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景観計画の概要 
 

１．景観計画とは 

「景観計画」は、「景観法」を根拠とし、景観づくりを進める上で基本となる総合的な

計画です。 

「景観法」は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観形成を促進するため、景

観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、

潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、国民生活

の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的として、2004 年

（平成 16年）６月に定められた法律です。 

 
２．伊達市景観計画の位置付け 

伊達市景観計画（以下、「景観計画」という。）は、本市のまちづくりの上位計画である

「第７次伊達市総合計画（2019 年（平成 31 年）３月）」や「伊達市都市計画マスタープラ

ン（2010 年（平成 22 年）４月）」などの部門別計画との整合を図りながら、本市の良好な

景観形成の実現に向け、景観特性や課題を明らかにし、考え方やその方針を定めた「景観

部門のマスタープラン」として、市民の意見を反映させながら策定するものです。  

また、社会経済の変化とともに市民意識や価値観も多様化していることから、これらの

動向を踏まえながら必要に応じて、景観計画を見直すこととします。 

 
 

【伊達市景観計画の位置付け】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７次伊達市総合計画 

室蘭圏伊達市都市計画 

マスタープラン 

（都市計画法） 

伊達市景観計画 景観法 

 

良好な景観形成の実現 

市民・事業者・行政の

協働・参画 
景観条例による 

規制・誘導 

その他の関連計画  

連携 

・北海道景観形成ビジョン 

・支笏洞爺国立公園管理計画書 

・長流川水系河川整備基本方針 

・北海道・北東北の縄文遺跡群 

包括的管理計画書  

等 

伊達市景観計画（案）【概要版】 
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３．伊達市の現状 
良好な景観は一度失われると回復するのが非常に困難であることを念頭に、計画の策定

にあたっては、これまでの地域固有の文化である景観を「保全」するだけでなく、景観の

価値の再発見や改善を通じて「新たな価値を創出」し、地域の活性化や「資源として活用」

する方向に軸足を移すことが必要と考えています。 

特にユネスコ世界文化遺産登録を目指す「北黄金貝塚」とその周辺には自然と共生する

縄文時代の原風景が存在し、世界に誇れる歴史的、文化的景観と評価されています。    

市民の方々と共にこの景観を後世に伝えていくため、この歳月を経て育まれてきた景観

を保全し、景観形成を通し潤いのある地域の形成を図っていく必要があります。 

 

４．景観計画区域と区域区分 
本計画では、市内全域を景観計画区域とし、さらに、景観計画区域内を一般景観区域と

特定景観区域に区分することで、各区域に応じた良好な景観の形成を図ります。 

（１）一般景観区域 

広域的な景観の保全と育成を図る区域として、一般景観区域と定めます。 

 

【一般景観区域・伊達地区】       【一般景観区域・大滝地区】   

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）特定景観区域 

北黄金貝塚とその周辺区域について、歴史を経て育まれた良好な景観を、市民・事業

者及び行政が協働し、その文化的な価値を保全・管理するとともに、その魅力を一層高

めていく必要があることから、特定景観区域として定めます。（別図・Ｐ５参照） 

なお、特定景観区域は、本市の景観づくりにおける重要性の高まりや、地域住民の意

向なども踏まえ、必要に応じて追加指定することとします。 

  

 

 

特定景観区域 
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５．景観づくりの基本理念・目標像・基本目標 
（１）景観づくりの基本理念 

