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景観計画のつくりかた
～検討のプロセス～

３ー１

★町並み景観部会

★屋外広告物部会

・地区範囲
・豊前街道や菊池往還の整備方針
・色や形、高さについての基準
・多くの人が参加しやすい補助制度
　
・掲出にあたってのルール
・山鹿らしい個性のある広告物への誘導（色、形、素材）

・８つのゾーンごとの景観形成の方針
・大規模施設等届出や特定施設届出について
・特定の地区の選定と景観形成のあり方について

・各専門部会での検討結果についての確認
・景観重要建造物、景観重要樹木、景観重要公共施設の
　指定の考え方
・誘導地区から重点地区への移行について

★地域別構想部会

☆策定協議会

■策定協議会の設置

■４つの部会の設置

山　鹿　市

山鹿市景観計画
策定協議会

山鹿市都市景観審議会

市民アンケート
市民ワークショップ

★菊鹿地域構想部会
・（地域別構想部会に同じ）
・菊鹿地区自然環境保護条例、菊鹿地区特定ホテル建築規

制条例について（菊鹿地域構想部会）
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審議 計画素案の提示

連絡

反
映

本計画を策定するにあたって、景観審議会で素案の審議を行いまし

たが、その素案の作成には、景観計画策定協議会の意見を踏まえるこ

ととしました。策定協議会は市民や専門家、行政職員を交えた４つの

専門部会から構成されています（下図）。

19年度の景観計画策定期間
中は、既存の景観審議会に
加えて、「山鹿市景観計画
策定協議会」を立ち上げ、
事務局とともに計画素案を
まとめました。

４つの部会では、それぞれのテーマ毎に具体的なルールを制定する

ことを念頭にした議論を行いました。各部会では下記のようなテーマ

で意見集約を行いました。

協議 提示
【山鹿市景観計画策定協
議会】
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■町並み景観部会

