第 4 章 景観づくりの方針と基準
良好な景観形成に関する基本的な方針（法 8 条第 3 項関係）

4-1

景観づくりの方針
本市における良好な景観の形成に関する基本的な方針を、次のとおり定めます。

景観計画区域（市全域）
① 身近な景観にきづく
ふだん目にしている何気ないものも、いつもと違う視点で見てみると新たな発見が。
② 特色ある景観に磨きをかける
地域ごとの実情に応じたルールで緩やかな規制をかけ、望ましい姿に誘導しよう。
③ 景観をまちづくりに活かし地域活力を高める
養父市の良いものを、できるだけ多くの人に知ってもらおう。

景観形成重点地区
①大屋町大杉地区
・伝統的建造物群がつくる農山村の原風景を後世に継承するため、貴重な木造３階建て養蚕農家
住宅の保存・活用を図り、建築物や工作物の意匠・色彩、素材及び形態などに配慮するととも
に、集落景観を構成する農地や河川、山々など周辺環境と調和した景観形成を図ります。
②八鹿町八鹿地区
・旧街道の歴史的まち並みと市街地の都市的まち並みが融合した景観の奥行きを創出するととも
に、地域文化の保全・継承とまちの賑わいづくりを推進し、歴史的まち並みや自然景観と調和
した、都市拠点地区の景観形成を図ります。
③城下町八木地区
・八木城跡をはじめとする歴史資源や、城下町の特徴的なまち並み、八木川や農地が一体になっ
た集落景観を保全し、
「城下町」にふさわしい景観形成と、緑条例の地区整備計画と連携した適
正な土地利用誘導により賑わい創出を図ります。
④八鹿町岩崎地区
・歴史と伝統を継承し、養蚕農家住宅がつくる特徴的なまち並みの保全と、豊かな自然環境と良
好な景観を活かした観光交流の促進を図ります。

景観形成促進地域
①円山川下流地域
・円山川の優れた自然環境と良好な眺望を保全するため、大規模建築物等の適正な規制誘導によ
り、周囲の環境と調和した美しい風景づくりを推進します。
②国道 312 号沿道地域
・沿道の歴史的まち並みや生活文化の景観が広がる景観特性に配慮し、周囲の環境と調和した賑
わいの創出と良好な景観形成を推進します。
③国道 9 号沿道地域
・氷ノ山・鉢伏高原などへの入口にあたる道路として、地域住民や来訪者の利便性向上を図ると
ともに、地域の景観特性や周辺環境との調和に配慮した「おもてなしの空間」としての景観形
成を推進します。
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4-2
1

景観づくりの基準の基本的考え方

基本的考え方

1）景観計画区域
養父市らしい景観まちづくりを全市的に推進するため、本市の全域を景観計画区域と定め、
周囲の景観に与える影響が大きい一定規模以上の建築行為や開発行為に対して、それぞれの
景観区分に応じた比較的緩やかな規制を設けます。
これらの行為を行う際には事前の届出を求め、周辺景観との調和を誘導し、地域固有の景
観特性の保全・向上を図ります。
2）景観形成重点地区
宿場町、城下町などの歴史的まち並みや、農山村集落や鉱山町の特徴的なまち並み、棚田
や里山などの風景との調和を図るため、すべての建築行為に対して、その地域固有の景観特
性に応じた景観形成基準を定めます。また、開発行為に対しては、景観協定制度の活用や緑
条例の地区整備計画などと連携しつつ、地区の実情に応じたルールを定め規制・誘導します。
これらの行為を行う際には事前の届出が必要であり、行為の内容が基準・ルールにそぐわ
ない場合には是正を求めることで、当該地区が持つ景観特性の保全・継承・向上を図ります。
3）景観形成促進地域
広域的な景観づくりを進めるため、河川流域など複数地区にまたがる地域において景観の
連続性を図り、
また、道路等から眺望できる山並みや田園風景の維持・向上を推進するため、
それぞれの地域における景観特性に応じた基準を定め規制・誘導を行います。
一定規模以上の開発行為に対しては、景観協定制度の活用や緑条例の地区整備計画などと
連携しつつ、地区ごとにルールを定めることで、主要幹線道路沿いなどにおける無秩序な土
地利用方法の変更等を抑制し、周辺景観に配慮した適正な開発行為となるよう誘導します。
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4-3
1

景観づくりの基準

景観計画区域における届出が必要な行為の規模
良好な景観の形成を図るため、次の行為を行う際には事前の届出を求めます。
区域・区分ごとの届出が必要な行為の種類及び規模を次のとおり定めます。

■届出が必要な行為の規模
行為の規模
届出の対象となる行為

建築物の新築、増改築、移転
大規模な修繕、模様替及び外観の
過半にわたる色彩意匠の変更

工作物の新設、増改築、移転
大規模な修繕、模様替及び外観の
過半にわたる色彩意匠の変更

景観形成重点地区

景観形成促進地域

景観計画区域内
（市全域）

すべての建築物

高さ 12m 超え、又は、建築面積 500 ㎡
超えの建築物
（ただし、建築確認が必要な行為に限る）

すべての工作物

高さ 12m 超え（建築物等と一体となって
設置される場合は、当該建築物等の高さと
の合計）又は、その敷地面積が 500 ㎡超
えの工作物
（ただし、建築確認が必要な行為に限る）

屋外における自動販売機の設置
自動販売機の設置
都市計画法第 4 条第 12 項に規定
する開発行為

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の
掘採その他の土地の形質の変更
行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

木竹の植栽又は伐採
屋外における土石、廃棄物、再生
資源その他の物件の堆積

すべての屋外広告物
（ただし、沿道で指
定された地域に
限る）

屋外広告物の設置・表示

※法令に基づき行われる行為、仮設の行為、軽微な行為等は適用除外とします。
※屋外広告物の設置・表示については、別に定める要綱に基づき届出を求めるものです。
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２

景観計画区域の景観形成基準（市全域）
良好な景観の形成を図るため、景観計画区域内で次の行為を行う際にはあらかじめ届出
を求めます。その行為の内容がゾーンごとに定める良好な景観づくりのための基準等に適
合しない場合は、必要な指導・助言等を行います。

■届出対象行為の規模
届出の対象となる行為

行為の規模

建築物の新築、増改築、移転
高さ 12m 超え、又は、建築面積 500 ㎡超えの建築物
大規模な修繕、模様替及び外観の過半に
（ただし、建築確認が必要な行為に限る）
わたる色彩意匠の変更
高さ 12m 超え（建築物等と一体となって設置される場合
工作物の新設、増改築、移転
は、当該建築物等の高さとの合計）又は、その敷地面積が
大規模な修繕、模様替及び外観の過半に
500 ㎡超えの工作物
わたる色彩意匠の変更
（ただし、建築確認が必要な行為に限る）
都市計画法第 4 条第 12 項に規定する
行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの
開発行為
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採そ
の他の土地の形質の変更
木竹の植栽又は伐採

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源そ
の他の物件の堆積
※法令に基づき行われる行為、仮設の行為、軽微な行為等は適用除外とします。

ゾーン区分図
市街地・集落景観ゾーン
緑豊かな地域環境の形成に関する条例（緑条例）第９条第１項第４号（まちの区域）及び第 9 条第
2 項に規定する歴史的景観区域（八鹿地区、養父市場地区、大杉地区、明延地区周辺）
その他ゾーン
市街地・集落景観ゾーン以外の区域
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■景観形成基準
（建築物）
景観形成基準

項目
位置・規模

市街地・集落ゾーン

その他ゾーン

・人々に親しまれている山・谷筋などを眺める視線を遮らないよう努める。
・建物の高さや壁面位置がそろった通り沿いでは、その連続性の維持に配慮する。
・分棟や雁行配置等により、周辺のまち

・分棟や雁行配置等により、周辺の自

並み景観との調和や連続性及び地域

然・田園景観との調和に配慮した位

の自然景観との調和に配慮した位

置・規模とする。

置・規模とする。

・敷地境界線からの壁面の後退や高さ

・周辺の土地利用やスケール感に応じ
て、周辺への圧迫感の軽減に努める。

を抑えるなど、周辺に圧迫感を与えな
いよう努める。

特に通りに面する部分は、壁面の後退
や高さを抑えるなど通りに圧迫感を
与えないよう努める。
意

壁面

匠

・側面、背面の意匠にも配慮する。
・分節や雁行形とするなど、周辺のま

・長大で無窓など単調なものを避け、

ち並み景観との調和や連続性に配慮

壁面の大きさに応じて分節や雁行形

した意匠とするよう努める。

とするなど、周辺の自然・田園景観に

・通りに面する意匠に統一性のある地
域では ､その連続性に配慮する。

調和した意匠とするよう努める。
・意匠に統一性のある地域では､その統
一感を乱さないよう配慮する。

壁面設備

・給水管、ダクト等は、外壁面に露出させないよう設置する。
・工業農業等生産・流通系の建築物で、 ・工業農業等生産・流通系の建築物で、

屋根・
屋上

やむを得ず外部に露出する場合は、覆

やむを得ず外部に露出する場合は、覆

いを設けたり、壁面と同色の仕上げを

いを設けたり、壁面と同色の仕上げを

施すなど、通りからの見え方に配慮す

施すなど、目立たないように配慮す

る。

る。

・周辺のまち並景観との調和や連続性

・勾配屋根とするなど、周辺の自然・

及び地域の自然景観との調和に配慮

田園景観との調和に配慮した屋根形

した屋根・屋上とするよう努める。

状とするよう努める。

・塔屋を設ける場合は､建築物と一体的な意匠とするなど､建築物全体のまとまり
に配慮する。
屋上設備

・屋上設備を設ける場合は、壁面の立

・屋上設備は設置しないよう努める。

ち上げやルーバー等により適当な覆

やむを得ず設置する場合は、壁面の立

い措置を講ずる。

ち上げやルーバー等により適当な覆
い措置を講ずる。

・工業農業等生産・流通系の建築物で、
やむを得ず覆い措置ができない場合
は、通りから見えにくい位置に設置す

－

る。
低層部

・長大で無窓など単調な壁面を作らな
いよう努める。

－

・商業業務施設が連続している通り沿
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景観形成基準

項目

市街地・集落ゾーン

その他ゾーン

いでは歩行者に配慮し、色彩の工夫な
ど、賑わいを演出した意匠とするよう

－

努める。
屋外階段

・形態、材料、色彩によって建築物全体としての調和に配慮する。

ベランダ

・形態､材料､色彩によって建築物全体としての調和を図り､洗濯物等が通りから

等
材料

直接見えにくい構造･意匠となるよう努める。
・住宅地、集落又はその周辺で、金属

・金属やガラス等の光沢性のある材料

やガラスなどの光沢性のある材料を

を大きな面積で用いないよう努める。

大きな面積で用いる場合には、周辺景

大きな面積で用いる場合は、周辺景観

観との調和に配慮する。

との調和に努める。

・特徴的な地場材料がある場合は、地場材料やそれに類した素材を活用するなど、
地域性に配慮する。
・経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう配慮する。
色

外壁

彩

・使用する色は、けばけばしくならないよう努める。基調色として使用できる色
の範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとする。
ただし、着色されていない自然系素材（木材、石材、レンガ、土壁材等）又は
これらに類する材料（レンガタイル等）を使用し周囲の景観と調和している場
合はこの限りでない。
(1) Ｒ（赤）又はＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
(2) Ｙ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
(3) その他の色相を使用する場合は、彩度２以下
・上記にかかわらず、各面の屋根を含む見付面積（鉛直投影面積）の 1/20 以下
の範囲に使用する場合はこの限りでない

屋根

・基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲は外壁色に準ず
るものとする。

そ

太陽光

・設置する壁面・屋根面の色彩等との調和や建築物と一体的な意匠とするなど、

の

パネル

建築物からの突出感、違和感の軽 減を図り、通りからの見え方に配慮する。

他

・地上に設置する場合 は、通りや周辺から 展望できる部分において、植栽等に
より修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。
植栽

・通り側には、地域で親しまれている

・既存樹木の保全に配慮するとともに、

樹種等の低・中・高木を適切に配置し、

地域の植生を活かし地域で親しまれ

植栽帯を設ける、建築物緑化を行うな

ている樹種を選定し、建築物緑化を行

ど、潤いのある植栽により、通りから

うなど、潤いのある植栽により、周辺

の見え方への配慮や周辺の緑地・植栽

の自然・田園景観との調和に努める。

等との連続性の維持に努める。

・ただし、工場立地法その他の法令に

・ただし、工場立地法その他の法令に

より緑化の基準が設けられている事

より緑化の基準が設けられている事

業所等に係るものについては適用し

業所等に係るものについては適用し

ない。

ない。
駐車場

・配置や植栽等により、通りからの自動車の見え方や周辺景観との調和に配慮
する。
・塀・門を設置する場合は形態・意匠等について周辺との調和に配慮する。
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項目
接道部

景観形成基準
市街地・集落ゾーン

その他ゾーン

・単調で閉鎖的な塀・門及び圧迫感のある擁壁を避けるなど、周辺との調和に配
慮する。特に連続性のある景観を形成している地域では、その連続性の維持に
努める。
・商業業務施設が連続している通り沿いでは、通りの賑わいの創出に配慮する。