本市では、良好な景観形成を推進することによって目指すべき社会を実現するため、次

の基本理念を掲げ、景観行政を進めていきます。 

① 良好な景観を、市民共通の資産として、現在及び将来にわたり享受できるように整備

及び保全を図ります。 

② 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との営みとの調

和により形成されるものであることから、これらの調和に配慮しながら、その整備及び

保全を図ります。 

③ 地域固有の景観を尊重し、その景観を育てます。 

④ 市民、事業者及び行政の適切な役割分担と協働の下、良好な景観づくりを通し、観光

その他の地域間の交流の促進を図り、地域の魅力の向上と活性化に繋がるよう一体的に

取り組みます。 

（２）景観づくりの目標像 

本市は徳舜瞥山や紋別岳をはじめとする豊かな山並みや、白老岳を源とし支笏洞爺国立

公園を貫流して噴火湾に注ぐ２級河川長流川等豊かな河川を有しています。また「まち」

のなりたちから、歴史的建造物や遺跡が残されています。 

その中でも北黄金貝塚は縄文時代の遺跡で、貝塚と墓域が一体となった祭祀場が形成さ

れこの地域における特徴的な集落の姿を示しており、当時の生活様式を知る上で極めて重

要な遺跡として国指定史跡となりました。 

このように脈々と受け継がれてきた文化や歴史を感じさせるまちなみも、自然の営みと

一体となった豊かな農業活動による景観も先人たちの努力により長い時間をかけ育まれて

きたものです。 

本市は、2006 年（平成 18 年）３月に旧大滝村との合併を機に定めた市民憲章で、「先人

の築いた遺産と伝統を受け継ぎ、悠久の大地と豊かな自然の中でたゆみなく歩みつづける

伊達市民」として、「自然を大切にし、よりよい環境のまちにします。」「歴史と文化に学

び、誇りの持てるまちにします。」を道しるべにまちづくりを行なっています。 

これらを踏まえて、良好な景観形成を推進することによって目指すべき社会を実現する

ため、本市における景観形成の目標像を次のとおりとします。 

 

 

 

 

 
 

（３）景観づくりの基本目標 

本市では、豊かな地域社会を実現するため、次の基本目標を定めます。 

①  都市と自然が調和する「豊かな」まち 

良好な景観を形成することにより、本市の景観資源がもつ「豊かさ」に気づくとともに、

自らのまちに愛着を持ち、都市と自然が調和する豊かな地域社会の実現を目指します。 

②  歴史と自然が豊かな「魅力あふれる」まち 

歴史や自然等地域の景観資源を最大限に活かし、観光をはじめ、まちに新たな風を吹き

込む等、景観形成を通し魅力ある地域社会の実現を目指します。 

③  活力ある地域社会 

景観形成を通して観光産業の振興や交流人口の増加による地域経済の活性化につなげて

いけるよう、活力ある地域社会の実現を目指します。 

豊かな自然を大切にし、 

地域の歴史と文化に誇りの持てるまち 
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６．良好な景観形成に関する方針(景観法第８条第３項） 
良好な景観形成の方針を次のとおりとし、この方針に沿った景観形成を市民、事業者及

び行政の協働によって進めていくこととします。 

①  一体的な広域景観の保全と形成 

本市は２級河川長流川や一般国道 453 号等を軸とした広域的なつながりをもった自然景

観等を形成しており、一体的に周辺地域と調和した広域景観の保全と形成に努めます。 

②  協働による多様な景観形成 

景観を守り、育むため、市民・事業者・行政が協働しながら、地域性や歴史、文化を大

切にした多様な景観形成に努めます。 

③ 歴史・文化的景観の保全と活用 

歴史や文化、遺跡等固有の歴史的価値と、そこから生まれる景観を後世の人々に継承 

すべく、保全と活用に努めます。 

④ 特色のあるまちなみの保全と育成 

地区計画制度等の活用により、特色あるまちなみの景観形成が図られている地区につい

てはその保全と育成に努めます。 

 

７．良好な景観形成のための行為の制限に関する事項  
（１）届出対象行為（別表１・２） 

景観計画では、一定規模以上等の建築物・工作物の建築等、開発等に関する行為につい

ては届出対象行為として届出を義務付けることで、良好な景観形成のための規制・誘導を

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）景観形成基準（別表３・４） 

景観計画では、届出対象行為についてそれぞれの行為ごとに景観形成基準を定めていま

す。市は届出を受けて景観形成基準への適合を審査し、必要に応じて指導・勧告や、形態

意匠の変更命令等を行います。 
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① 一般景観区域内での景観形成基準 

