
山鹿市景観計画概要版

５　市全域で取り組むこと

★山鹿市全域において、一
定規模以上の建築物を建
築する際に事前に届出を
していただき、景観との
調和を図っていただくも
のです

屋根や外壁、ネオンサインは遠くか
らも目立つような原色を避ける

敷地を積極的に緑化する

建物の位置は道路から1ｍ以上後退
して通りの見通しやゆとりを確保

一般的な住宅等を建てる際には届出は必要ありません。

★景観に影響を与えそうな
施設について事前に届出
をしていただき、景観と
の調和を図っていただく
ものです

建物に鮮やかな色の使用を避ける

敷地内を緑化する

道路境界から後退する

●規模が大きく目立つような建物などに対するルール
　（大規模建築物等届出）

●意匠や形態がよく目立つ建物などに対するルール
　（特定施設届出）

一般的な住宅等を建てる際には届出は必要ありません。

　市の全域を対象に、景観を守り、よりよくしていくためのルールとし
て、３つの仕組みを導入します。

風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律に規定する
営業を行うための施設、危険物
の規制に関する政令に規定する
給油取扱所（専ら自家用に供す
るものを除く）、旅館業法に規
定する営業を行うための施設、
広告物、その他特定施設届出地
区の景観を構成するうえで重要
な要素となる施設及び設備
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対象 届出の対象となる行為

建築物、
工作物

柵、塀、擁壁

土地、敷地

新築、増築、改築、移転、撤去、
外観の変更

設置、外観の変更

区画形質の変更、法面
（土石の採取や土地の造成など）

対象 届出の対象となる行為

特定施設
新築、増築、改築、移転、設置、
撤去、外観の変更

■大規模建築物等とは

高さ13ｍ超
又は
延べ面積1000㎡超のもの

高さ13ｍ超
又は
敷地面積1000㎡超のもの

１．建築物

２．工作物

４．柵及び塀
高さ２ｍ超
かつ
長さ30ｍ超のもの

６．土地区画形質の変更
3000㎡を超える面積の土地区画
形質の変更
又は
高さ5ｍ超かつ長さ10ｍ超の法面

■特定施設の例
・風営法で定める施設　
　　例：パチンコ屋、マージャ

ン屋、ゲームセンター、
モテル等

・危険物法で定める給油所　　
　例：ガソリンスタンド

・旅館業法で定める施設
　　例：ホテル、旅館等
・景観上重要な施設
　　例：飲食店、物品販売店等
・広告物　　　
　　例：はり紙、はり札、立看

板、のぼり、ぼんぼり、
広告網、アドバルーン及
びこれらに類するもの

■特定施設とは

屋根や外壁、ネオンサインは遠くか
らも目立つような原色を避ける

敷地を積極的に緑化する

建物の位置は道路から1ｍ以上後退
して通りの見通しやゆとりを確保

５．擁壁
高さ5ｍ超
かつ
長さ10ｍ超のもの

広告物
（熊本県屋外広告物
条例に基づく許可を
受ける物を除く）

設置、外観の変更

高さ13ｍ超
又は
一面の表示面積が15㎡超のもの

３．広告物

（熊本県屋外広告物
条例に基づく許可を
受ける物を除く）



国道３号

国道325号

国道３号、３２５号

平小城

番所

不動岩

日輪寺

菊水ICから
　　　　→

　南関から
　　　　→

福岡県から
　　　　→

　菊池・阿蘇から
　←

★景観重要建造物・樹木　同公共施設

★重要生活景観要素

●景観上重要なものについて

●範囲

特定の建造物や樹木、
公共施設について、そ
の所有者や管理者の同
意の下に、山鹿市の景
観上の位置付けを明確
にし、大事にしていく
ものです

●特定施設届出

●大規模建築物等届出

山鹿市全域

●景観上重要なものの
　指定

図中の道路の沿道
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国道443号

国道３号、３２５号
以外の路線

各基準の詳細は第２部をご覧ください

鞠智城公園

ゆ～かむ
小栗郷

県立装飾古墳館

矢谷渓谷

景観法第８条に規定されたもの
で、道路、河川、都市公園、海
岸、港湾、漁港、自然公園等に
係る公共施設のうち、景観計画
の中で、良好な景観の形成に重
要なものとして定められたもの
をいう。

景観法第19条に規定されたも
ので、景観計画に定められた
指定の方針に則して、景観行
政団体の長が指定した良好な
景観の形成に重要な建造物。
指定後は、その形状変更等に
ついては景観行政団体の長の
許可が必要となる。