（工作物）
項目
位置・規模

景観形成基準
市街地・集落地ゾーン

その他ゾーン

・人々に親しまれている山・谷筋などを眺める視線を遮らないよう努める。
・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。

意匠

・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。

材料

・住宅地、集落又はその周辺で、金属

・金属やガラス等の光沢性のある材料

やガラスなどの光沢性のある材料を

を大きな面積で用いないよう努める。

大きな面積で用いる場合には、周辺景

大きな面積で用いる場合は、周辺景観

観との調和に配慮する。

との調和に努める。

・特徴的な地場材料がある場合は、地場材料やそれに類した素材を活用するなど、
地域性に配慮する。
・経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう配慮する。
色

外壁

彩

・使用する色は、けばけばしくならないよう努める。基調色として使用できる色
の範囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、着色
されていない自然系素材（木材、石材、レンガ、土壁材等）又はこれらに類す
る材料（レンガタイル等）を使用し周囲の景観と調和している場合はこの限り
でない。
(1) Ｒ（赤）又はＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
(2) Ｙ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
(3) その他の色相を使用する場合は、彩度２以下
・上記にかかわらず、各面の屋根を含む見付面積（鉛直投影面積）の 1/20 以下の
範囲に使用する場合はこの限りでない。
・航空法その他の法令により色彩について許可等を受けて設置する工作物、広告
塔、広告板及び遊技施設については、適用しない。
・煙突や鉄塔等高さのあるものにあっては、特に中上部について低彩度とするよ
う努める。

屋根

・基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲は外壁色に準ず
るものとする。

そ

太陽光

の

パネル

他

・設置する工作物の色彩等との調和や、工作物と一体的な意匠とするなど、周辺
からの見え方に配慮する。
・地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等によ
り修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。

植栽

・通りからの見え方や周辺の緑地･植栽 ・既存樹木の保全や地域の植生に配慮し
等との連続性に配慮したうるおいの

たうるおいのある植栽により、周辺の

ある植栽に努める。

自然・田園景観との調和に努める。
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景観形成基準

項目

市街地・集落地ゾーン

その他ゾーン

・ただし、工場立地法その他の法令によ ・ただし、工場立地法その他の法令によ

駐車場

り緑化の基準が設けられている事業

り緑化の基準が設けられている事業

所等に係るものについては適用しな

所等に係るものについては適用しな

い。

い。

・配置や植栽等により、通りからの自動車の見え方や周辺景観との調和に配慮す
る。
・塀・門を設置する場合は形態・意匠等について周辺との調和に配慮する。

接道部

・単調で閉鎖的な塀・門及び圧迫感のある擁壁を避けるなど、周辺との調和に配
慮する。特に連続性のある景観を形成している地域では、その連続性の維持に
努める。
・商業業務施設が連続している通り沿いでは､通りの賑わいの創出に配慮する。

（開発行為等）
景観形成基準

項目
開発行為

土地の開墾、土石の採
取、鉱物の掘採その他
の土地の形質の変更

規模

植栽

・周辺の植生にあわせて緑化を行う。

規模

・行為の範囲は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮
する。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、石等の自然材料を用
い、周辺の景観などに溶け込むように周囲との調和を図る。やむ
を得ずコンクリート擁壁とする場合は、植栽を併用するなどの修
景に努める。
・土石の採取、鉱物の採採は、周辺から目立ちにくいよう方法を工
夫する。
・行為完了後は、原則として緑化を行うこと。
・法面の緑化を行う。
・ただし、地質等により、緑化が困難な場合はこの限りではない。

植栽

木竹の植栽又は伐採

規模

植栽
屋外における土石、廃
棄物、再生資源その他
の物件の堆積

市街地・集落地ゾーン
その他ゾーン
・行為の面積は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮
する。
・長大な法面や擁壁が生じないようにする。
・ただし、やむを得ない場合、法面は、できる限り緩やかな勾配と
し、区域の植生と調和した緑化を図る。また、 擁壁は素材、表
面処理の工夫、前面緑化等により、周辺の環境及びまち並みとの
調和に配慮すること。

規模
植栽

・伐採は必要最小限に留める。
・計画地の中に優れた植樹や樹林がある場合は、できる限り保全
し、修景に活用する。
・地域の植生にあった植栽に努める。
・物件の堆積は整然と行い、周辺の景観に配慮した高さ・規模とす
る
・敷地外からの出入り口は限定し、敷地周囲の植樹や遮蔽工作物を
設置するなど、堆積物件が見えにくくなるような措置を講じる。
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3

景観形成重点地区の景観形成基準

①大屋町大杉地区
■届出対象行為の規模
届出の対象となる行為

行為の規模

建築物の新築、増改築、移転
大規模な修繕、模様替及び外観の過半にわたる
色彩意匠の変更

すべての建築物

工作物の新設、増改築、移転
大規模な修繕、模様替及び外観の過半にわたる
色彩意匠の変更

すべての工作物
屋外における自動販売機の設置

都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発行為

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の
土地の形質の変更
木竹の植栽又は伐採

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の
物件の堆積
※法令に基づき行われる行為、仮設の行為、軽微な行為等は適用除外とします。

■景観形成基準

（建築物・工作物）

建
築
物

項目
高さ

景観形成基準
・階数は 3 階以下とし、周囲の建築物の高さとの調和に配慮する。

屋根

・切妻のこう配屋根で越屋根付きを原則とし、仕上げは和がわらをしようするよ
う努める。
・屋根こう配は周辺の建物と調和するよう努める。
・基調となる色彩は、黒色、灰色又は赤褐色系とし、マンセル表色系においてはお
おむね次のとおりとする。
色相:10R～５Y、無彩色
明度:４以下
彩度:５以下

外 壁

・外壁は、土壁、大津壁などの伝統的な材料の使用及び形態に努める。
・１階下部は縦羽目板張りとするよう努める。
・基調となる色彩は、灰色又は茶系の落ち着いた色彩とし、マンセル表色系にお
いてはおおむね次のとおりとする。
ただし、自然素材及び漆喰等の場合はこの限りでない。
色相:５YR～５Y、無彩色
明度:9.5 以下
彩度:７以下

建具

・木製、又は木製以外は、褐色系統の色彩とする。

ひさし

・１階上部にひさしや下屋根を設置するよう努める。

建築設備

・空調機等を設置する場合は、周囲から見えにくい位置に設置する。やむを得ずこ
れらを周囲から見える場所に設置する場合は、意匠及び色彩に十分配慮した目隠
しをする。
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項目
外構

景観形成基準
・門、塀を設置する場合は、外壁に準じた落ち着いた色彩とする。
・敷地内に植栽を行い緑化に努める。

掲出物

・できるだけ数を少なくし、けばけばしい色彩は使用しない。

工作物

・周囲に与える突出感及び違和感を軽減するような意匠とする。
・基調となる色彩は、けばけばしくならないものとし、周囲の景観との調和に努め
る。
・石積みの保全に留意し、新たに擁壁等を建造する場合は、周辺と調和する自然石
の使用に努める。やむを得ず人工材料を使用する場合等は、材質感及び、色彩を
工夫し、周辺景観に調和させる。

自
動
販
売
機

位置

・道路からできるだけ後退した位置とし、隣接する建築物の壁面線から突出しない
ように努めるものとする。

意匠

・企業名、商品名等広告面を極力控えるなど周辺景観との調和に配慮する。

色彩

・基調となる色彩については、建築物に付帯する場合は、当該建築物と調和した色
彩とし、それ以外の場合は、けばけばしくないものとし、周囲の景観から突出し
ないものとする。

設置方法

・複数機設置する場合は、乱雑とならないよう配置するものとする。
・機能上支障のない程度に、周辺景観との調和に配慮した意匠、材料等の囲いや覆
いを設けるなど修景に努める。

（開発行為等）
項目
開発行為

規模

植栽
土地の開墾、土石の採
取、鉱物の掘採その他
の土地の形質の変更

規模

植栽

木竹の植栽又は伐採

規模

植栽
屋外における土石、廃
棄物、再生資源その他
の物件の堆積

規模
植栽

景観形成基準
・行為の面積は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮
する。
・長大な法面や擁壁が生じないようにする。
・ただし、やむを得ない場合、法面はできる限り緩やかな勾配と
し、区域の植生と調和した緑化を図る。また、擁壁を建造する場
合は自然石の使用に努め、素材、表面処理の工夫、前面緑化等に
より、周辺の環境及びまち並みとの調和に配慮すること。
・周辺の植生にあわせて緑化を行う。
・行為の範囲は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮
する。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、石等の自然材料を用
い、周辺の景観などに溶け込むように周囲との調和を図る。やむ
を得ずコンクリート擁壁とする場合は、植栽を併用するなどの修
景に努める。
・土石の採取、鉱物の採採は、周辺から目立ちにくいよう方法を工
夫する。
・行為完了後は、原則として緑化を行うこと。
・法面の緑化を行う。
・ただし、地質等により、緑化が困難な場合はこの限りではない。
・伐採は必要最小限に留める。
・計画地の中に優れた植樹や樹林がある場合は、できる限り保全
し、修景に活用する。
・地域の植生にあった植栽に努める。
・物件の堆積は整然と行い、周辺の景観に配慮した高さ・規模とす
る
・敷地外からの出入り口は限定し、敷地周囲の植樹や遮蔽工作物を
設置するなど、堆積物件が見えにくくなるような措置を講じる。
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②八鹿町八鹿地区
■届出対象行為の規模
届出の対象となる行為

行為の規模

建築物の新築、増改築、移転
大規模な修繕、模様替及び外観の過半にわたる
色彩意匠の変更

すべての建築物

工作物の新設、増改築、移転
大規模な修繕、模様替及び外観の過半にわたる
色彩意匠の変更

すべての工作物
屋外における自動販売機の設置

都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発行為

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の
土地の形質の変更
木竹の植栽又は伐採

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の
物件の堆積
※法令に基づき行われる行為、仮設の行為、軽微な行為等は適用除外とします。

地区区分図
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■景観形成基準（建築物・工作物）
項目
建
築
物

位置・規模

景観形成基準
旧街道まちなみ景観形成ゾーン
新街家景観形成ゾーン
・八木川沿いの主要な眺望点から見て、社寺などの歴史的景観要 ・国道 312 号、県道養父宍粟線沿い、JR 八鹿駅周辺の主要な眺
素や山などの自然的景観要素を遮らないように努めるととも
望点から見て、背景となる山容との調和に配慮する。
に、背景となる山容との調和に配慮する。
・オープンスペースなど地域に開放された空間づくりに努める。
・八木川沿いの敷地においては、コンクリート等の自然材料以外で擁壁等を設置した場合は、遮蔽緑化に努めるなど対岸からの眺
望に配慮する。
・通りに面する壁面の位置は、隣接する建築物の壁面にそろえるように努める。
・階数は 2 階以下とする。ただし、3 階以上とする場合、2 階部 ・階数は 3 階以下とする。ただし、4 階以上とする場合は、2 階
分の屋根の高さまで瓦葺きの下屋を設けるなど、周囲の景観や
部分の屋根の高さまで瓦葺きの下屋を設けるなど、周囲の景観
まちなみの連続性に調和させるよう努める。
やまちなみの連続性に調和させるよう努める。
・旧街道から見て、山並みとの調和に配慮する。
・国道 312 号、県道養父宍粟線沿い及び JR 八鹿駅周辺の主要
・敷地が山裾の場合、八木川沿いの主要な眺望点から見て、旧
な眺望点から見て、背景の山地のスカイラインを切らない高さ
街道沿いの屋並みから突出しない高さとする。
とするよう努める。
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意匠・色彩

区分
屋根

・様々な時代の生活文化がもたらす伝統的意匠に配慮し、次に示
す、それぞれの特徴に応じた意匠とするよう努める。
・特に、旧街道沿いなどまちなみ景観に連続性が見られるとこ
ろでは、意匠の連続性に配慮する。
伝統的和風意匠

－

和洋折衷意匠

・切妻平入りまたは入母屋平入り ・切妻平入りまたは入母屋
の勾配屋根を原則とし、仕上げ
平入りの勾配屋根を原則
は和瓦を使用するよう努める。
とし、仕上げは和瓦を使用
・特徴あるうだつの保全、設置に
するよう努める。
努める。
・基調となる色彩は、黒、灰色系または伝統的赤瓦系とする。
①色相が 7.5R から 5Y までは、明度 6 以下、彩度 6 以下
②上記以外の色相は、明度 6 以下、彩度 2 以下
③無彩色は、明度 5 以下
ただし、自然素材を使用する場合はこの限りでない。