建築物や工作物を建設する場合の、位置・配置・規模・色彩等について、地域特性や周

辺環境との調和を図るための配慮事項を定めます。 

② 特定景観区域内での景観形成基準 

①の基準に、屋外照明、屋外の土石の堆積・採取等の項目を加え、北黄金貝塚周辺の地

域特性や周辺環境との調和を図るため、よりきめ細かな配慮事項を定めます。 

 

【別図 特定景観区域】 
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【別表１】 一般景観区域内での届出対象行為 

届出対象行為 規 模 

(1) 建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条

第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）でその

高さ又は面積が右欄に掲げる規模を超えるものの新

築、増築（増築後の高さ又は面積が当該規模を超える

こととなるものを含む。）、改築（改築後の高さ又は

面積が当該規模を超えることとなるものを含む。）又

は移転  

 

高さ13メートル又は延べ面積2,000平方メートル（都市計画

法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に掲げる地域

のうち近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び

工業専用地域内における建築物にあっては、高さ20メートル

又は延べ面積3,000平方メートル）  

ただし、増築又は改築にあっては、増築前又は改築前の建

築物の規模が上記の規模を超える場合は、増築又は改築に係

る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のものを除く。  

(2) (1)の規模を超える建築物の外観を変更することとな

る修繕、模様替又は色彩の変更で、いずれかの立面に

おける変更部分の鉛直投影面積が右欄に掲げる規模を

超えるもの 

当該立面の鉛直投影面積の２分の１  

 

(3) 次に掲げる工作物（建築物を除く。以下同じ。）で

その高さ又は面積が右欄に掲げる規模を超えるものの

新設、増築（増築後の高さ又は面積が当該規模を超え

ることとなるものを含む。）、改築（改築後の高さ又

は面積が当該規模を超えることとなるものを含む。）

又は移転  

ア さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物（法

第８条第２項第４号ロに規定する特定公共施設、鉄

道事業法（昭和61年法律第92号）第８条第１項に規

定する鉄道施設及び空港法（昭和31年法律第80号）

第２条に規定する空港の用に供するもの（以下「特

定公共施設等供用工作物」という｡）を除く。）  

イ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これ

らに類する工作物（特定公共施設等供用工作物並び

に電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又

は空中線の支持物に該当するものを除く。）  

ウ 風力発電設備  

エ 煙突その他これらに類する工作物  

オ 物見塔その他これらに類する工作物  

カ 彫像、記念碑その他これらに類する工作物  

キ 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他

これらに類する遊戯施設  

ク 自動車車庫の用に供する立体的な施設  

ケ アスファルトプラント、コンクリートプラントそ

の他これらに類する製造施設  

コ 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するも

のの貯蔵又は処理の用に供する施設  

サ 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処

理施設  

シ 太陽電池発電設備  

次の表の左欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の右欄に

定めるとおり  

アに掲げる工作物 高さ５メートル 

イからエに掲げる工作物 高さ15メートル 

（建築物と一体となって設置

される場合にあっては、当該

工作物の高さが５メートル、

かつ、地盤面から当該工作物

の上端までの高さが15メート

ル） 

オに掲げる工作物 高さ13メートル 

（建築物と一体となって設置

される場合にあっては、当該

工作物の高さが５メートル、

かつ、地盤面から当該工作物

の上端までの高さが13メート

ル） 

カからサまでに掲げる工

作物 

高さ13メートル又は築造面積

2,000平方メートル 

シに掲げる工作物 高さ５メートル又は築造面積

2,000平方メートル 

 ただし、増築又は改築にあっては、増築前又は改築前の工

作物の規模が上記の規模を超える場合は、増築又は改築に係

る築造面積の合計が10平方メートル以下のものを除く。  

 

 

(4) (3)の規模を超える工作物の外観を変更することとな

る修繕、模様替又は色彩の変更で、いずれかの立面に

おける変更部分の鉛直投影面積が右欄に掲げる規模を

超えるもの  

当該立面の鉛直投影面積の２分の１  

 

(5) 開発行為（都市計画法（昭和43年法律第100号）第４

条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。）

で、当該行為に係る土地の面積又は当該行為に伴い生

ずるのり面、擁壁の高さが右欄に掲げる規模を超える

もの  

土地の面積にあっては10,000平方メートル、のり面、擁壁

の高さにあっては５メートル  

 