■屋外広告物部会

■地域別構想部会

■菊鹿地域構想部会

□策定協議会

第１部　山鹿市景観基本計画
　第3章　景観計画のつくりかた

豊前街道周辺及び来民地区の景観形成について検討しました。豊前

街道では、過去２０数年間の修景の成果をさらに活用していくために、

豊前街道から分岐している小路沿道の景観資源に着目しました。来民

地区では、現状では家屋群の歴史的価値の位置付けが低く、保存の議

論も盛り上がりに欠けることから、景観の価値づけができるような方

法を検討しました。いずれも、メンバーが現地を視察し、詳細な景観

形成基準について検討し、両地区にふさわしい景観形成のあり方や方

法について議論しました。

屋外広告物の掲出が及ぼす景観への悪影響を低減するための方法に

ついて議論しました。「山鹿の自然や田園風景を守る」「市民や来訪

者の安心安全を高める」「来訪者を優しく山鹿に迎え入れる」「山鹿

の魅力を高める生活感あふれる広告をつくる」の４つのテーマを掲げ

て、景観を阻害しない掲出の在り方や、のぼり旗が乱立してしまうこ

との防止策、観光客の視線に映る景観に配慮する、土地の素材を活か

し山鹿らしさがある看板づくりなどについて検討しました。

山鹿市全域を対象にした景観形成と、特定の地区を想定する景観形

成の２つの側面から検討を行いました。大規模な建築物等や主要道路

沿道の建築物等に関しては、届出対象となる規模やその形成誘導の考

え方をまとめました。また、景観上の特徴のある複数の地区景観をリ

ストアップし、景観形成の効果を勘案して景観形成誘導地区、同重点

地区の選定を行い、それぞれの地区ごとの景観形成の在り方について

検討を行いました。

検討の項目としては上記の地域別構想部会と同様の内容ですが、加

えて旧菊鹿町時代に制定されていた自然保護や特定ホテル建築規制に

関する条例の制定趣旨の継承について検討しました。これらの条例が

過去の苦い経験を元に制定された経緯を踏まえ、山鹿市の景観計画・

条例においてもその趣旨を尊重して考えていくこととしました。また、

鞠智城公園周辺と番所地区の２箇所をリストアップし、それぞれの景

観形成の在り方について検討しました。

この場では、４つの部会からの検討結果の報告及びその内容につい

ての意見交換を行い、それぞれの議論の成果を共有しました。また、

共通の議題として、景観形成重要建造物や樹木の指定方針について検

討し、景観法で規定されているもの以外で山鹿市独自のものとして

「重要生活景観要素」を追加したほか、市民の景観形成の意欲に応え

られるしくみづくりについて議論しました。



景観計画の改善策の立案
～これまでの経験から～
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３ー２

項目

名称

大規模建築物等
届出地区

特定施設届出
地区

都市景観形成
地区

景観形成建造物

都市景観への
住民参加

表彰、助成

効　　果

・敷地の緑化等についてはある程度協力
が得られた。

・届出をされた物件については、ある程
度山鹿市の景観の方向性について理解
が得られた。

・派手な建築物や看板について、ある程
度の抑止力となった。

・届出をされた物件については、ある程
度山鹿市の景観の方向性についての理
解が得られた。

・派手な建築物や看板について、ある程
度の抑止力となった。

・景観条例の届出対象区域内は区域外よ
りも景観に対する意識が上がった。

・届出をされた物件については、ある程
度山鹿市の景観の方向性を理解してい
ただいた。

・派手な建築物や看板について、ある程
度の抑止力となった。

・景観形成建造物の指定、登録制度によ
り歴史的な建築物の保全に成功した。

・景観形成建造物の集積を活かしたまち
づくりに繋がった。

・まちづくり協定の認定実績はなく、効
果は確認できない。

・表彰制度について活用した事例がなく、
効果は確認できない。

・助成制度については、まちなみ整備事
業補助金交付要綱を整備し、豊前街道
沿道の修景を推進することができた。

課　　題

・誘導する基準が曖昧な表現となっているので、届出に
来られた方から景観誘導の意図が分かりづらいとの意
見が多々あった。

・届出されたデザインを変更させるのが難しい。
・山鹿市が意図するデザインガイドライン的なものがない。
・山鹿市全域を網羅したものではなかった。

・誘導する基準が曖昧な表現となっているので、届出に
来られた方から景観誘導の意図が分かりづらいとの意
見が多々あった。

・届出されたデザインを変更させるのが難しい。
・山鹿市が意図するデザインガイドライン的なものがない。
・山鹿市全域を網羅したものではなかった。

・誘導する基準が曖昧な表現となっているので、届出に
来られた方から景観誘導の意図が分かりづらいとの意
見が多々あった。

・届出されたデザインを変更させるのが難しい。
・行政主導で進めてきたので、地元の理解（どういう物
件について届出すべきか、どういう規制がかかってい
るのか等）が得られていない状況がみられた。

・住民から新たな指定を望む声がなかった。

・指定、登録対象物件が都市景観形成地区（豊前街
道沿道ゾーン）に限られている。

・歴史的な価値のある建築物のみを指定、登録でき
るようにしている。

・地元に景観形成の主となる団体を見つけることが
できなかった。

・まちづくり協定づくりを積極的に推進しなかった。
・この制度の存在を知られていない。

・表彰を行なう取り決めが確立していなかった。
・助成制度について、現制度では改修の基本的な方
針、建築規模における補助金、所有者変更の場合
と補修周期、現在の事業のやり方等について改善
の余地がある。

■景観計画を策定す
るにあたり参考に
したこれまでの経
験

これまでも景観形成の取り組みが行われてきましたが、ここではそ

の結果蓄積された実績を、山鹿市都市景観条例の構成を下敷きにして

分類し、さらに景観計画策定協議会での議論を加味して、その改善策

についてまとめました。

山鹿市都市景観条例
　第６章

山鹿市都市景観条例
　第５章

山鹿市都市景観条例
　第４章

山鹿市都市景観条例
　第７章

山鹿市都市景観条例
　第８章

山鹿市都市景観条例
　第９章
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課題の背景

・事前に条例等で基準を確認しても、わかりづらい。
・届出に来られた時点ではすでに建築物をどういうデザ
インにするか決定している。建築主の表現の自由も考
慮しなくてはならない。