・切妻平入りまたは入母屋平入りの勾配屋根を原則とする。

項目
外壁
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建具

壁面設備

外構

景観形成基準
旧街道まちなみ景観形成ゾーン
・漆喰や板壁等伝統的な材料、形 ・下見板、吹付、塗装等周囲
態に努める。
の景観との調和に配慮した
・基調となる色彩は、灰色系、彩
仕上げとする。
度の低い茶系、もしくは明るい ・モザイクタイルや持ち送り
ベージュ系とする。
等による修景に努める。
①色相が 10R から 10Y までは、 ・基調となる色彩は灰色系、
明度 5 以上 9 以下、彩度 4 以下
彩度の低い茶系、もしくは
②無彩色は、明度 5 以上
明るいベージュ系とする。
ただし、自然素材、漆喰等の場 ①色相が 10R から 10Y まで
合はこの限りでない。
は、明度 5 以上 9 以下、彩
度 4 以下
②色相が 10B から 5P まで
は、明度 8 以上 9 以下、彩
度 2 以下
③無彩色は、明度 5 以上
ただし、自然素材、漆喰等
の場合はこの限りでない。
・木製とする。ただし、木製以外 ・建具の意匠、色彩について
とする場合は、茶褐色系統の色
は、特色あるものとしても
彩とする。
よいが、周囲の景観との調
・格子等の伝統的様式とするよう
和に配慮する。
努める。
・空調機等を設置する場合は、周囲から見えにくい位置に設置す
る。やむを得ずこれらを周囲から見える場所に設置する場合は、
格子や板塀等の伝統的意匠及び色彩に十分配慮した目隠しをす
る。
・駐車スペースを確保するために、やむを得ず建物を後退させる
場合は門、塀や垣を設置することにより、まちなみの連続性を
維持するよう努める。
・塀の形態・材料は板塀を原則とし、やむを得ず人工素材とする
場合は、外壁に準じた落ち着いた色彩とする。

新街家景観形成ゾーン
・植栽帯や生け垣、壁面緑化などによる道路景観の緑化に努め
る。
・基調となる色彩は、灰色系、彩度の低い茶系もしくは明るい
ベージュ系とし、周囲の景観から突出したものとならないよ
う努める。
①色相が 10R から 10Y までは、明度 4 以上 9 以下、彩度 5 以
下
②色相が 10B から 5P までは、明度 7 以上 9 以下、彩度 3 以下
③無彩色
ただし、自然素材、漆喰等の場合はこの限りでない。

・建具の意匠、色彩については、特色あるものとしてもよいが、
周囲の景観との調和に配慮する。

・空調機等を設置する場合は、周囲から見えにくい位置に設置
する。やむを得ずこれらを道路から見える場所に設置する場
合は、意匠及び色彩に十分配慮した目隠しをするよう努める。
・敷地境界に塀等を設ける場合は、板塀もしくは垣根とするよ
う努める。道路沿いに店舗等の駐車場を設ける場合は、通り
の景観に配慮し、歩道と接する部分には、入り口部分を除き、
植栽帯を設けるよう努める。

項目
掲出物
植栽
工
作
物

景観形成基準
旧街道まちなみ景観形成ゾーン
新街家景観形成ゾーン
・屋外広告物の規模・数量は必要最小限とする。
・自家用広告物以外の掲出は避けるよう努める。
・積極的に植栽を施し、緑化に努める。
・八木川沿いの敷地においては、川沿いの景観に配慮し、庭の植栽に努める。
・八木川沿いの主要な眺望点から見て、社寺などの歴史的景観要 ・国道 312 号、県道養父宍粟線沿い及び JR 八鹿駅周辺の主要
素や山などの自然的景観要素を遮らないように努めるととも
な眺望点から見て、背景となる山容との調和に配慮する。
に、背景となる山容との調和に配慮する。
・八木川沿いの主要な眺望点から見て、背景の山並みやスカイラ
インを切らない高さとする。
・八木川沿いにおいては、コンクリート等の自然材料以外で擁壁等を設置した場合は、遮蔽緑化に努めるなど対岸からの眺望に
配慮する。
・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。
・基調となる色彩は、けばけばしくならないものとし、周囲の景観との調和に努める。

意匠

・企業名、商品名等広告面を極力控えるなど周辺景観との調和に配慮する。

色彩

・基調となる色彩については、建築物に付帯する場合は、当該建築物と調和した色彩とし、それ以外の場合は、けばけばしくないも
のとし、周囲の景観から突出しないものとする。

設置方法

・複数機設置する場合は、乱雑とならないよう配置するものとする。
・機能上支障のない程度に、周辺景観との調和に配慮した意匠、材料等の囲いや覆いを設けるなど修景に努める。
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位置

・背割り水路は暗渠とせず、石垣等の保全に努める。
－
・道路からできるだけ後退した位置とし、隣接する建築物の壁面線から突出しないように努めるものとする。

自
動
販
売
機

（開発行為等）
景観形成基準

項目
開発行為

土地の開墾、土石の採取、鉱物
の掘採その他の土地の形質の変
更

規模

植栽

・周辺の植生にあわせて緑化を行う。

規模

・行為の範囲は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮する。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、石等の自然材料を用い、周辺の景観などに溶け込むように周囲との
調和を図る。やむを得ずコンクリート擁壁とする場合は、植栽を併用するなどの修景に努める。
・土石の採取、鉱物の採採は、周辺からだ立ちにくいよう方法を工夫する。
・行為完了後は、原則として緑化を行うこと。
・法面の緑化を行う。
・ただし、地質等により、緑化が困難な場合はこの限りではない。
・伐採は必要最小限に留める。
・計画地の中に優れた植樹や樹林がある場合は、できる限り保全し、修景に活用する。

植栽
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木竹の植栽又は伐採

屋外における土石、廃棄物、再
生資源その他の物件の堆積

旧街道まちなみ景観形成ゾーン
新街家景観形成ゾーン
・行為の面積は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮する。
・長大な法面や擁壁が生じないようにする。
・ただし、やむを得ない場合、法面は、できる限り緩やかな勾配とし、区域の植生と調和した緑化を図る。また、
擁壁は素材、表面処理の工夫、前面緑化等により、周辺の環境及びまち並みとの調和に配慮すること。

規模
植栽

・地域の植生にあった植栽に努める。

規模

・物件の体積は整然と行い、周辺の景観に配慮した高さ・規模とする

植栽

・敷地外からの出入り口は限定し、敷地周囲の植樹や遮蔽工作物を設置するなど、堆積物件が見えにくくなるよ
うな措置を講じる。

③城下町八木地区
■届出対象行為の規模
届出の対象となる行為

行為の規模

建築物の新築、増改築、移転
大規模な修繕、模様替及び外観の過半にわたる
色彩意匠の変更

すべての建築物

工作物の新設、増改築、移転
大規模な修繕、模様替及び外観の過半にわたる
色彩意匠の変更

すべての工作物
屋外における自動販売機の設置

都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発行為

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の
土地の形質の変更
木竹の植栽又は伐採

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の
物件の堆積
※法令に基づき行われる行為、仮設の行為、軽微な行為等は適用除外とします。

地区区分図
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■景観形成基準（建築物・工作物）
項目
位置
規模

景観形成基準
ふれあい区域
田園区域
伝統住環境区域
新住環境区域
センター区域
産業区域
・城下町八木地区の主要な眺望点から見て、社寺などの歴史的景観要素や、山などの自然的景観要素を遮らないように
努めるとともに、背景となる山容との調和に配慮する。
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・階数は原則 2 階以下とする。
ただし城下町八木地区に残る伝統
的 3 階建養蚕農家の形式を踏襲す
るものについては、その限りではな
い。
高さ

意匠

・12ｍとする。

・階数は原則 2 階以下とする。

その他のゾーン
・人々に親しまれ
ている山・谷筋
などを眺める視
線を遮らないよ
う努める。
・分棟や雁行配置
等により、周辺
の景観との調和
に配慮した位
置・規模とする。
・階数は原則 3 階 ・最低敷地面積を ・敷地境界線から
以下とする。
500 ㎡とする。
の壁面の後退や
・階数は原則 3 階
高さを抑えるな
以下とする。
ど、周辺に圧迫
感を与えないよ
う努める。

・12ｍとする。た ・9ｍとする
・12ｍとする。
だし既存の社寺
の建替えに関し
－
ては、現行高さ
までの建築はで
きるものとする。
・城下町八木地区に残る伝統的意匠に配慮し、周辺建物との調和、連続性に努 ・城下町八木地区に残る伝統的意匠に配 ・周辺の自然・田
める。
慮する。
園景観に調和し
た意匠とするよ
う努める。
・意匠に統一性の
ある地域では､
その統一感を乱
さないよう配慮
する。

項目
屋根

景観形成基準
ふれあい区域
田園区域
伝統住環境区域
新住環境区域
・切妻平入りまたは入母屋平入りの勾配屋根を原則とし、仕上げは和瓦を使用
するよう努める。
・基調となる色彩は、黒、灰色系または伝統的赤瓦系とする。

センター区域
産業区域
・切妻平入りまたは入母屋平入りの勾
配屋根とするよう努める。
・基調となる色彩は、黒、灰色系また
は伝統的赤瓦系とする。

その他のゾーン
・勾配屋根とする
など、周辺の自
然・田園景観と
の調和に配慮し
た屋根形状とす
るよう努める。

・漆喰や板壁など伝統的な材料、形態
との調和に配慮する。
・基調となる色彩は、灰色系、彩度の
低い茶系、もしくは明るいベージュ
色とする。

・特徴的な地場材
料がある場合
は、地場材料や
それに類した素
材を活用するな
ど、地域性に配
慮する。
・使用する色は、
けばけばしくな
らないよう努め
る。

・漆喰や板壁など伝統的な材料、形態に努める。
・基調となる色彩は、灰色系、彩度の低い茶系、もしくは明るいベージュ色と
する。

建具

・ 木 製 と す る よ ・木製とするよう努める。ただし、木製以外とする場合は、 ・周辺の景観と調和するよう配慮する。
う努める。ただ
茶褐色もしくは黒色系統の色彩とする。
し、木製以外と
する場合も、茶
褐色もしくは
黒色系統の色
彩とするよう努
める。

壁面設備

・空調機などを設置する場合は、周囲から見えにくい位置に設置する。やむを ・屋外に設備等の機器を設置する場合は、周囲から見え
得ずこれらを周囲から見える位置に設置する場合は、格子や板塀などの伝統
にくい位置に設置する。やむを得ずこれらを周囲から見
的意匠及び色彩に十分配慮した目隠しをする。
える位置に設置する場合は、意匠および色彩に十分配慮
した目隠しをするよう努める。
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外壁

項目
外構

景観形成基準
ふれあい区域
田園区域
伝統住環境区域
新住環境区域
・塀を設ける場合の形態・材料は、板塀・土塀を原則とし、やむを得ず人工素
材とする場合は、外壁に準じた落ち着いた色彩とする。

掲出物

・屋外広告物の規模・数量は必要最低限とする。
・自家用広告物以外の掲出は避けるよう努める。

植栽

・積極的に植栽を施し、緑化に努める。

自
動
販
売
機

センター区域
産業区域
その他のゾーン
・敷地境界に塀等を設ける場合は、板塀もしくは生垣とす
るよう努める。
・道路沿いに駐車場を設ける場合は、通りの景観に配慮し、
入口部分を除き、植栽帯や板塀もしくは生垣を設けるよ
う努める。
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位置

・道路からできるだけ後退した位置とし、隣接する建築物の壁面線から突出しないように努めるものとする。

意匠

・企業名、商品名等広告面を極力控えるなど周辺景観との調和に配慮する。

色彩

・基調となる色彩については、建築物に付帯する場合は、当該建築物と調和した色彩とし、それ以外の場合は、けばけばしくないものとし、
周囲の景観から突出しないものとする。

設置方法

・複数機設置する場合は、乱雑とならないよう配置するものとする。
・機能上支障のない程度に、周辺景観との調和に配慮した意匠、材料等の囲いや覆いを設けるなど修景に努める。

（開発行為等 全区域共通）
項目
開発行為

土地の開墾、土石の採取、鉱物
の掘採その他の土地の形質の
変更
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木竹の植栽又は伐採

屋外における土石、廃棄物、再
生資源その他の物件の堆積

規模

景観形成基準
・行為の面積は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮する。
・長大な法面や擁壁が生じないようにする。
・ただし、やむを得ない場合、法面はできる限り緩やかな勾配とし、区域の植生と調和した緑化を図る。また、
擁壁は素材、表面処理の工夫、前面緑化等により、周辺の環境及びまち並みとの調和に配慮すること。

植栽

・周辺の植生にあわせて緑化を行う。

規模

・行為の範囲は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮する。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、石等の自然材料を用い、周辺の景観などに溶け込むように周囲との
調和を図る。やむを得ずコンクリート擁壁とする場合は、植栽を併用するなどの修景に努める。
・土石の採取、鉱物の採採は、周辺から目立ちにくいよう方法を工夫する。

植栽

・行為完了後は、原則として緑化を行うこと。
・法面の緑化を行う。
・ただし、地質等により、緑化が困難な場合はこの限りではない。

規模

・伐採は必要最小限に留める。
・計画地の中に優れた植樹や樹林がある場合は、できる限り保全し、修景に活用する。

植栽

・地域の植生にあった植栽に努める。

規模
植栽

・物件の堆積は整然と行い、周辺の景観に配慮した高さ・規模とする
・敷地外からの出入り口は限定し、敷地周囲の植樹や遮蔽工作物を設置するなど、堆積物件が見えにくくなるよ
うな措置を講じる。