景観法第28条に規定されたも
ので、景観計画に定められた
指定の方針に則して、景観行
政団体の長が指定した良好な
景観の形成に重要な樹木。指
定後は、その形状変更等につ
いては景観行政団体の長の許
可が必要となる。

■景観重要建造物について

■景観重要樹木について

■景観重要公共施設について

景観資源のうち、上記3つに当
てはまらないが、市民に親しま
れている山鹿らしさを醸し出し
ている等の、景観形成上重要な
要素となっているもの。

■重要生活景観要素について

国道３号　　
国道３２５号
国道４４３号

県道９号　　日田鹿本線
県道１６号　玉名山鹿線
県道１８号　菊池鹿北線の一部
県道３７号　熊本菊鹿線の一部
県道５５号　山鹿植木線
県道１９５号和仁山鹿線
県道１９６号鹿本松尾線の一部
県道２００号畑中山鹿線の一部

市道 杉野馬見線～湧尾八峰線
市道 吹上稲田線～津袋山鹿線
市道 新平小城三岳線
市道 稗方立徳線
市道 伏鍋中尾線～御宇田山鹿線
　　　　　　　　　　　　など

■特定施設届出の対象となる
　幹線道路
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６　特定の地区で取り組むこと

★すでに地区の景観形成が
　評価されていること

★山鹿の歴史を感じさせる
　景観が残されていること

★山鹿の豊かな自然が色濃
　く見えること

★すでに住民主体の活動が
　始まっていること

★菊池川周辺地区
★岳間地区
★平小城地区
★番所地区

〈ルールの考え方〉

●自然と人々の暮らしが調和した景観

■地区の選定について

　景観形成誘導地区・重点地区
の選定にあたっては、以下のよ
うな条件を勘案して、モデル地
区として８地区を定めます。

■誘導地区となるためには

　関係する市民の主体的な活動
がある地域からの自薦・他薦に
よる申請を受けて、選定基準に
照らし、その指定を判断する予
定です。
具体的な判断基準としては、
・活動主体が明確であること
・山鹿の自然や歴史を表現する
　景観資源が複数存在すること
・景観の保全に緊急性があること
　など
と考えています。

■重点地区となるためには

　地区の固有の景観をよりよくしていくために、以下のよう
な景観形成誘導地区・景観形成重点地区を指定し、景観形成
を進めます。
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建物の高さや大きさ、色彩が周囲
から突出したり、自然景観の美し
さを損なうものでないこと

伝統的な家屋の造り方を継承した
り、生垣を造るなど、自然と溶け
込んだ農村集落の形状を維持する

　誘導地区から重点地区への移行
を希望する地区からの申請を受け
て、選定基準に照らしてその指定
を判断する予定です。
具体的な判断基準としては、
・市民の自主的活動の成果が複　
　数の場所で認められ、活動が　
　周辺に拡がることが期待できる
・山鹿市を代表する景観として　
　内外に周知する価値が認めら
　れる
・財政的支援によって様々な波　
　及効果を期待できる　　
　など
と考えています。

　モデル地区以外の地区も景観
形成誘導地区になることができ
る仕組みを考えています。

★良好な景観を維持・保全
　するための基準
　（景観形成基準）

★より良い景観形成のために
　協力してほしい部分や考え方
　（景観誘導方針）

　岳間地区　

　番所地区　

　鞠智城公園周辺地区　

　菊池川周辺地区　

　歴史的町並み地区　

　豊前街道山鹿地区（重点地区）

　平小城地区　

　菊池往還来民地区　



★歴史的町並み地区
★菊池往還来民地区
★鞠智城公園周辺地区

●長い歴史と現代の暮らしが調和した景観

〈主なルール：景観形成基準 〉

★豊前街道山鹿地区

●山鹿の歴史をよく表した景観
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★
★

★

★
★★

★ ★

★

★★ ☆

★
★

☆

☆

☆

身近にある大切
な景観要素

良いものはたくさんあるが、
みんなで力を合わせないと維持
できない

山鹿市全域

★

★

★★ ☆

市民の
主体的な
取り組み
がある地区

★

★

★★ ☆
★

★☆

景観形成誘導地区

★

★
★★☆
★

★☆

★
☆

景観形成重点地区

身近にある大
な景観要素

〈ルールの考え方〉

建物の高さや大きさ、色彩が周囲
から突出したり、歴史的な情緒を
損ねるものでないこと

土地の歴史を明確に表現するため
に、旧状の復原をしたり、阻害要
因に目隠しをするなどして、情緒
ある町並みとする

江戸末期～戦前期にかけての建
築様式を参照し、山鹿の素材・
技術を多用して沿道空間を形成
していく。景観を阻害するもの
は遮蔽するなどし、山鹿市を代
表する景観として重点的に修景
していく。

