりの一層の推進のための
　・景観計画、景観地区に係る基準策定等に係るノウハウの修得
　・歴史まちづくり法に基づく計画策定等に係るノウハウの修得
　・関連施策（都市計画、屋外広告物法等）との連携のためのノウハウの修得　
【研修期間】：平成２１年８月３１日（月）～９月１１日（金）１２日間
【研修人員】：約５０人
【主な講義内容と講師】：
「景観の考え方」 都市プランナー　蓑原　敬 「景観の基礎理論」 　　東京大学教授　堀　繁
「公共事業・施設の景観」 政策研究大学院大学教授　篠原　修 「住民参加による景観づくり」　　東京大学准教授　窪田　亜矢
「歴史的風致を活かしたまちづくり」　　北海道大学教授　越澤　明 「都市と文化的景観」 　　大阪大学准教授　小浦　久子
「文化財行政」　　 文化庁伝統文化課調査官　梅津　章子 「ランドスケープデザイン」 　　奈良女子大学教授　宮城　俊作
「諸外国におけるアーバンデザイン」　　首都大学東京准教授　鳥海　基樹



都市景観大賞「美しいまちなみ賞」

http://www.udc.or.jp/activities/taisho/boshu.html

平成21年度　美しいまちなみ優秀賞

富田林市 富田林寺内町地区

岸和田市 本町地区



ご清聴ありがとうございました
○本日の内容に関するお問い合せ

　　 国土交通省　都市・地域整備局　景観室
　　 Phone/Fax　03-5253-8111（代表）/5253-1590

○景観まちづくりホームページ
　　 http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/index.htm
　　 ※策定済みの景観計画の公表HPへのリンクなど各種の情報提供あり

○歴史まちづくりホームページ
　　 http://www.mlit.go.jp/crd/rekimachi/index.html

50Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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