④八鹿町岩崎地区
■届出対象行為の規模
届出の対象となる行為

行為の規模

建築物の新築、増改築、移転
大規模な修繕、模様替及び外観の過半にわたる
色彩意匠の変更

すべての建築物

工作物の新設、増改築、移転
大規模な修繕、模様替及び外観の過半にわたる
色彩意匠の変更

すべての工作物
屋外における自動販売機の設置

都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発行為

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の
土地の形質の変更
木竹の植栽又は伐採

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の
物件の堆積
※法令に基づき行われる行為、仮設の行為、軽微な行為等は適用除外とします。

地区区分図

整 備 計 画 区 域
観光交流森林区域
景 観 森 林 区 域
耕 地 保 全 区 域
観 光 交 流 区 域
森 林 保 全 区 域
田園公園開発区域
伝 統 集 落 区 域
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■景観形成基準（建築物・工作物）
項目
位置
規模

意匠

景観形成基準
伝統集落区域
その他の区域
・岩崎地区内の主要な眺望点から見て、社寺などの歴史的景観要素や、山などの自然的
景観要素を遮らないように努めるとともに、背景となる山容との調和に配慮する。
・階数は原則２階以下とする。ただし岩崎地区に残る伝統的３階建養蚕農家の形式を踏
襲するものについては、その限りではない。
・岩崎地区に残る伝統的意匠に配慮し、周
－
辺建物との調和、連続性に努める。
・切妻平入りまたは入母屋平入りの勾配
・勾配屋根を原則とする。
屋根を原則とし、和瓦、草葺きの仕上げ ・基調となる色彩は、黒、灰色系または伝
にするよう努める。ただし下屋・庇につ
統的赤瓦系とする。
いてはこの限りでなく、金属板等を用い
ても構わないものとする。
・基調となる色彩は、黒、灰色系または伝
統的赤瓦系とする。
・漆喰や板壁など伝統的な材料、形態に努 ・基調となる色彩は、灰色系、彩度の低い
める。
茶系、もしくは明るいベージュ色とする。
・基調となる色彩は、灰色系、彩度の低い
茶系、もしくは明るいベージュ色とする。

屋根

外壁

建具

・木製とするよう努める。ただし、木製以
外とする場合は、茶褐色系統の色彩とする。

壁面
設備

・空調機などを設置する場合は、周囲から ・空調機などを設置する場合は、周囲から
見えにくい位置に設置する。やむを得ず
見えにくい位置に設置する。やむを得ず
これらを周囲から見える位置に設置す
これらを周囲から見える位置に設置する
る場合は、格子や板塀などの伝統的意匠
場合は、周辺との調和を意識し、色彩に
及び色彩に十分配慮した目隠しをする。
十分配慮した目隠しをする。

外構

・塀を設ける場合の形態・材料は、板塀・ ・塀を設ける場合は、外壁に準じた落ち着
土塀を原則とし、やむを得ず人工素材と
いた色彩とする。
する場合は、外壁に準じた落ち着いた色
彩とする。

掲出物

・屋外広告物の規模・数量は必要最小限とする。
・自家用広告物以外の掲出は避けるよう努める。

自
動
販
売
機

位置

・道路からできるだけ後退した位置とし、隣接する建築物の壁面線から突出しないよう
に努めるものとする。

意匠

・企業名、商品名等広告面を極力控えるなど周辺景観との調和に配慮する。

色彩

・基調となる色彩については、建築物に付帯する場合は、当該建築物と調和した色彩と
し、それ以外の場合は、けばけばしくないものとし、周囲の景観から突出しないもの
とする。

設置
方法

・複数機設置する場合は、乱雑とならないよう配置するものとする。
・機能上支障のない程度に、周辺景観との調和に配慮した意匠、材料等の囲いや覆いを
設けるなど修景に努める。
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－

（開発行為等）
項目
開発行為

土地の開墾、土石の採
取、鉱物の掘採その他
の土地の形質の変更

規模

植栽

・周辺の植生にあわせて緑化を行う。

規模

・行為の範囲は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮する。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、石等の自然材料を用い、
周辺の景観などに溶け込むように周囲との調和を図る。やむを得
ずコンクリート擁壁とする場合は、植栽を併用するなどの修景に
努める。
・土石の採取、鉱物の採採は、周辺から目立ちにくいよう方法を工
夫する。
・行為完了後は、原則として緑化を行うこと。
・法面の緑化を行う。
・ただし、地質等により、緑化が困難な場合はこの限りではない。

植栽

木竹の植栽又は伐採

屋外における土石、廃
棄物、再生資源その他
の物件の堆積

景観形成基準
・行為の面積は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮
する。
・長大な法面や擁壁が生じないようにする。
・ただし、やむを得ない場合、法面はできる限り緩やかな勾配と
し、区域の植生と調和した緑化を図る。また、擁壁は素材、表面
処理の工夫、前面緑化等により、周辺の環境及びまち並みとの調
和に配慮すること。

規模

・伐採は必要最小限に留める。
・計画地の中に優れた植樹や樹林がある場合は、できる限り保全
し、修景に活用する。

植栽

・地域の植生にあった植栽に努める。

規模

・物件の堆積は整然と行い、周辺の景観に配慮した高さ・規模とす
る
・敷地外からの出入り口は限定し、敷地周囲の植樹や遮蔽工作物を
設置するなど、堆積物件が見えにくくなるような措置を講じる。

植栽
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4

景観形成促進地域の景観形成基準

①円山川下流地域
■届出対象行為の規模
届出の対象となる行為

行為の規模

建築物の新築、増改築、移転
高さ 12m 超え、又は、建築面積 500 ㎡超えの建築物
大規模な修繕、模様替及び外観の過半に
（ただし、建築確認が必要な行為に限る）
わたる色彩意匠の変更
高さ 12m 超え（建築物等と一体となって設置される場合
工作物の新設、増改築、移転
は、当該建築物等の高さとの合計）又は、その敷地面積が
大規模な修繕、模様替及び外観の過半に
500 ㎡超えの工作物
わたる色彩意匠の変更
（ただし、建築確認が必要な行為に限る）
都市計画法第 4 条第 12 項に規定する
開発行為

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採そ
の他の土地の形質の変更
木竹の植栽又は伐採

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源そ
の他の物件の堆積
※法令に基づき行われる行為、仮設の行為、軽微な行為等は適用除外とします。

地域区分図

【凡例】

市街地・集落領域
田園・山並み領域

市街地・集落領域
自然との調和に加え、建築物相互間の調和にも配慮することにより、景観的な質の維持・向上が図ら
れると考えられる区域。若しくは、将来そのような可能性が高い区域。
田園・山並み領域
田園との調和、あるいは背景にある山並みとの調和を図ることにより、景観的な質の維持・向上が図
られると考えられる区域。
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■景観形成基準
（建築物）
項目
位
置

位置

規
模

景観形成基準
市街地・集落領域
田園・山並み領域
・円山川沿いの主要な眺望点から見て、社寺などの歴史的ランドマークや、孤立峰
的山地などの自然的要素を遮らないように努めるとともに、背景となる山容との
調和に配慮する。
・対岸からの眺望についても、分散したり、分棟したりするなど周辺景観に突出し
ない位置・規模とする。
・円山川の流路と建築物の長手方向が平
行する形とならないよう留意するな
ど、開放的な対岸景を継承するよう努
める。
・敷地境界からセットバックするなど、
近隣に圧迫感を与えないように努める
とともに、周辺景観との調和に配慮す
る。
・川に接している敷地は、できるだけ堤
防敷との隙間の確保に努める。

意
匠

・円山川沿いの主要な眺望点から見て、
集落や谷筋を見通す視線を遮らないよ
う努める。
・敷地が山裾の場合、谷の壁に配置する
など景観上突出しないよう努める。
・円山川沿いの主要な眺望点から見て、
山並み稜線の連続性を損なうような稜
線上の建築物配置とならないよう努め
る。

高さ

・円山川沿いの主要な眺望点から見て、 ・円山川沿いの主要な眺望点から見て、
稜線のスカイラインを分断、又は遮へ
背景の山地や丘陵のスカイラインを切
いしない高さとするよう努める。また、
らない高さとするよう努める。
市街地では周辺建築物と調和のとれた
高さとなるよう努める。

周辺建
築物と
の関係

・余裕ある敷地を確保し、建ぺい率、容積率にゆとりを持たせるよう努める。

壁面

・対岸からの見え方にも配慮したデザインとなるよう努める。

・隣接する建築物の軒高や間口と調和さ
せ、リズミカルな連続性確保に努める。
・艶のある石州瓦の屋並みや緑と調和す
るような陰影の深いファサード意匠と
なるよう配慮する。
・外側に低層部を階段状に配置したり、
雁行型平面にするなど巨大な壁面が目
立つことのないよう努める。
・低層部については、まち並みの意匠の
連続性に配慮するとともに、高層部に
おいては、隣接する建築や棟間の隙間
確保にできるだけ努める。
・街路景観のそろっているところでは、
意匠の連続性に配慮する。

壁面
設備
屋根
屋上

・地形や周辺環境の特徴を活かすように
配慮する。
・背景の緑と調和しやすい端正な壁面構
成に努める。
・横長のプロポーションとなる場合は、
分節したり、雁行型とするなど周辺と
調和した意匠とするよう努める。
・軒高を低く抑え、ボリュウム感を軽減
させ、周辺の緑地環境に溶け込むよう
にする。
・田園と調和しやすい、水平美を基調と
した意匠とするよう努める。

・給水管、ダクト管などは外壁面に露出させないよう設置する。やむを得ず外部に
露出する場合は、緑による遮へいや壁面と同色の仕上げを施すなどの措置を講ず
る。
・屋根形状は切妻など勾配屋根とするよ ・屋根形状は切妻などの勾配屋根や周辺
う努める。
と調和した屋根形状とするよう努め
る。
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項目
意
匠

屋上
設備

低層部
屋外階段
駐車場部
ベランダ
等
その他

材料

色
彩

外壁

屋根
そ
の
他

太陽光発
電パネル

景観形成基準
市街地・集落領域
田園・山並み領域
・塔屋部の突出を避け、建築物との一体 ・勾配屋根やフレーム、棟飾りなどで軽
的デザインに配慮する。
快なスカイラインとなるよう配慮す
・やむを得ず塔屋を設ける場合は、勾配
る。
屋根にするなど、建築物本体との調和
に努める。
・建築物に取り込んだり、疑似屋根的な
処理よって適切な覆い措置を講じるよ
う努める。

・屋上設備は設置しないよう努める。や
むを得ず設置する場合は、壁面を立ち
上げるか、疑似屋根的な処理によって
適切な覆い措置を講じるなど、突出し
ないようスカイライン処理に配慮す
る。
・長大な無窓壁など、単調な壁面をつくらないよう努める。
・建築物本体と調和した意匠、外壁仕上げとなるよう配慮し、円山川沿いや通りの
主要な地点から見えにくい構造となるよう努める。
・周辺と調和した入口意匠、外壁仕上げとなるよう配慮し、円山川沿いや通りの主
要な地点から自動車が見えにくい構造となるよう努める。
・建築物との調和を図る。洗濯物が円山川沿いや通りの主要な地点から見えにくい
構造・意匠となるよう努める
・旧街道沿いの家屋や集落と接する領域 ・多くの視線を集める場所に建つ場合
では、特に周辺との連続性、壁面市、
は、建築物の意匠に特に配慮したり、
意匠、素材などに配慮する。
緑化による遮へいに努める。
・金属やガラスなどの光沢性のある材料 ・金属やガラスなどの光沢性のある材料
を大きな面積で用いる場合は、周辺景
を大きな面積で用いないよう努める。
観との調和に配慮する。
大きな面積で用いる場合には、周辺景
観との調和に努める。
・下見板や基礎の石組などには地場材料やそれに類した素材を活用するなど、地域
特性に配慮する。
・経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう配慮する。
・基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲は、マンセル色票
系においておおむね次のとおりとし、色彩の演出に工夫する。
(1) Ｒ（赤）又はＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
(2) Ｙ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
(3) その他の色相を使用する場合は、彩度２以下
・周辺との色調の連続性などに配慮 ・緑と調和した落ち着いた色調に努
する。
める。
・石州瓦の屋並みと違和感がなく、周辺の緑と調和した落ち着いた色調に努める。
・外壁の基準に準じる。
・設置する壁面・屋根面の色彩等との調和や建築物と一体的な意匠とするなど、建
築物からの突出感、違和感の軽減を図り、通りからの見え方に配慮する。
・地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により
修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。

植栽

・現在ある樹木は原則として伐採しない。やむを得ない場合は移植に努める。
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項目