××

★建物の壁面の位置は出来るだけ揃える
★屋根は瓦葺き勾配屋根とする（洋風建築物等を除く）
★高さは木造２階建て以下とする
★外壁の色彩は白・灰色・黒またはこれに近い色とする（洋風建築物等を
　除く）
★建具は木製及び濃い茶・黒系のサッシとする
★コインパーキングを設ける際には通りから目立たないように塀を設ける
★自動販売機は景観と調和する素材で覆う　
★広告物にはその表示面積１／３以上に鮮やかな色彩を使用しない
★電飾設備を有するものは、昼間において美観を損ねないもので、点滅速
　度は努めて緩やかなものとする　　　　　　　　　　　　　　　など

各基準の詳細は第２部をご覧ください

★より良い景観形成のために
　協力してほしい部分や考え方
　（景観誘導方針）

★良好な景観を維持・保全
　するための基準
　（景観形成基準）



７　よくある質問
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● 計画に関すること
Ｑ：目的に観光客の誘致、財政アップがあるように感じるが？

Ａ：山鹿の良好な景観の維持保全が目的です。その結果、観光客の増加につながる事もあるかも

しれません。

Ｑ：この計画に書いてあることをすべて市がおこなうのか？

Ａ：景観計画は、景観に対して取り組むべき基本となるもので、他の行政機関を含め各方面には

ご理解、ご協力をお願いしながら実現していくものです。

● ルールに関すること

Ｑ：今の条例についての簡単な説明と今回の変更点は？

Ａ：大規模建築物等の届出や特定施設の届出については今までありましたが、その範囲や内容に

ついて見直しました。また、建造物等の指定の方法についても記述しました。

Ｑ：建築については、建築確認申請で確認できると思うが？

Ａ：一般的な個人の住宅については都市計画区域内のみ建築確認申請が必要です。区域外の大部

分の建物について建築確認申請が行われていないのが現状です。

Ｑ：山奥など景観を考えなくてもよいところまで区域に入っているが？

Ａ：今まで関係のないと思われていたところに、別荘が建つなどの例があります。予防保全的な

範囲としています。

Ｑ：建物の撤去や移転についても届出が必要なのか？

Ａ：建物がなくなり、景観が大きく変わることもありますので、解体・撤去も対象としています。

Ｑ：現在ある建物で基準に適合していないものについては、どのように対応した方がよいか？

Ａ：次の更新時に条例にそった変更をお願いすることになります。

Ｑ：今回提案の地区しか誘導地区になれないのか？

Ａ：今回の地区についてはモデル地区として選定しております。この地区以外でも誘導地区とな

ることができる仕組みを考えています。

Ｑ：ビニールハウスにブルーシートをかけ車庫のように利用する場合も対象か？

Ａ：恒久的なものを対象としています。継続的に車庫等で利用するものであれば届出をお願いし

ます。

● 補助に関すること

Ｑ：景観計画を定めればある程度の補助はあるのか？

Ａ：計画を作ったことですぐ補助があるわけではありません。

Ｑ：基準通りに建築するとなると費用がかさむ。支援や補助がないと、市の思う通りの景観形成

は出来ないのでは？

Ａ：重点地区の修景については助成を考えています。誘導地区については取り組み次第で重点地

区に移行できる仕組みも考えています。

Ｑ：まちづくり団体補助の対象は？

Ａ：重点地区、誘導地区に限らず市全域を対象としています。活動実績等を基に審査を行い、市

の示す活動の基準に照らして補助決定をすることになります。



★山鹿が誇るまちの表情（景観）はすぐにできるものではあ

りません。小さなものをみんなが少しずつ積み重ねた結果

出来るものです。

★積み重ねていくことを止めれば、その瞬間から少しずつ消

えていってしまいます。

★実を結ぶのは、遠い未来のことのようでも、今行動をはじ

めなければ、私たちが誇りにしてきたこのまちの景観は、

孫子の代には失せているでしょう。

★未来の山鹿市民が後悔しないように、一人ひとりができる

ことから、景観づくりに挑戦しませんか。

●策定スケジュール

●おわりに

平成１８、１９年度 平成２０年度 平成２１年度以降

景観計画策定

景観条例策定

景観条例運用

８　計画の実践にむけて

※平成21年度以降、景観計画・条例
　の見直しは随時行っていきます
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