備考 高さ、延べ面積、床面積、築造面積等の算定方法については、建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第２条の規定に準ずる 

ものとする。以下同じ。 
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【別表２】 特定景観区域内での届出対象行為 

届出対象行為 規 模 

(1) 建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条

第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）でその

高さ又は面積が右欄に掲げる規模を超えるものの新

築、増築（増築後の高さ又は面積が当該規模を超える

こととなるものを含む。）、改築（改築後の高さ又は

面積が当該規模を超えることとなるものを含む。）又

は移転  

高さ13メートル又は延べ面積10平方メートル 

ただし、増築又は改築にあっては、増築前又は改築前の建築

物の規模が上記の規模を超える場合は、増築又は改築に係る部

分の床面積の合計が10平方メートル以下のものを除く。  

(2) (1)の規模を超える建築物の外観を変更することとな

る修繕、模様替又は色彩の変更で、いずれかの立面に

おける変更部分の鉛直投影面積が右欄に掲げる規模を

超えるもの 

当該立面の鉛直投影面積が10平方メートル 

 

(3) 次に掲げる工作物（建築物を除く。以下同じ。）で

その高さ又は面積が右欄に掲げる規模を超えるものの

新設、増築（増築後の高さ又は面積が当該規模を超え

ることとなるものを含む。）、改築（改築後の高さ又

は面積が当該規模を超えることとなるものを含む。）

又は移転  

ア さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物 

イ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これ

らに類する工作物 

ウ 風力発電設備  

エ 煙突その他これらに類する工作物  

オ 物見塔その他これらに類する工作物  

カ 彫像、記念碑その他これらに類する工作物  

キ 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他

これらに類する遊戯施設  

ク 自動車車庫の用に供する立体的な施設  

ケ アスファルトプラント、コンクリートプラントそ

の他これらに類する製造施設  

コ 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するも

のの貯蔵又は処理の用に供する施設  

サ 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処

理施設  

シ 太陽電池発電設備  

ス 電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又

は空中線その他これらに類するもの（その支持物を

含む。） 

セ 自動販売機 

次の表の左欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の右欄に定

めるとおり  

アに掲げる工作物 高さ1.5メートル 

イに掲げる工作物 高さ５メートル 

ウからシ掲げる工作物 高さ５メートル 

（建築物と一体となって設

置される場合にあっては、

地盤面から当該工作物の上

端までの高さが５メート

ル）又は築造面積10平方メ

ートル 

スに掲げる工作物 高さ10メートル 

セに掲げる工作物 高さ１メートル 

 ただし、増築又は改築にあっては、増築前又は改築前の工作

物の規模が上記の規模を超える場合は、増築又は改築に係る築

造面積の合計が10平方メートル以下のものを除く。  

 

 

(4) (3)の規模を超える工作物の外観を変更することとな

る修繕、模様替又は色彩の変更で、いずれかの立面に

おける変更部分の鉛直投影面積が右欄に掲げる規模を

超えるもの  

当該立面の鉛直投影面積が10平方メートル 

 

 

(5) 開発行為（都市計画法（昭和43年法律第100号）第４

条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。）

で、当該行為に伴い生ずるのり面、擁壁の高さが右欄

に掲げる規模を超えるもの 

次のいずれかに該当するもの 

(1) のり面、擁壁の高さにあっては1.5メートル 

(2) 面積300平方メートル 

(6) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地

の形質の変更で、当該行為に伴い生ずるのり面、擁壁

の高さが右欄に掲げる規模を超えるもの 

次のいずれかに該当するもの 

(1) のり面、擁壁の高さにあっては1.5メートル 

(2) 面積300平方メートル 

(7) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物の

堆積で、右欄に掲げる規模を超えるもの 

 

 

堆積の期間が90日を超え、かつ、次のいずれかに該当するも

の 

(1) 高さ1.5メートル 

(2) 面積50平方メートル 

(8) 樹木等の伐採で、右欄に掲げる規模を超えるもの 

 

 