駐車場

外構

景観形成基準
市街地・集落領域
田園・山並み領域
・地域の環境に適した在来種を選定する ・四周からの眺めに配慮し、緑に包まれ
など、自然植生を考慮するとともに、
た印象となるよう緑化修景に努める。
四季を感じさせる植栽に努める。ただ ・地域の環境に適した在来種を選定する
し、工場立地法（昭和 34 年法律第 24
など、自然植生を考慮したうえで、敷
号）その他の法令により緑化基準が設
地内に低・中・高木を適切に配置し、
けられている建築物については適用し
周辺の緑地環境との調和に努める。た
ない。
だし、工場立地法その他の法令により
・円山川沿いからの視線の方向に配慮し
緑化基準が設けられている建築物につ
た高木植栽に努める。
いては適用しない。
・円山川沿いからの
視線の方向に配慮したボリュウム感の
ある植栽に努める。
・円山川沿いや通りの主要な地点から自 ・周辺から自動車が見えにくい構造とし、
動車が見えにくい構造とし、外周部は
外周部はできるだけ緑化に努める。
できるだけ緑化に努める。
・単調で閉鎖的な塀・擁壁を避けるな ・閉鎖的な塀・擁壁を避け植栽を併用す
ど、周辺のまち並みと調和した印象と
るなど、周辺との調和に努める。
なるよう配慮する。
・水路景観を考慮し、水路等の安易な暗
・水路景観を考慮し、水路等の安易な暗
渠化を避け、周辺と調和させるなど、
渠化を避け、周辺と調和させるなど、
集落や田園などと一体的な修景に努め
一体的な修景に努める。
る。

（工作物）
項目
位
置
規
模

位置

景観形成基準
市街地・集落領域
田園・山並み領域
・円山川沿いの主要な眺望点から見て、社寺などの歴史的ランドマークや、孤立峰的
山地などの自然的要素を遮らないように努めるとともに、背景となる山容との調和に
配慮する。
・対岸からの眺望についても、分散したり、分棟したりするなど周辺景観に突出しな
い位置・規模とする。
・円山川の流路と建築物の長手方向が平 ・円山川沿いの主要な眺望点から見て、集
行する形とならないよう留意するなど、
落や谷筋を見通す視線を遮らないよう
開放的な対岸景を継承するよう努める。
努める。
・敷地境界からセットバックするなど、近 ・敷地が山裾の場合、谷の壁に配置するな
隣に圧迫感を与えないように努めると
ど景観上突出しないよう努める。
ともに、周辺景観との調和に配慮する。 ・円山川沿いの主要な眺望点から見て、山
・川に接している敷地は、できるだけ堤防
並み稜線の連続性を損なうような稜線
敷との隙間の確保に努める。
上の建築物配置とならないよう努める。

高さ

意
匠

・円山川沿いの主要な眺望点から見て、稜 ・円山川沿いの主要な眺望点から見て、背
線のスカイラインを分断、又は遮へいし
景の山地や丘陵のスカイラインを切ら
ない高さとするよう努める。また、市街
ない高さとするよう努める。
地では周辺建築物と調和のとれた高さ
となるよう努める。

周辺
・余裕ある敷地を確保し、建ぺい率、容積率にゆとりを持たせるよう努める。
建築
・隣接する建築物の軒高や間口と調和さ ・地形や周辺環境の特徴を活かすように配
物と
せ、リズミカルな連続性確保に努める。
慮する。
の関
係
壁 面 ・周辺に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。
等
（壁面、壁面設備、屋根・屋上、低層部、屋外階段）
61

項目
駐車場部
ベランダ
等

その他

材料

色
彩

外壁

屋根

そ
の
他

景観形成基準
市街地・集落領域
田園・山並み領域
・周辺と調和した入口意匠、外壁仕上げとなるよう配慮し、円山川沿いや通りの主要な
地点から自動車が見えにくい構造となるよう努める。
・建築物との調和を図る。洗濯物が円山川沿いや通りの主要な地点から見えにくい構
造・意匠となるよう努める
・旧街道沿いの家屋や集落と接する領域で ・ 多 く の 視 線 を 集 め る 場 所 に 建 つ 場 合
は、特に周辺との連続性、壁面市、意匠、
は、建築物の意匠に特に配慮したり、緑
素材などに配慮する。
化による遮へいに努める。
・下見板や基礎の石組などには地場材料やそれに類した素材を活用するなど、地域特性
に配慮する。
・経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう配慮する。
・金属やガラスなどの光沢性のある材料 ・金属やガラスなどの光沢性のある材料
を大きな面積で用いる場合は、周辺景観
を大きな面積で用いないよう努める。大
との調和に配慮する。
きな面積で用いる場合には、周辺景観と
の調和に努める。
・基調となる色は、けばけばしくならないよう努める。その範囲は、マンセル色票系に
おいておおむね次のとおりとし、色彩の演出に工夫する。
(1) Ｒ（赤）又はＹＲ（橙）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
(2) Ｙ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
(3) その他の色相を使用する場合は、彩度２以下
・上記にかかわらず、航空法（ 昭和 27 年法律第 231 号）その他の法令により色彩に
ついて許可等を受けて設置する工作物並びに広告塔、広告板及び遊戯施設については
適用しない。
・周辺との色調の連続性などに配慮する。 ・緑と調和した落ち着いた色調に努める。
・石州瓦の屋並みと違和感がなく、周辺の緑と調和した落ち着いた色調に努める。
・外壁の基準に準じる。
・上記にかかわらず、航空法その他の法令により色彩について許可等を受けて設置する
工作物並びに広告塔、広告板及び遊戯施設については適用しない。

太 陽 ・設置する工作物の色彩等との調和や、工作物と一体的な意匠とするなど、周辺からの
光 発
見え方に配慮する。
電 パ ・地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景
ネル
を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。
植栽

・周囲の植栽に努める。
・ただし、工場立地法その他の法令により緑化基準が設けられている事業所等に係る
ものについては適用しない。
・円山川沿いからの視線の方向に配慮し
た高木植栽に努める。

・円山川沿いからの視線の方向に配慮し
たボリュウム感のある植栽に努める。

駐 車 ・円山川沿いや通りの主要な地点から自
場
動車が見えにくい構造とし、外周部はで
きるだけ緑化に努める。

・周辺から自動車が見えにくい構造とし、
外周部はできるだけ緑化に努める。

外構

・単調で閉鎖的な塀・擁壁を避けるなど、 ・閉鎖的な塀・擁壁を避け植栽を併用する
周辺のまち並みと調和した印象となる
など、周辺との調和に努める。
よう配慮する。
・水路景観を考慮し、水路等の安易な暗渠
・水路景観を考慮し、水路等の安易な暗渠
化を避け、周辺と調和させるなど、集落
化を避け、周辺と調和させるなど、一体
や田園などと一体的な修景に努める。
的な修景に努める。
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（開発行為等）
項目
開発行為

土地の開墾、土石の採
取、鉱物の掘採その他
の土地の形質の変更

木竹の植栽又は伐採

屋外における土石、廃
棄物、再生資源その他
の物件の堆積

規模

景観形成基準
・行為の面積は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮
する。
・長大な法面や擁壁が生じないようにする。
・ただし、やむを得ない場合、法面は、できる限り緩やかな勾配と
し、区域の植生と調和した緑化を図る。また、擁壁は素材、表面
処理の工夫、前面緑化等により、周辺の環境及びまち並みとの調
和に配慮すること。

植栽

・周辺の植生にあわせて緑化を行う。

規模

・行為の範囲は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮
する。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、石等の自然材料を用
い、周辺の景観などに溶け込むように周囲との調和を図る。やむ
を得ずコンクリート擁壁とする場合は、植栽を併用するなどの修
景に努める。
・土石の採取、鉱物の採採は、周辺から目立ちにくいよう方法を工
夫する。

植栽

・行為完了後は、原則として緑化を行うこと。
・法面の緑化を行う。
・ただし、地質等により、緑化が困難な場合はこの限りではない。

規模

・伐採は必要最小限に留める。
・計画地の中に優れた植樹や樹林がある場合は、できる限り保全
し、修景に活用する。

植栽

・地域の植生にあった植栽に努める。

規模

・物件の堆積は整然と行い、周辺の景観に配慮した高さ・規模とす
る
・敷地外からの出入り口は限定し、敷地周囲の植樹や遮蔽工作物を
設置するなど、堆積物件が見えにくくなるような措置を講じる。

植栽
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②国道 312 号沿道地域
■届出対象行為の規模
届出の対象となる行為

行為の規模

建築物の新築、増改築、移転
高さ 12m 超え、又は、建築面積 500 ㎡超えの建築物
大規模な修繕、模様替及び外観の過半に
（ただし、建築確認が必要な行為に限る）
わたる色彩意匠の変更
高さ 12m 超え（建築物等と一体となって設置される場合
工作物の新設、増改築、移転
は、当該建築物等の高さとの合計）又は、その敷地面積が
大規模な修繕、模様替及び外観の過半に
500 ㎡超えの工作物
わたる色彩意匠の変更
（ただし、建築確認が必要な行為に限る）
都市計画法第 4 条第 12 項に規定する
開発行為

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採そ
の他の土地の形質の変更
木竹の植栽又は伐採

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源そ
の他の物件の堆積
屋外広告物の設置と表示

すべての屋外広告物

※法令に基づき行われる行為、仮設の行為、軽微な行為等は適用除外とします。
※屋外広告物の設置・表示については、別に定める要綱に基づき届出を求めるものです。

地域区分図
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■景観形成基準
①大規模建築物等に係る一般基準
・敷地内の位置、規模、意匠、材料及び色彩については、各エリアの特性に配慮し、周囲の景観
に与える違和感や雑然さを軽減するように努め、調和のとれたものとする。
・敷地の緑化や建築物緑化に努め快適な生活空間を創出し、緑豊かな景観の形成を図るものと
する。
・大規模建築物等だけでなく、その他の建築物や工作物、植栽等を含めた敷地全体としての景観
のまとまりや質の向上に努めるものとする。
・良好な景観を形成している集落の入り口や街角などの視線を集める場所に建つ場合は、立地す
る場所に応じた位置、規模、意匠、材料及び色彩等に特に配慮するものとする。
・他のエリアとの境界付近では、連続するエリアからの見え方や一連の景観としてのまとまりに
配慮するものとする。
②項目別基準

（建築物）
項目
位置・
規模

景観形成基準
市街地エリア
集落・田園エリア
山間エリア
・人々に親しまれている山・谷筋などを眺める視線を遮らないよう努める。
・沿道からの眺望の背景となる山並みの稜線を分断しない高さおよび規模となるよう努め
る。
・周囲の景観に違和感を与
えない位置・規模とするよ
う努める。

意
匠

壁
面

壁
面
設
備

・建築物の壁面の長手方向
が沿道に面する形としな
いなど、開放的な田園への
視線を遮らないよう配慮
する。

・沿道から見下ろすことが
できる田園や集落への視
線を遮らないよう配慮す
る。

・分節や雁行形とするなど ・長大で無窓など単調なものを避け、壁面の大きさに応じ
周辺のまち並み景観との
て分節や雁行形とするなど、周辺の自然・田園景観に調
調和や連続性に配慮した
和した意匠とするよう努める。
意匠とするよう努める。
・側面、背面の意匠にも配
慮する。
・通りに面する意匠に統一
性のある地域では、その連
続性に配慮する。
・給水管、ダクト等は、外壁面に露出させないよう設置する。
・工業農業等生産・流通系の
建築物で、やむを得ず外部
に露出する場合は、覆いを
設けたり、壁面と同色の仕
上げを施すなど通りから
の見え方に配慮する。

・工業農業等生産・流通系の建築物で、やむを得ず外部に
露出する場合は、覆いを設けたり、壁面と同色の仕上げ
を施すなど、目立たないように配慮する。
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景観形成基準
市街地エリア
集落・田園エリア
山間エリア
屋根 ・周辺のまち並み景観との ・原則として勾配屋根とし、周辺の自然・田園景観との調
・
調和や連続性及び地域の
和に配慮した形態・意匠とする。
屋上
自然景観との調和に配慮 ・やむを得ず塔屋を設ける場合は、建築物と一体的な意匠
した屋根・屋上とするよう
とするなど、建築物全体のまとまりに配慮する。
努める。
・塔屋を設ける場合は、建
築物と一体的な意匠とす
るなど、建築物全体のまと
まりに配慮する。
屋 ・屋上設備を設ける場合は、 ・屋上設備は設置しないように努める。やむを得ず設置す
上
壁面の立ち上げやルーバ
る場合は、壁面の立ち上げやルーバー等により適当な覆
設
ー等により適当な覆い措
い措置を講ずる。
備
置を講ずる。
・工業農業等生産・流通系の
建築物で、やむを得ず覆い
措置ができない場合は、通
りから見えにくい位置に
設置する。
低 ・長大で無窓など単調な壁
層
を造らないよう努める。
部 ・商業業務施設が連続して
いる通りでは歩行者に配
－
慮し、色彩の工夫など、賑
わいを演出した意匠とす
るよう努める。
屋 外 ・形態、材料、色彩によって建築物全体としての調和に配慮する。

項目

階段
ベラ
ンダ
等

材料

・形態、材料、色彩によって建築物全体としての調和を図り、洗濯物等が通りから直接見
えにくい構造・意匠となるよう努める。
・住宅地、集落又はその周 ・金属やガラス等の光沢性のある材料を大きな面積で用い
辺で、金属やガラスなどの
ないよう努める。大きな面積で用いる場合は、周辺景観
光沢性のある材料を大き
との調和に努める。
な面積で用いる場合には、
周辺景観との調和に配慮
する。
・特徴的な地場材料がある場合は、地場材料やそれに類した素材を活用するなど、地域性
に配慮する。
・経年変化により見苦しくならない材料を選択するように配慮する。

色
彩

外
壁

・使用する色は、けばけば ・使用する色は、けばけばしくならないよう努める。基調
しくならないよう努める。
色として使用できる色の範囲は、マンセル色票系におい
基調色として使用できる
ておおむね次のとおりとする。ただし、着色されていな
色の範囲は、マンセル色票
い自然系素材（木材、石材、レンガ、土壁材等）又はこ
系においておおむね次の
れらに類する材料（レンガタイル等）を使用し周囲の景
とおりとする。ただし、着
観と調和している場合はこの限りでない。
色されていない自然系素

66

項目
色
彩

そ
の
他

外
壁

市街地エリア
材（木材、石材、レンガ、
土壁材等）又はこれらに類
する材料（レンガタイル
等）を使用し周囲の景観と
調和している場合はこの
限りでない。
(1) R（赤）又は YR（橙）
系の色相を使用する場
合は、彩度４以下
(2) Y（ 黄）系 の色相 を使
用する場合は、彩度４以
下
(3) そ の 他 の 色 相 を 使 用
する場合は、彩度２以下
・上記にかかわらず、各面
の屋根を含む見付面積（鉛
直投影面積）の 20 分の１
以下の範囲に使用する場
合はこの限りでない。
・航空法その他の法令によ
り色彩について許可等を
受けて設置する工作物、広
告塔、広告板及び遊戯施設
については、適用しない。
・煙突や鉄塔等高さのある
ものにあっては、特に中上
部について低彩度とする
よう努める。

景観形成基準
集落・田園エリア
山間エリア
(1) R（赤）又は YR（橙）系の色相を使用する場合は、
彩度４以下
(2) Y（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
(3) その他の色相を使用する場合は、彩度２以下
(4) 明度は全色相できる限り８以下とする。特に大きな壁
面を有する場合は８以下を遵守する.