・旧山鹿市の一部を対象とした条例であったので成果の
範囲が限定的であった。

・事前に条例等で基準を確認しても、わかりづらい。
・届出に来られた時点ではすでに建築物をどういうデザ
インにするか決定している。建築主の表現の自由も考
慮しなくてはならない。

・旧山鹿市の一部を対象とした条例であったので成果の
範囲が限定的であった。

・事前に条例等で基準を確認しても、わかりづらい。
・届出に来られた時点ではすでに建築物をどういうデザ
インにするか決定している。建築主の表現の自由も考
慮しなくてはならない。

・景観の価値を共有できない。（住んでいる人々にとっ
ては当たり前の景観であるため、大きな阻害要因が出
てくるまでは、その価値に気づきにくい）

・豊前街道周辺に限り、歴史的な建築物等調査を行って
候補物件を選定している。

・歴史的に価値のある物件にのみ候補をしぼっている。

・長期的な視野の欠如（自分達の住んでいる地区の景観
を将来的に考えてどうするべきなのかを考える機会が
ない）

・景観の価値を共有できない。（住んでいる人々にとっ
ては当たり前の景観であるため、大きな阻害要因が出
てくるまでは、その価値に気づきにくい）

・表彰の意味を考えて、景観というものを広く住民へ伝
える手段として考えていなかった。

・所有者（申請者）の意見の尊重と明確な市の補助方針
が存在していなかった。

改　善　策

・山鹿市の景観の中で目立つものの大きさを捉えなおし
て、より効率よく景観誘導できるようにする。

・誘導する基準は、曖昧な表現を避け、わかりやすい表
現に変える。

・最終的な段階での届出ではなく、計画の早い段階での
事前協議を求め、山鹿市の景観の考え方を示し、それ
に対する提案をしてもらえるようにする。

・範囲の見直しを行う。

・外部からの訪問客の視線も意識して、市内の主要な移
動経路や観光スポットへの経路の景観を考える。

・誘導する基準は、曖昧な表現を避け、わかりやすい表
現に変える。

・最終的な段階での届出ではなく、計画の早い段階での
事前協議を求め、山鹿市の景観の考え方を示し、それ
に対する提案をしてもらえるようにする。

・範囲の見直しを行う。

・山鹿市の景観の魅力が自然系と歴史系の要素に整理で
きるが、それぞれに特徴的な景観があり、積極的にそ
の地区を支援していく。

・誘導する基準は、曖昧な表現を避け、わかりやすい表
現に変える。

・最終的な段階での届出ではなく、計画の早い段階での
事前協議を求め、山鹿市の景観の考え方を示し、それ
に対する提案をしてもらえるようにする。（全体的な
こと）

・モデル的な地区を選定し、そこに主となる団体の確保
と景観誘導のあり方について検討する。

・住民から指定を望む声が高まるような方策を考える。

・他の地域でも景観上重要な建築物等は存在するはずな
ので、指定できるようにする。

・歴史的な建築物にこだわらず、地域（地区）のシンボ
ルとなるような建築物等についても指定できるように
する。

・建築物以外にも地区の景観を形成する重要なものがあ
り、それらについても言及すべき。

・景観を分かりやすく各方面へ伝えるように努める。
・住民主導で景観誘導に取り組みやすいような仕組みづ
くりを考える。

・ある地区では、観光や商工と景観をマッチさせた施策
も考える。

・年に１度など定期的に景観に関する表彰を行い、その
結果を広報に載せるなど景観の普及活動に役立てる。

・まちなみ整備事業補助要綱を早期に見直す。
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■景観計画を策定
するにあたり参
考にした条例