次のいずれかに該当するもの 

(1) 樹木等の高さ５メートル 

(2) 伐採面積50平方メートル 
備考１．廃棄物：廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。 

２．再生資源：資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第48号）第２条第４項に規定する再生資源をいう。 
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【別表３】 一般景観区域での景観形成の基準 
対象 

行為 
区分 景観形成の配慮事項 勧告・協議基準及び命令基準 

建 

築 

物 

及 

び 

工 

作 

物 

位置 

・ 

配置 

(1)地域の特性や周辺景観との調和に配慮した位置・配

置とすること。  

(2)景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、農地、歴史

的・文化的遺産等の地域の良好な景観資源に対し

て、周辺からの眺望に配慮した位置・配置とするこ

と。  

勧告・協議基準 

(1)建築物及び工作物（以下「建築物等」という。）の位

置・配置が地域の特性や周辺景観との調和を欠くことに

より、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(2)主要な展望地から、地域の良好な景観資源に対しての眺

望を大きく遮る位置に建築物等を建設するとき。 

(3)地域の良好な景観資源の近傍地にあることにより、当該

景観資源に対する眺望を著しく阻害するとき。 

規模 

(1)地域の特性や周辺の建築物又は工作物との連続性を

考慮して、街並みや周辺景観との調和に配慮した規

模とすること。  

(2)景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、農地、歴史

的・文化的遺産等の地域の良好な景観資源に対し

て、周辺からの眺望に配慮した規模とすること。  

勧告・協議基準 

(1)建築物等の規模が、地域の特性や周辺景観との調和を欠

くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(2)主要な展望地から、地域の良好な景観資源に対しての眺

望を大きく遮る規模で建築物等を建設するとき。 

(3)地域の良好な景観資源の近傍地に、当該景観資源に対す

る眺望を著しく阻害する規模の建築物等を建設すると

き。 

形態又

は色彩

その他

の意匠

(以下

｢形態

意匠｣

とい

う｡) 

(1)地域の特性や周辺景観との調和に配慮した形態意匠

とすること。  

(2)全体としてまとまりのある形態意匠とすること。 

(3)外観には、周辺景観と調和する色彩を用いること。 

(4)多くの色彩やアクセント色を使用する場合は、その

数、色彩相互の調和及びバランスに配慮すること。  

(5)オイルタンクや室外機等、建築物に附属する設備等

は、可能な限り目立たない位置へ設置し、又は目隠

しをする等の工夫をすること。  

勧告・協議基準  

(1)建築物等の形態意匠が、地域の特性や周辺景観との調和

を欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(2)建築物等の外観にけばけばしい色彩を用いることによ

り、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(3)建築物に附属する設備等を目立つ位置に設置し、又は露

出させることにより、周辺景観が著しく阻害されると認

められるとき。  

 

命令基準 

(1)上記(2)の場合で、特に良好と認められる周辺景観を著

しく阻害するとき。 

 

敷地の 

外構 

・ 

その他 

(1)敷地内は、周辺環境との調和を図り、可能な限り修

景を行うこと。特に、道路等の公共空間に面した空

間は、街並みにふさわしい修景を行うよう配慮する

こと。  

(2)敷地内の既存の樹木は、可能な限り保存し、又は移

植することとし、やむを得ず伐採する場合は、補植

や緑化に配慮すること。  

(3)堆雪スペース等の設置を考慮するとともに、積雪期

以外におけるこれらの施設と周辺景観との調和にも

配慮すること。  

勧告・協議基準  

(1)建築物等の敷地の外構が地域の特性や周辺景観との調和

を欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(2)良好な景観の形成に重要な樹木を伐採することにより、