・上記にかかわらず、各面の屋根を含む見付面積（鉛直投
影面積）の 20 分の１以下の範囲に使用する場合はこの限
りでない。
・航空法その他の法令により色彩について許可等を受けて
設置する工作物、広告塔、広告板及び遊戯施設について
は、適用しない。
・煙突や鉄塔等高さのあるものにあっては、特に中上部に
ついて低彩度とするよう努める。

屋
根

・基調となる色は、けばけ ・基調となる色は、地域の和瓦葺きの家並みと違和感なく、
ばしくならないよう努め
周辺の緑と調和する低彩度の落ち着いた色調とするよう
る。その範囲は外壁色に準
努める。その範囲は、マンセル色票系においておおむね
ずるものとする。
次のとおりとする。ただし、和瓦等伝統的材料を使用し
周囲の景観と調和している場合はこの限りでない。
(1) 10R から５Y までの色相を使用する場合は彩度４以下
(2)その他の色相を使用する場合は彩度３以下
(3)明度は全色相６以下

太
陽
光
発
電
パ
ネ
ル
植
栽

・設置する壁面・屋根面の色彩等との調和や建築物と一体的な意匠とするなど、建築物か
らの突出感、違和感の軽減を図り、通りからの見え方に配慮する。
・地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を
行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。

・通りからの見え方や周辺
の緑地・植栽等との連続性
に配慮したうるおいのあ
る植栽に努める。

・既存樹木の保全や地域の植生に配慮したうるおいのある
植栽により、周辺の自然・田園景観との調和に努める。

・ただし、工場立地法その他の法令により緑化の基準が設けられている事業所等に係るも
のについては適用しない。
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項目
駐
車
場
接
道
部

景観形成基準
市街地エリア
集落・田園エリア
山間エリア
・配置や植栽等により、通りからの自転車の見え方や周辺景観との調和に配慮する。
・塀・門を設置する場合は形態・意匠等について周辺との調和に配慮する。
・単調で閉鎖的な塀・門及び圧迫感のある擁壁を避けるなど、周辺との調和に配慮する。
特に連続性のある景観を形成している地域では、その連続性の維持に努める。
・商業業務施設が連続して
いる通り沿いでは、通りの
賑わいの創出に配慮する。

－

（工作物）
項目
位置・規模

・工作物の壁面の長手方向が沿道に面する形としないな ・沿道から見下ろすことが
ど、開放的な田園への視線を遮らないよう配慮する。
できる田園や集落への
視線を遮らないよう配
慮する。
・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。

意匠
材料

色
彩

景観形成基準
市街地ゾーン
集落・田園ゾーン
山間ゾーン
・人々に親しまれている山・谷筋などを眺める視線を遮らないよう努める。
・沿道からの眺望の背景となる山並みの稜線を分断しない高さおよび規模となるよ
う努める。
・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。

・特徴的な地場材料がある場合は、地場材料やそれに類した素材を活用するなど、
地域性に配慮する。
・住宅地、集落又はその周 ・金属やガラス等の光沢性のある材料を大きな面積で
辺で、金属やガラスなど
用いないよう努める。大きな面積で用いる場合は、
の 光 沢 性 の あ る 材料 を
周辺景観との調和に努める。
大 き な 面 積 で 用 いる 場 ・通りに面する意匠に統一性のある地域では､その連続
合には、周辺景観との調
性に配慮する。
和に配慮する。
・経年変化により見苦しく
な ら な い 材 料 を 選択 す
るよう配慮する。
外壁

・使用する色は、けばけば
し く な ら な い よ う努 め
る。基調色として使用で
きる色の範囲は、マンセ
ル 色 票 系 に お い てお お
むね次のとおりとする。
ただし、着色されていな
い自然系素材（木材、石
材、レンガ、土壁材等）
又 は こ れ ら に 類 する 材
料（レンガタイル等）を
使 用 し 周 囲 の 景 観と 調
和 し て い る 場 合 はこ の
限りでない。
(1) Ｒ（赤）、ＹＲ（橙）
又はＹ（黄）系の色相
を使用する場合は、彩

・使用する色は、けばけばしくならないよう努める。
基調色として使用できる色の範囲は、マンセル色票
系においておおむね次のとおりとする。
(1) Ｒ（赤）、ＹＲ（橙）又はＹ（黄）系の色相を使用
する場合は、彩度４以下
(2) その他の色相を使用する場合は、彩度２以下
(3) 明度は全色相できる限り８以下とする。特に大き
な壁面を有する場合は８以下を遵守する。
・ただし、着色されていない自然系素材（木材、石材、
レンガ、土壁材等）又はこれらに類する材料（レン
ガタイル等）を使用し周囲の景観と調和している場
合はこの限りでない。
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景観形成基準
市街地ゾーン
集落・田園ゾーン
山間ゾーン
度４以下
(2) そ の 他 の色 相 を 使用
する場合は、彩度２以
下
・上記にかかわらず、各面の屋根を含む見付面積（鉛直投影面積）の 20 分の１以
下の範囲に使用する場合はこの限りでない。
・航空法その他の法令により色彩について許可等を受けて設置する工作物、広告塔、
広告板及び遊戯施設については、適用しない。
・煙突や鉄塔等高さのあるものにあっては、特に中上部について低彩度とするよう
努める。
屋根
・基調となる色彩は、地域 ・基調となる色彩は、地域の和瓦葺きの家並みと違和
の 和 瓦 葺 き の 家 並み と
感なく、周辺の緑と調和する黒ないし灰色、または
違和感なく、周辺の緑と
これに近い色彩とする。その範囲は、マンセル色票
調 和 す る 低 彩 度 の落 ち
系においておおむね次のとおりとする。ただし、石
着 い た 色 調 と す るよ う
州瓦・八鹿瓦等伝統的材料を使用し周囲の景観と調
努める。その範囲は、マ
和している場合はこの限りでない。
ン セ ル 色 票 系 に おい て (1) 全色相、明度５以下、彩度１以下
お お む ね 次 の と おり と (2) 無彩色、明度５以下
する。ただし、和瓦・石
州瓦・八鹿瓦等伝統的材
料 を 使 用 し 周 囲 の景 観
と 調 和 し て い る 場合 は
この限りでない。
(1) 10 Ｒから５Ｙまでの
色相を使用する場合
は彩度４以下
(2) そ の 他 の色 相 を 使用
する場合は彩度３以
下
(3) 明度は全色相６以下
太陽光発 ・設置する工作物の色彩等との調和や、工作物と一体的な意匠とするなど、周辺か
電パネル
らの見え方に配慮する。
・地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により
修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよう配慮する。
項目

そ
の
他

植栽

・通りからの見え方や周辺
の緑地・植栽等との連続
性 に 配 慮 し た う るお い
のある植栽に努める。

・既存樹木の保全や地域の植生に配慮したうるおいの
ある植栽により、周辺の自然・田園景観との調和に
努める。

・ただし、工場立地法その他の法令により緑化の基準が設けられている事業所等に
係るものについては適用しない。
駐車場

・配置や植栽等により、通りからの自動車の見え方や周辺景観との調和に配慮する。
・塀・門を設置する場合は形態・意匠等について周辺との調和に配慮する。

接道部

・単調で閉鎖的な塀・門及び圧迫感のある擁壁を避けるなど、周辺との調和に配慮
する。特に連続性のある景観を形成している地域では、その連続性の維持に努め
る。
・商業業務施設が連続している通り沿いでは、通りの賑わいの創出に配慮する。
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（開発行為等）
項目
開発行為

規模

土地の開墾、土石の採
取、鉱物の掘採その他
の土地の形質の変更

木竹の植栽又は伐採

屋外における土石、廃
棄物、再生資源その他
の物件の堆積

景観形成基準
市街地ゾーン
集落・田園ゾーン
山間ゾーン
・行為の面積は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮する。
・長大な法面や擁壁が生じないようにする。
・ただし、やむを得ない場合、法面は、できる限り緩やかな勾配と
し、区域の植生と調和した緑化を図る。また、 擁壁は素材、表面
処理の工夫、前面緑化等により、周辺の環境及びまち並みとの調和
に配慮すること。

植栽

・周辺の植生にあわせて緑化を行う。

規模

・行為の範囲は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮する。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、石等の自然材料を用い、
周辺の景観などに溶け込むように周囲との調和を図る。やむを得ず
コンクリート擁壁とする場合は、植栽を併用するなどの修景に努め
る。
・土石の採取、鉱物の採採は、周辺から目立ちにくいよう方法を工夫
する。

植栽

・行為完了後は、原則として緑化を行うこと。
・法面の緑化を行う。
・ただし、地質等により、緑化が困難な場合はこの限りではない。

規模

・伐採は必要最小限に留める。
・計画地の中に優れた植樹や樹林がある場合は、できる限り保全し、
修景に活用する。

植栽

・地域の植生にあった植栽に努める。

規模

・物件の堆積は整然と行い、周辺の景観に配慮した高さ・規模と
する。
・敷地外からの出入り口は限定し、敷地周囲の植樹や遮蔽工作物を
設置するなど、堆積物件が見えにくくなるような措置を講じる。

（屋外広告物）
項目
位
置

全域

景観形成基準
市街地ゾーン
集落・田園ゾーン
山間ゾーン
・建築物等の壁面や屋上を利用する広告物等（以下「壁面広告物等」という。
）
にあっては、道路と直交する壁面等への表示又は設置を控えるとともに、窓
面を塞がないようにする。
・2 階以下に表示又は設置するものとする。
・広告旗等動く広告物等は表示又は設置を控えるも
のとし、２階以上には表示又は設置しないものと
する。
◎地色（建築物等の壁面等が地となる場合も含む。以下同じ。）はけばけばしく
ならないように努めるものとし、その範囲はマンセル色票系において概ね次
のとおりとする。ただし、当該エリアが歴史的景観形成地区に隣接している
場合は、この限りでない。
(1) Ｒ、ＹＲ系の色相を使用する場合は彩度６以下
(2) Ｙ系の色相を使用する場合は彩度４以下
(3) その他の色相を使用する場合は彩度２以下
－

色
彩

全域

◎文字等に使用する色彩
については、高彩度色
の使用を２色以下と
し、アクセント色とし
て使用するものとす
る。

◎文字等に使用する色彩については、高彩度色の使
用を２色以下とし、アクセント色として使用する
ものとする。
（高彩度色とは、Ｒおよび YR 系の色
相については彩度 6、Y 系の色相については彩度
4、その他の色相については彩度 2 を超えるもの
をいう。以下同じ。
）
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項目
八鹿・養父
のみち

－

形
状

全域

景観形成基準
集落・田園ゾーン

市街地ゾーン

◎地色はけばけばしくな
らないよう努めるもの
とし、その範囲はマン
セル色票系において概
ね次のとおりとする。
(1）色相 10Ｒ～10Ｙ、
明度 4 以上 9 以下、彩
度 5 以下
(2）色相 10Ｂ～5Ｐ、明
度 7 以上 9 以下、彩度
3 以下
(3）無彩色

意
匠

全域

－
・建て植えするものにあ
っては、周囲の景観に
配慮した枠を設けるよ
う努める。

八鹿・養父
のみち
－

材
料
そ
の
他

全域
全域

－

・長方形を基本とする。ただし、材質に自然素材を用いる場合はこの限りでは
ない。
・建て植えをするものにあって、一敷地に複数表示又は設置する場合は集合化
に努めるものとする。やむを得ず集合化できない場合は、意匠をそろえるな
どの工夫をする。
・建て植えするものにあ
っては、縦長長方形を
基本とする。