・山鹿市都市景観条例

  (平成１７年１月１５日条例第１９２号）／参考資料参照

・菊鹿町特定ホテルの建築規制に関する条例（暫定条例）

  (平成１１年６月２２日条例第１１号）／参考資料参照

・菊鹿町自然環境保護条例（暫定条例）

  (平成１１年１２月１３日 条例第２０号）／参考資料参照

景観形成に関連がある条例で、合併以前から制定され運用され

てきたものに下記の３つがあります（暫定条例を含む）。いずれ

も、山鹿市の豊かな自然や歴史文化を守り、市民生活の向上を意

図しています。これらの条例制定の趣旨は新しい景観条例におい

ても引き継ぐ必要があります。

・ 誘導する基準は、できるだけ曖昧な表現をやめ、わか
りやすい表現に変える。

・ 範囲の見直しを行う。
・ モデル的な地区の選定。
・ 他の地域でも景観上重要な建築物等は存在するはずな

ので、指定できるようにする。
・ 歴史的な建築物にこだわらず、地域（地区）のシンボ

ルとなるような建築物等についても指定できるように
する。

□景観計画で反映させることができるもの

□景観条例で反映させることができるもの

・ 景観を分かりやすく各方面へ伝えるように努める。
・ 住民主導で景観誘導に取組みやすいような仕組みづく

りを考える。
・ 住民から指定を望む声が高まるような方策を考える。
・ 年に１度など定期的に景観に関する表彰を行い、その

結果を広報に載せるなど景観の普及活動に役立てる。

□その他で反映させることができるもの

・ まちなみ整備事業補助金交付要綱
・ 市役所内部の連携

■景観計画及び条
例に反映させる
もの

改善策の実現に向けて

1部－29

これまでの経験や、策定過程での議論から、様々なアイディア

が提供されましたが、景観計画に盛り込み景観条例に反映すべき

もの、景観条例に直接反映させるもの、その他の施策として行う

ものに区別してまとめましたが、すぐにも実現可能なもの、実現

には時間がかかるものなどがあります。

なお、それらのアイディアを実際に運用していくための具体策

は今後その詳細を検討し、実現化を図ります。
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　具体策の例

・わかりやすい景観計画
　　　景観計画に記載する景観形成基準はできるだけ客観的でわかりやすい表現
　　とする。そのために、詳細な景観形成基準ばかりを示すのではなく、景観誘
　　導の結果として想定される将来像を示し、それに近づけるための方針も併せ
　　て示し、共感をもって景観形成に参画できる仕組みをつくる。
・ 範囲の見直し
　　　景観計画に記載する大規模建築物等届出地区、特定施設届出地区の範囲を

見直し効果的な景観形成を図る。
・ モデル地区の創出
　　　景観計画の中で、景観誘導を優先的に図る地区を選定する。
・ 景観重要建造物、樹木の指定
　　　景観法の景観計画区域内の建造物、樹木を指定制度に基づき、地区のシン

ボルとなるような建築物等についても指定できるようにする。
・ 山鹿市職員の派遣
　　　小学校や中学校、高校、まちづくり活動を行っている団体に対して、職員

を派遣し、景観とは何かを説明したり、山鹿市の目指すべき景観について意
見交換を行ったりすることにより、景観の普及活動を行う。

・ 景観活動報告会
　　　実際に山鹿市内の景観活動が行われている地域について、３年に一回程度

の報告の場を設け、景観活動の面白さや苦労話などを通じて景観に関して興
味を拡げる機会を設ける。

・ 景観表彰制度
　　　山鹿市内における良好な景観、建物、看板について年に１度表彰を行い、

デザインの質的向上のための刺激の場を設ける。この結果を写真つきで広報
し、全市民が景観を身近に感じる機会をつくる。

・ 事前アドバイザー制度の導入
　　　早期に事前相談を受け付け、山鹿市の景観に対する考え方の理解を広める。

また、しかるべき設計者などのアドバイサーを紹介し、実質的なデザインの
協議をする体制づくりを行う。

・ 景観づくり協議会
　　　地区ごとに景観づくりの主となる団体を組織し、その団体と地区の景観づ

くりについて話し合い、実践していく母体とする。
・ 景観を誘導する特定の地区の指定方針の明確化　　　
　　　どのような基準で特定の地区となるかを明確にすることで、住民主導によ