周辺景観を著しく阻害するとき。 

開 

発 

行 

為 

位置 

(1)地域の特性や周辺景観との調和に配慮した位置とす

ること。  

(2)景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、農地、歴史

的・文化的遺産等の地域の良好な景観資源に対し

て、周辺からの眺望に配慮した位置とすること。  

勧告・協議基準  

(1)開発行為の位置が地域の特性や周辺景観との調和を欠く

ことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 

(2)主要な展望地から地域の良好な景観資源に対しての眺望

に大きな影響を及ぼす位置で開発行為を行うとき。 

(3)地域の良好な景観資源の近傍地で、当該景観資源に対す

る眺望を著しく阻害する開発行為を行うとき。 

規模 

(1)地域の特性や周辺景観との調和に配慮した規模とす

ること。  

(2)景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、農地、歴史

的・文化的遺産等の地域の良好な景観資源に対し

て、周辺からの眺望に配慮した規模とすること。  

勧告・協議基準  

(1)開発行為の規模が地域の特性や周辺景観との調和を欠く

ことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 

(2)主要な展望地から地域の良好な景観資源に対しての眺望

に大きな影響を及ぼす規模で開発行為を行うとき。 

(3)地域の良好な景観資源の近傍地で、当該景観を著しく阻

害する規模の開発行為を行うとき。 

形状 

・ 

緑化等 

(1)地域の特性や周辺景観との調和に配慮した形状とす

ること。  

(2)開発区域内にある河川、水辺、表土等は可能な限り

保全し、活用すること。  

(3)開発区域内の既存樹木は、可能な限り保存し、又は

移植することとし、やむを得ず伐採する場合は、補

植や緑化に配慮すること。 

勧告・協議基準  

(1)開発行為の形状が地域の特性や周辺景観との調和を欠く

ことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 

(2)河川、水辺、表土等を保全しないことにより、周辺景観

を著しく阻害するとき。  

(3)地域で親しまれている景観の保全に重要な樹木を伐採す

ることにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 
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【別表４】 特定景観区域での景観形成の基準 
①建築物及び工作物 
対象 

行為 
区分 景観形成の配慮事項 勧告・協議基準及び命令基準 

建 

 

 

築 

 

 

物 

位置 

・ 

配置 

・ 

高さ 

(1)地域の特性や周辺景観をできる限り阻害せず周辺の

景観から突出した印象を与えない位置及び規模とす

ること。 

(2)良好な景観が見渡せる場所から、その眺望を妨げな

い位置及び高さとすること。 

(3)自然の地形をできる限り生かすこと。 

(4)原則として13メートルを超えないようにすること。 

勧告・協議基準 

(1)建築物の位置・配置が地域の特性や周辺景観との調和を

欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 

(2)主要な展望地や場所から、地域の良好な景観資源に対し

ての眺望を大きく遮る位置に建築物等を建設するとき。 

(3)地域の良好な景観資源の近傍地にあることに 

より当該景観資源に対する眺望を著しく阻害するとき。 

規模 

(1)地域の特性や周辺の建築物又は工作物との連続性を

考慮して、街並みや周辺景観との調和に配慮した規

模とすること。  

(2)景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、農地、歴史

的・文化的遺産等の地域の良好な景観資源に対し

て、周辺からの眺望に配慮した規模とすること。  

勧告・協議基準 

(1)建築物等の規模が、地域の特性や周辺景観との調和を欠

くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(2)主要な展望地から、地域の良好な景観資源に対しての眺

望を大きく遮る規模で建築物等を建設するとき。 

(3)地域の良好な景観資源の近傍地に、当該景観資源に対す

る眺望を著しく阻害する規模の建築物等を建設すると

き。 

形態又

は色彩

その他

の意匠

（以下

「形態

意匠」

とい

う。） 

(1)地域の特性や周辺景観との調和に配慮した形態意匠

とすること。 

(2)歴史文化的景観と調和した形態意匠とすること。 

(3)全体としてまとまりのある形態意匠とすること。 

(4)外観には、周辺景観と調和する色彩を用いること。 

(5)多くの色彩やアクセント色を使用する場合は、その

数、色彩相互の調和及びバランスに配慮すること。  

(6)オイルタンクや室外機等、建築物に附属する設備等

は、可能な限り目立たない位置へ設置し、又は目隠

しをする等の工夫をすること。 

(7)屋根及び外壁等に、金属やガラス等の光沢素材を用

いる場合は、反射等による周辺への影響の軽減を行

うこと。 

勧告・協議基準  

(1)建築物等の形態意匠が、地域の特性や周辺景観との調和

を欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(2)建築物等の外観にけばけばしい色彩を用いることによ