八鹿・養父
のみち

山間ゾーン

－

－
・壁面広告物等は原則と
して横長看板とする。

－

・周囲の景観に配慮した枠を設けるとともに、その
枠は間伐材等を使用した木製とするよう努める。

・八鹿の歴史的なまち並
みと調和するよう努め
る。

・壁面広告物等は原則
として切り文字表示と
する。やむを得な い
場合は地色を外壁と同
系色又は調和する色と
する。

・木・石を感じさせる材質を使用するよう努める。

◎電光掲示板や、ＬＥＤ等それ自体が発光するものの使用は控えるものとする。
・建て植えするものにあって電照式とする場合は外照式とする。
・広告旗については、必要最小限の期間の表示又は設置にとどめ、適切に管理
するものとする。
・壁面広告物等の表示内容については、店名又は業種名のみとする。

※道路路端から 100ｍを超える区域においては、◎印表記の基準のみを適用する。
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③国道 9 号沿道地域
■届出対象行為の規模
届出の対象となる行為

行為の規模

建築物の新築、増改築、移転
高さ 12m 超え、又は、建築面積 500 ㎡超えの建築物
大規模な修繕、模様替及び外観の過半に
（ただし、建築確認が必要な行為に限る）
わたる色彩意匠の変更
高さ 12m 超え（建築物等と一体となって設置される場合
工作物の新設、増改築、移転
は、当該建築物等の高さとの合計）又は、その敷地面積が
大規模な修繕、模様替及び外観の過半に
500 ㎡超えの工作物
わたる色彩意匠の変更
（ただし、建築確認が必要な行為に限る）
都市計画法第 4 条第 12 項に規定する
開発行為

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採そ
の他の土地の形質の変更
木竹の植栽又は伐採

行為面積が 1,000 ㎡を超えるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源そ
の他の物件の堆積
屋外広告物の設置・表示

すべての屋外広告物

※法令に基づき行われる行為、仮設の行為、軽微な行為等は適用除外とします。
※屋外広告物の設置・表示については、別に定める要綱に基づき届出を求めるものです。

地域区分図

田園市街地
高原市街地
田 園 集 落
高 原 集 落
山 間
歴史的市街地
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■景観形成基準
①大規模建築物等に係る一般基準
・敷地内の位置、規模、意匠、材料及び色彩については、各エリアの特性に配慮し、周囲の景観に与える違和感や雑然さを軽減するように努め、調和の
とれたものとする。
・敷地の緑化や建築物緑化に努め快適な生活空間を創出し、緑豊かな景観の形成を図るものとする。
・大規模建築物等だけでなく、その他の建築物や工作物、植栽等を含めた敷地全体としての景観のまとまりや質の向上に努めるものとする。
・良好な景観を形成している集落の入り口や街角などの視線を集める場所に建つ場合は、立地する場所に応じた位置、規模、意匠、材料及び色彩等に特
に配慮するものとする。
・他のエリアとの境界付近では、連続するエリアからの見え方や一連の景観としてのまとまりに配慮するものとする。
②項目別基準

（建築物）
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項目
位置・規模

景観形成基準
田園市街地ゾーン
田園集落ゾーン
・人々に親しまれている山・谷筋などを眺める視線を遮らないよう努める。
・沿道からの眺望の背景となる山並みの稜線を分断しない高さおよび規模となるよう努める。
・建物の高さや壁面位置がそろった通り沿いでは、その連続性の維持に配慮する。

山間ゾーン

・建築物の壁面の長手方向が沿道に面する形としないなど、開放的な田園への視線を遮 ・沿道から見下ろすことができる田園や集
らないよう配慮する。
落への視線を遮らないよう配慮する。
・分棟や雁行配置等により、周辺のまち並
み景観との調和や連続性及び地域の自然
景観との調和に配慮した位置・規模とす
る。

・分棟や雁行配置等により､周辺の自然･田園集落景観との調和に配慮した位置･規模と
する。

・ 周辺の土地利用やスケール感に応じて、 ・敷地境界線からの壁面の後退や高さを抑えるなど、周辺に圧迫感を与えないよう努
周辺への圧迫感の軽減に努める。特に通
める。
りに面する部分は、壁面の後退や高さを
抑えるなど通りに圧迫感を与えないよう
努める。

項目
意
匠

壁面

田園市街地ゾーン
・側面・背面の意匠にも配慮する。
・分節や雁行形とするなど、周辺のまち並
み景観との調和や連続性及び地域の自然
景観との調和に配慮した意匠とするよう
努める。
・意匠に統一性のある地域では、その統一
感を乱さないように配慮する。

壁面設備

景観形成基準
田園集落ゾーン

山間ゾーン

・長大で無窓など単調なものを避け、壁面の大きさに応じて分節や雁行形とするなど、
周辺の自然・田園景観に調和した意匠とするよう努める。
・通りに面する意匠に統一性のある地域では､その連続性に配慮する。

・給水管、ダクト等は、外壁面に露出させないよう設置する。
・工業農業等生産・流通系の建築物で、や ・工業農業等生産・流通系の建築物で、やむを得ず外部に露出する場合は、覆いを設け
むを得ず外部に露出する場合は、覆いを
たり、壁面と同色の仕上げを施すなど、目立たないように配慮する。
設けたり、壁面と同色の仕上げを施すな
ど、通りからの見え方に配慮する。
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屋根・屋上

・勾配屋根とするなど、周辺のまち並み景 ・原則として勾配屋根とし、棟違いや落ち ・原則として勾配屋根とし、周辺の自然
観との調和や連続性及び地域の自然景観
棟にするなど周辺の住宅に調和した規
景観との調和に配慮した形態・意匠とす
との調和に配慮した屋根・屋上とするよ
模の分節化を図り、周辺の自然・田園集
る。
う努める。
落景観との調和に配慮した形態・意匠と
・塔屋を設ける場合は、建築物と一体的な
する。
意匠とするなど、建築物全体のまとまり ・やむを得ず塔屋を設ける場合は、建築物と一体的な意匠とするなど、建築物全体の
に配慮する。
まとまりに配慮する。

屋上設備

・屋上設備を設ける場合は、壁面の立ち上
げやルーバー等により適当な覆い措置を
講ずる。
・工業農業等生産・流通系の建築物で、や
むを得ず覆い措置ができない場合は、通
りから見えにくい位置に設置する。

低層部

・長大で無窓など単調な壁面を作らないよう努める。
・商業業務施設が連続している通り沿いでは歩行者に配慮し、色彩の工夫など、賑わいを演出した意匠とするよう努める。

屋外階段

・形態、材料、色彩によって建築物全体としての調和に配慮する。

・屋上設備は設置しないよう努める。やむを得ず設置する場合は、壁面の立ち上げや
ルーバー等により適当な覆い措置を講ずる

項目
ベランダ等
材料

景観形成基準
田園市街地ゾーン
田園集落ゾーン
山間ゾーン
・形態、材料、色彩によって建築物全体としての調和を図り、洗濯物等が通りから直接見えにくい構造･意匠となるよう努める。
・特徴的な地場材料がある場合は、地場材料やそれに類した素材を活用するなど、地域性に配慮する。
・経年変化により見苦しくならない材料を選択するよう配慮する。
・住宅地、集落又はその周辺で、金属やガ ・金属やガラス等の光沢性のある材料を大きな面積で用いないよう努める。大きな面積
ラスなどの光沢性のある材料を大きな面
で用いる場合は、周辺景観との調和に努める。
積で用いる場合には、周辺景観との調和
に配慮する。

色
彩

外壁

75

・使用する色は、けばけばしくならないよ ・使用する色は、けばけばしくならないよう努める。基調色として使用できる色の範囲
う努める。基調色として使用できる色の
は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとする。ただし、着色されていない
範囲は、マンセル色票系においておおむ
自然系素材（木材、石材、レンガ、土壁材等）又はこれらに類する材料（レンガタイ
ね次のとおりとする。ただし、着色され
ル等）を使用し周囲の景観と調和している場合はこの限りでない。
ていない自然系素材（木材、石材、レン (1) Ｒ（赤）、ＹＲ（橙）又はＹ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
ガ、土壁材等）又はこれらに類する材料 (2) その他の色相を使用する場合は、彩度２以下
（レンガタイル等）を使用し周囲の景観
(3) 明度は全色相できる限り８以下とする。特に大きな壁面を有する場合は８以下を
と調和している場合はこの限りでない。
遵守する。
(1) Ｒ（赤）
、ＹＲ（橙）又はＹ（黄）系の
色相を使用する場合は、彩度４以下
(2) その他の色相を使用する場合は、彩度
２以下
・高層ビルの中高層部は、低彩度となる
よう努める。
・上記にかかわらず、各面の屋根を含む見付面積（鉛直投影面積）の 20 分の１以下の範囲に使用する場合はこの限りでない。

屋根

・基調となる色彩は、地域の和瓦葺きの家 ・基調となる色彩は、地域の和瓦葺きの家並みと違和感なく、周辺の緑と調和する黒な
並みと違和感なく、周辺の緑と調和する
いし灰色、またはこれに近い色彩とする。その範囲は、マンセル色票系においておお
低彩度の落ち着いた色調とするよう努め
むね次のとおりとする。ただし、石州瓦・八鹿瓦等伝統的材料を使用し周囲の景観と
る。その範囲は、マンセル色票系におい
調和している場合はこの限りでない。
ておおむね次のとおりとする。ただし、 (1) 全色相、明度５以下、彩度１以下
和瓦・石州瓦・八鹿瓦等伝統的材料を使 (2) 無彩色、明度５以下
用し周囲の景観と調和している場合はこ

項目

そ
の
他

田園市街地ゾーン
の限りでない。
(1) 10 Ｒから５Ｙまでの色相を使用する
場合は彩度４以下
(2) その他の色相を使用する場合は彩度
３以下
(3) 明度は全色相６以下

景観形成基準
田園集落ゾーン

山間ゾーン

・設置する壁面・屋根面の色彩等との調和や建築物と一体的な意匠とするなど、建築物からの突出感、違和感の軽減を図り、通りか
らの見え方に配慮する。
・地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えないよ
う配慮する。

植栽

・通り側には、地域で親しまれている樹種 ・既存樹木の保全に配慮するとともに、地域の植生を活かし地域で親しまれている樹種
等の低・中・高木を適切に配置し、植栽
を選定する、建築物緑化を行うなど、うるおいのある植栽により、周辺の自然・田園
帯を設ける、建築物緑化を行うなど、う
景観との調和に努める。
るおいのある植栽により、通りからの見
え方への配慮や周辺の緑地・植栽等との
連続性の維持に努める。
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太陽光発電
パネル

・ただし、工場立地法その他の法令により緑化の基準が設けられている事業所等に係るものについては適用しない。
駐車場

・配置や植栽等により、通りからの自動車の見え方や周辺景観との調和に配慮する。
・塀・門を設置する場合は形態・意匠等について周辺との調和に配慮する。

接道部

・単調で閉鎖的な塀・門及び圧迫感のある擁壁を避けるなど、周辺との調和に配慮する。特に連続性のある景観を形成している地域
では、その連続性の維持に努める。

造成等

・商業業務施設が連続している通り沿いで
－
は、通りの賑わいの創出に配慮する。
・既存の地形を活かした造成に努め、切土・盛土は最小限に抑える。
・造成により生じたのり面は、緑化や石積みなどの修景を行い、周辺環境との調和を図る。

（工作物）
項目
位置・規模

景観形成基準
田園市街地ゾーン
田園集落ゾーン
・人々に親しまれている山・谷筋などを眺める視線を遮らないよう努める。
・沿道からの眺望の背景となる山並みの稜線を分断しない高さおよび規模となるよう努める。
・周囲の景観に違和感を与えない位置・規模とするよう努める。

山間ゾーン

意匠

・工作物の壁面の長手方向が沿道に面する形としないなど、開放的な田園への視線を遮 ・沿道から見下ろすことができる田園や
らないよう配慮する。
集落への視線を遮らないよう配慮する。
・周囲に与える突出感、違和感を軽減するような意匠とする。

材料

・特徴的な地場材料がある場合は、地場材料やそれに類した素材を活用するなど、地域性に配慮する。
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・住宅地、集落又はその周辺で、金属やガ
ラスなどの光沢性のある材料を大きな面
積で用いる場合には、周辺景観との調和
に配慮する。
・経年変化により見苦しくならない材料を
選択するよう配慮する。
色
彩

外壁

・金属やガラス等の光沢性のある材料を大きな面積で用いないよう努める。大きな面
積で用いる場合は、周辺景観との調和に努める。
・通りに面する意匠に統一性のある地域では､その連続性に配慮する。