り、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(3)建築物に附属する設備等を目立つ位置に設置し、又は露

出させることにより、周辺景観が著しく阻害されると認

められるとき。  

 

命令基準 

(1)上記(2)の場合で、特に良好と認められる周辺景観を著

しく阻害するとき。 

敷地の 

外構 

・ 

その他 

(1)敷地内の既存の樹木は、可能な限り保存し、又は移

植することとし、やむを得ず伐採する場合は、補植

や緑化に配慮すること。 

(2)門、塀、柵等を設置する場合は、周辺と調和した形

態意匠や素材とすること。 

(3)屋外照明を設置する場合は、光源の種類、色、位

置、光量及び配光特性に配慮し、過剰な光が周囲に

散乱しないようにすること。 

(4)車庫や物置等の付属建物を設置する場合は、周辺の

景観と調和した形態意匠や素材を用いること。 

(5)増築や改修等の行為を行う場合は、既存部分の景観

改善も行うこと。 

(6)堆雪スペース等の設置を考慮するとともに、積雪期

以外におけるこれらの施設と周辺景観との調和にも

配慮すること。 

勧告・協議基準 

(1)建築物の敷地の外構や付属建築物が地域の特性や周辺景

観との調和を欠くことにより、周辺景観を著しく阻害す

るとき。 

(2)良好な景観の形成に重要な樹木を伐採することにより、

周辺景観を著しく阻害するとき。 

工 

 

 

作 

 

 

物 

位置 

・ 

配置 

・ 

高さ 

(1)地域の特性や周辺景観をできる限り阻害せず、周辺

の景観から突出した印象を与えない位置及び規模と

すること。 

(2)良好な景観が見渡せる展望地や場所から、その眺望

を妨げない位置及び高さとすること。 

(3)自然の地形をできる限り生かすようにすること。 

(4)原則として高さは、13メートルを超えないものと

し、道路等の公共空間から見て、周辺の山並みのり

ょう線を切らないようにすること。ただし、機能上

やむを得ない場合は、周辺の状況を勘案し、景観の

形成上支障のないものについては、この限りでな

い。 

勧告・協議基準 

(1)建築物及び工作物（以下「建築物等」という。）の位

置・配置が地域の特性や周辺景観との調和を欠くことに

より、周辺景観を著しく阻害するとき。 

(2)主要な展望地や場所から、地域の良好な景観資源に対し

ての眺望を大きく遮る位置に建築物等を建設するとき。 

(3)地域の良好な景観資源の近傍地にあることにより、当該

景観資源に対する眺望を著しく阻害するとき。 

規模 

(1)地域の特性や周辺の建築物又は工作物との連続性を

考慮して、街並みや周辺景観との調和に配慮した規

模とすること。  

(2)景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、農地、歴史

的・文化的遺産等の地域の良好な景観資源に対し

て、周辺からの眺望に配慮した規模とすること。  

勧告・協議基準 

(1)建築物等の規模が、地域の特性や周辺景観との調和を欠

くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(2)主要な展望地から、地域の良好な景観資源に対しての眺

望を大きく遮る規模で建築物等を建設するとき。 

(3)地域の良好な景観資源の近傍地に、当該景観資源に対す

る眺望を著しく阻害する規模の建築物等を建設すると

き。 
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対象 

行為 
区分 景観形成の配慮事項 勧告・協議基準及び命令基準 

工 

 

 

作 

 

 

物 

形態 

意匠 

(1)周辺の景観と調和した形態意匠とするよう努めるこ

と。擁壁にあっては、分節化や陰影処理等を行うこ

とにより、単調な平滑面とならないようにするこ

と。 

(2)外装に使用する素材は、できる限り経年変化による

質の低下の少ない素材を用いること。 

 

勧告・協議基準  

(1)建築物等の形態意匠が、地域の特性や周辺景観との調和

を欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(2)建築物等の外観にけばけばしい色彩を用いることによ

り、周辺景観を著しく阻害するとき。  

(3)建築物に附属する設備等を目立つ位置に設置し、又は露

出させることにより、周辺景観が著しく阻害されると認

められるとき。  

命令基準 

(1)上記(2)の場合で、特に良好と認められる周辺景観を著

しく阻害するとき。 

 

敷地 

・ 

その他 

(1)敷地内はできる限り緑化し、既存の樹木がある場合

は、保存と活用を行うこと。 

(2)照明を設置する場合は、光源の種類、色、位置、光

量及び配光特性に配慮し、過剰な光が周囲に散乱し

ないようにすること。 

(3)照明を設置する場合は、動光又は点滅を伴わないも

のとすること。（他法令等により設置が義務付けら

れているものは除く。） 

(4)屋外に設置する自動販売機は、単独とせず、建物等

に添った位置や色彩、被覆等により、周辺の景観と

調和させるようにすること。 

 

勧告・協議基準 

(1)建築物等の敷地の外構が地域の特性や周辺景観との調和

を欠くことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 

(2)良好な景観の形成に重要な樹木を伐採することにより、

周辺景観を著しく阻害するとき。 

 

 

 

 

②開発行為、土地の形質の変更、物の堆積、樹木等の伐採など 

対象行為 景観形成の配慮事項 勧告・協議基準及び命令基準 

都市計画法第

４条第12 項に

規定する開発

行為、土地の

開墾、土地の

形質の変更 

(1)できる限り現況の地形を生かし、大規模なのり面及

び擁壁が生じないよう努めること。 

(2)のり面は、できる限り緑化が可能なこう配とし、周

辺の植生と調和した緑化に努めること。 

勧告・協議基準 

(1)開発行為の形状が地域の特性や周辺景観との調和を欠く

ことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 

(2)河川、水辺、表土等を保全しないことにより、周辺景観

を著しく阻害するとき。 

(3)地域で親しまれている景観の保全に重要な樹木を伐採す

ることにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 

屋外における

土石、廃棄、

再生資源その

他の物の堆積 

(1)秩序ある物の堆積により、周辺の景観と調和するよ

う努めること。 

(2)道路等の公共空間に面する敷地境界から、できる限

り離れた位置に物を堆積するよう努めること。 

(3)物を積み上げる場合には、眺望の妨げや圧迫感の軽

減に配慮し、高さを低くするよう努めること。 

(4)行為の場所が道路等の公共空間から見えないよう、

周辺の景観と調和した樹木又は塀等による遮へいに

努めること。 

勧告・協議基準 

(1)地域の特性や周辺景観との調和を欠くことにより、周辺

景観を著しく阻害するとき。 

(2)主要な展望地から地域の良好な景観資源に対しての眺望

に大きな影響を及ぼすとき。 

(3)地域の良好な景観資源の近傍地で、当該景観を著しく阻

害するとき。 

土石の採取又

は鉱物の採掘 

(1)行為の場所が道路等の公共空間から見えないよう、

周辺の景観と調和した樹木又は塀等による遮へいに

努めること。 

(2)行為後の跡地は、周辺の自然植生と調和した緑化に

努めること。 

 

勧告・協議基準 

(1)地域の特性や周辺景観との調和を欠くことにより、周辺

景観を著しく阻害するとき。 

(2)行為後の跡地を保全しないことにより、周辺景観を著し

く阻害するとき。 

(3)地域で親しまれている景観の保全に重要な樹木を伐採す

ることにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 

樹木等の伐採 

(1)樹木等の伐採は、その目的に応じ、必要最小限の規

模とするよう努めること。 

(2)道路の境界付近の木竹は、保存するよう努めるこ

と。 

(3)伐採後の跡地は、行為後の土地利用に応じ、周辺の

景観と調和するよう緑化に努めること。 

勧告・協議基準 

(1)開発行為の形状が地域の特性や周辺景観との調和を欠く

ことにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 

(2)伐採後の跡地を保全しないことにより、周辺景観を著し

く阻害するとき。 

(3)地域で親しまれている景観の保全に重要な樹木を伐採す

ることにより、周辺景観を著しく阻害するとき。 

 