・使用する色は、けばけばしくならないよ ・使用する色は、けばけばしくならないよう努める。基調色として使用できる色の範
う努める。基調色として使用できる色の
囲は、マンセル色票系においておおむね次のとおりとする。
範囲は、マンセル色票系においておおむ ・ただし、着色されていない自然系素材（木材、石材、レンガ、土壁材等）又はこれ
ね次のとおりとする。
らに類する材料（レンガタイル等）を使用し周囲の景観と調和している場合はこの
ただし、着色されていない自然系素材（木
限りでない。
材、石材、レンガ、土壁材等）又はこれ (1) Ｒ（赤）、ＹＲ（橙）又はＹ（黄）系の色相を使用する場合は、彩度４以下
らに類する材料（レンガタイル等）を使 (2) その他の色相を使用する場合は、彩度２以下
用し周囲の景観と調和している場合はこ (3) 明度は全色相できる限り８以下とする。特に大きな壁面を有する場合は８以下を
の限りでない。
遵守する。
(1) Ｒ（赤）
、ＹＲ（橙）又はＹ（黄）系の
色相を使用する場合は、彩度４以下
(2) その他の色相を使用する場合は、彩度
２以下
・上記にかかわらず、各面の屋根を含む見付面積（鉛直投影面積）の 20 分の１以下の範囲に使用する場合はこの限りでない。

項目

屋根
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景観形成基準
田園市街地ゾーン
田園集落ゾーン
山間ゾーン
・航空法その他の法令により色彩について許可等を受けて設置する工作物、広告塔、広告板及び遊戯施設については、適用しない。
・煙突や鉄塔等高さのあるものにあっては、特に中上部について低彩度とするよう努める。
・基調となる色彩は、地域の和瓦葺きの家 ・基調となる色彩は、地域の和瓦葺きの家並みと違和感なく、周辺の緑と調和する黒
並みと違和感なく、周辺の緑と調和する
ないし灰色、またはこれに近い色彩とする。その範囲は、マンセル色票系において
低彩度の落ち着いた色調とするよう努め
おおむね次のとおりとする。ただし、石州瓦・八鹿瓦等伝統的材料を使用し周囲の
る。その範囲は、マンセル色票系におい
景観と調和している場合はこの限りでない。
ておおむね次のとおりとする。ただし、 (1) 全色相、明度５以下、彩度１以下
和瓦・石州瓦・八鹿瓦等伝統的材料を使 (2) 無彩色、明度５以下
用し周囲の景観と調和している場合はこ
の限りでない。
(1) 10 Ｒから５Ｙまでの色相を使用する
場合は彩度４以下
(2) その他の色相を使用する場合は彩度３
以下
(3) 明度は全色相６以下

太陽光発電
パネル

・設置する工作物の色彩等との調和や、工作物と一体的な意匠とするなど、周辺からの見え方に配慮する。
・地上に設置する場合は、通りや周辺から展望できる部分において、植栽等により修景を行うなど、周辺景観に違和感を与えない
よう配慮する。

植栽

・通りからの見え方や周辺の緑地・植栽等
との連続性に配慮したうるおいのある植
栽に努める。

・既存樹木の保全や地域の植生に配慮したうるおいのある植栽により、周辺の自然・
田園景観との調和に努める。

・ただし、工場立地法その他の法令により緑化の基準が設けられている事業所等に係るものについては適用しない。
駐車場

・配置や植栽等により、通りからの自動車の見え方や周辺景観との調和に配慮する。
・塀・門を設置する場合は形態・意匠等について周辺との調和に配慮する。

接道部

・単調で閉鎖的な塀・門及び圧迫感のある擁壁を避けるなど、周辺との調和に配慮する。特に連続性のある景観を形成している地
域では、その連続性の維持に努める。
・商業業務施設が連続している通り沿いでは、通りの賑わいの創出に配慮する。

（開発行為等）
項目
開発行為

規模

植栽
土地の開墾、土石の採
取、鉱物の掘採その他
の土地の形質の変更

規模

植栽
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木竹の植栽又は伐採

屋外における土石、廃
棄物、再生資源その他
の物件の堆積

景観形成基準
田園市街地ゾーン
田園集落ゾーン
山間ゾーン
・行為の面積は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮する。
・長大な法面や擁壁が生じないようにする。
・ただし、やむを得ない場合、法面は、できる限り緩やかな勾配とし、区域の植生と調和した緑化を図る。また、擁壁は
素材、表面処理の工夫、前面緑化等により、周辺の環境及びまち並みとの調和に配慮すること。
・周辺の植生にあわせて緑化を行う。
・行為の範囲は必要最小限に留め、周辺の景観との調和に配慮する。
・コンクリート擁壁などによる造成は避け、石等の自然材料を用い、周辺の景観などに溶け込むように周囲との調和を図
る。やむを得ずコンクリート擁壁とする場合は、植栽を併用するなどの修景に努める。
・土石の採取、鉱物の採採は、周辺から目立ちにくいよう方法を工夫する。
・行為完了後は、原則として緑化を行うこと。
・法面の緑化を行う。
・ただし、地質等により、緑化が困難な場合はこの限りではない。

植栽

・伐採は必要最小限に留める。
・計画地の中に優れた植樹や樹林がある場合は、できる限り保全し、修景に活用する。
・地域の植生にあった植栽に努める。

規模

・物件の堆積は整然と行い、周辺の景観に配慮した高さ・規模とする

植栽

・敷地外からの出入り口は限定し、敷地周囲の植樹や遮蔽工作物を設置するなど、堆積物件が見えにくくなるような措置
を講じる。

規模

（屋外広告物）
項目
位置・規模等

景観形成基準
田園市街地ゾーン
田園集落ゾーン
山間ゾーン
◎沿道からの眺望の背景となる山並みの稜線を分断しない高さ及び規模とする。
・建築物等の屋上を利用するもの、壁面を利用するもの及び壁面より突出するもの（以下「壁面広告物等」という。
）にあっては、２
階以下に表示又は設置するものとする。
・広告旗等動く広告物等は表示又は設置をできるだけ控えるものとし、やむを得ず設置
する場合においても２階以上には表示又は設置しないものとする。
－
・広告旗については、必要最低限の期間の表示又は設置にとどめ、適切に管理するもの
とする。

項目
色

彩

景観形成基準
田園市街地ゾーン
田園集落ゾーン
山間ゾーン
◎地色（建築物等の壁面等が地となる場合を含む。以下同じ。）はけばけばしくならないように努めるものとし、その範囲はマンセル
色票系においておおむね次のとおりとする。
(1) Ｒ、ＹＲ系の色相を使用する場合は彩度６以下
(2) Ｙ系の色相を使用する場合は彩度４以下
(3) その他の色相を使用する場合は彩度２以下
上記にかかわらず、以下の範囲に使用する場合はこの限りでない。
ア 屋外広告物条例に規定する「許可地域」の場合
・・・ 表示面積の 50％以下
イ 屋外広告物条例に規定する「禁止地域」の場合
・・・ 表示面積の 25％以下
ただし、次に掲げるものに関しては上記の色彩基準にかかわらず表示することができる。
(1) 表示が、公益、慣例その他の理由によりやむを得ないもので、景観上支障がないと認められるもの
(2) 最上部の高さが４ｍ以下である広告物で高彩度色の面積が１㎡以下のもの（高彩度色とは、Ｒ、ＹＲ系の色相については彩度６
を、Ｙ系の色相については彩度４を、その他の色相については彩度２を超えるものをいう。以下同じ。）
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◎文字等（文字等とは、文字、企業のロゴ ◎文字等に使用する色については、高彩度色の使用を２色以下とし、アクセント色とし
マークおよびそれに類するものをいう。
て使用するものとする。
以下同じ）に使用する色については、高
彩度色の使用を２色以下とし、アクセン
ト色として使用するものとする。
表示内容
意匠（形状）

材

料

その他

・壁面広告物等の表示内容については、原則として店名又は業種名のみとする。
・長方形を基本とする。ただし、材質に自然素材を用いる場合はこの限りではない。
・建て植えをするものにあって、一敷地に複数表示又は設置する場合は集合化に努めるものとする。やむを得ず集合化できない場合
は、意匠をそろえるなどの工夫をする。
・建て植えするものにあっては、周囲の景 ・建て植えをするものにあっては、周囲の景観に配慮した枠を設けるとともに、その枠
観に配慮した枠を設けるよう努める。
は間伐材等を使用した木製とするよう努める。
・特徴的な地場材料がある場合は、地場材料やそれに類した素材を活用するなど、地域性に配慮する。
－
・木、石を感じさせる材質を使用するよう努める。
◎電照式とする場合は、外照式とするなど夜間景観に配慮したものとする。

※道路路端から 100ｍを超える区域においては、◎印表記の基準のみを適用する。

参考：色彩基準のマンセル色票系について
色彩に関する基準では、ＪＩＳによるマンセル色票系を採用しています。
マンセル色票系とは、1905 年、マンセル氏（A.H.Munsell）によって考案されたもので、
物体表面の色を色味（色相 Hue）
、明るさ（明度 Value）
、鮮やかさ（彩度 Chroma）の三
つの属性によって表示したものです。
例えば右の色をマンセル色票系で表すと、次のようになります。
※印刷によっては実際のマンセル色票と色が異なる場合があ
ります。
図①は、このマンセル色票系を立体的に表したもので、
「色立体」
といいます。中心に黒から白までの色味の濃い無彩色の柱があり、
それを取り囲んで、赤・黄・緑…等、各色味の環があります。
図①

●色相（色味）

色立体図
5YR

図②は図①の色立体を真上から見たときの色の並びを示
しており、これでみると、色相は５ＹＲ（ＹＲ＝橙系）で
あることがわかります。
●明度（明るさ）
図③は図①の色立体を５ＹＲの位置で縦に切ったもので、
縦軸を明度、横軸を彩度として、色相５ＹＲの色が並んで
います。これでみると明度は６であることがわかります。
図②

●彩度（鮮やかさ）

マンセル色相環図

同じく図③でみると彩度は４であることがわかります。

図③
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4-4
１

その他の景観づくりに関する方針
景観重要建造物・景観重要樹木の指定方針
景観法第８条第２項第３号の規定に基づく景観重要建造物及び景観重要樹木は、文化財

的・歴史的価値のみを問わず、
「市民から親しまれている」
「地域のシンボル」など、景観上
重要な要素となっている建造物や樹木について、次に示す方針により指定します。
（1）景観重要建造物の指定の方針
次に示す特徴を持つ建造物について、所有者の意見を聴いた上で景観重要建造物として
指定します。
①
②
③
④

地域の景観を特徴づけている建造物
歴史的、文化的又は建築学的に価値のある建造物
市民に親しまれている建造物
良好な景観の形成のために市長が必要と認める建造物

（2）景観重要樹木の指定の方針
次に示す特徴を持つ樹木について、所有者の意見を聴いた上で景観重要樹木として指定
します。
①
②
③
④

２

地域の景観を特徴づけている樹木
地域の自然、歴史、文化的に価値が高いと認められる樹木
市民に親しまれている樹木
良好な景観の形成のために市長が必要と認める樹木

景観重要公共施設の整備方針
本市の主要な景観の構成要素となっている道路、河川、公園などの公共施設は、その周辺
地域における良好な景観形成をけん引する重要な役割を担うものであることから景観重要
公共施設と位置づけ、景観との調和に配慮した施設整備を行うための整備方針の策定を検討
します。

3

屋外広告物に関する方針
屋外広告物の表示及び設置に関する行為については、兵庫県屋外広告物条例と連携し、本
計画に定める良好な景観の形成に関する方針に基づき、周辺景観との調和に配慮した掲出方
法や意匠など、
地域ごとの環境に応じた基準を定め、より良い広告景観の形成を促進します。
また、屋外広告物はまち並みや眺望など養父市らしい景観に与える影響が大きいことから、
規制・誘導の強化を図るため、本市独自の屋外広告物条例の制定を検討します。
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第 5 章 『景観まちづくり』の推進に向けて
1

市民協働の景観まちづくり
養父市景観計画及び景観条例に基づき、市民・事業者等と行政が一体となって、良好な景
観まちづくりに取り組むことで、まちの魅力が向上し、にぎわいと活力に満ちた養父市とな
ることを目指します。そのために、それぞれが担う役割を明確化するとともに、協働体制の
充実、強化に努めます。

（1）市の推進体制
１）景観審議会の設置
学識経験者、関係団体等・市民を代表する者などで構成する景観審議会を設置し、景観
計画の変更や景観形成重点地区、景観重要建造物・樹木の指定などについて審議を行うほ
か、行為の届出内容が景観形成基準に適合しない場合の勧告・命令など、良好な景観の形
成に関する重要な事項について、それぞれの専門的な立場から審議を行います。
２）景観専門アドバイザーの活用
景観計画の実効性を高め、より質の高い建築物等のデザインを誘導するためには、専門
家等による助言などが必要です。このため、建築行為などの事前相談や事前協議等を行う、
景観専門アドバイザー制度の創設を検討します。
３）庁内の横断的な体制による取り組み
景観まちづくりを強力かつ効果的に推進するためには、景観行政担当のみならず、庁内
の関係部課が情報交換や協議を行い、様々な景観施策が展開できるよう、庁内の横断的な
連携体制を整えます。
４）関係機関への協力要請
国や県等の地方公共団体及び電力会社等の公益事業団体に対し、本市が目指すべき良好
な景観の形成に関する基本理念や方向性に即した事業実施についての協力を要請します。
５）景観づくりを先導する公共施設の景観づくり
市が行う公共施設の建設等の実施にあたっては、景観計画に定める景観形成方針に基づ
き、地域の景観特性や周辺環境との調和に配慮し、良好な景観の形成のモデルとなる公共
施設の整備に努めます。
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