る取組みが行われやすいようにする。
・ まちなみ整備事業補助金交付要綱の改正
　　　今後、補助対象範囲が都市景観形成地区（豊前街道沿道ゾーン）に限定し

ていることの是非も含めて、早期見直しを行い、要綱の改正をする。
・ 町並み維持のための連絡協議（豊前街道）
　　　所有者が不在の家屋等で、早急な維持保全策が必要と思われる物件につい

て、改修のための積極的な働きかけを行い、建物の滅失を未然に防ぐ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

実現化
に向け
て検討

1部－30
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山鹿市の景観計画が扱う計画単位
（市全域）

　市民が行っていく個々の取
り組みを重ね合わせて、一つ
に束ねていくための施策が必
要となってきます。
　また、それぞれの行動・活
動が相乗効果を発揮するため
には行政の計画的な支援策が
必要と思われます。
　以上のことから、行政とし
て、市民の活動を応援すると
いう方針を示し、全体の調整
や支援を行っていくこととし
ます。

　景観法に基づいた「景観行
政団体」として、景観施策を
国や県に替わって市が積極的
に推進することができるよう
になりました。
　市が先導的な役割を果たし
ながら、山鹿市らしい景観形
成のための取り組みを行って
いきます。

より効果的、組織的に
景観を創り出す

＝景観計画

総合計画、都市計画マス
タープラン、農業振興地
域整備計画、環境基本計
画等との関連性と整合性
に考慮する

景観法との関連性と
整合性を考慮する

景観を維持保全す
る性格の強いもの

景観を創造する
性格の強いもの

景観阻害要因を
取り除いたり

今ある景観を後に
残す取り組みを

していく

それぞれの地域の
個性を伸ばしてい
くために必要な
取り組みを支援

していく

施策の基本方向－１／
市民活動の個別的な支援に向けて

施策の基本方向－２／
全市挙げての体系的な取り組みに
向けて

■計画区域の設定　
　についての考え方

３ー４

　景観形成を進める上で、景観の成り立ちや景観形成の担い手を考えると、

例えば豊前街道沿道に代表されるような、特徴ある景観をそれぞれ個別に伸

ばしていく方法と、市民が一丸となって景観の維持保全を図る方法が考えら

れます。すでに、このような観点からの景観形成が進められてきました。

　今後もこの取り組みを山鹿市全域に広げるため、景観計画区域を全域とし

ました。

　なお、景観計画において必ず定めなければならない事項、景観計画で定め

ることができる事項については、景観法に示されており、右のページに示す

項目となっています。山鹿市においても、ここに示される項目に準じて景観

計画を策定します。
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第１部　山鹿市景観基本計画
　第２章　景観づくりの作法

生活感覚から
重ねる景観づくり

への支援

全市的な
ルールづくり

【区域の設定】
法第８条第２項第１号関係

市全域で展開する市民活動
（景観づくり、地域づくり）
を支援する。

市全域における緩やかな規
制及び誘導を行い、現存す
る豊かな自然や歴史的景観
を維持保全していく。

「景観計画区域」
＝市全域

【市・市民・事業者のそれぞれの責務】

■市の責務
　良好な景観保全及び形成のため
に必要な誘導施策を行うとともに、
自主的な景観づくり、地域づくり
を行う個人・団体（地域等を含む）
への支援措置を講じ、自ら本計画
に沿った整備を積極的に行うもの
とします。

■市民の責務
　自らが良好な景観保全・形成の
主体であることを認識し、積極的
にその役割を果たすとともに、市
域内で取り組まれる景観づくり、
地域づくりに積極的に協力するも
のとします。

■事業者の責務
　良好な景観保全・形成の妨げと
なる行為を慎み、本計画に定める
事項を遵守するとともに、景観づ
くり、地域づくりに積極的に取り
組むものとします。

景観を維持保全
する性格の強い

もの

景観を創造する
性格の強いもの

＝

＝

■景観計画で定めるべき事項

〈景観計画で必ず定めなければならない事項〉

１　景観計画区域

２　景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針

３　良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

４　景観重要建造物又は景観重要樹木の指定方針

〈景観計画で定めることができる事項〉

１　屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項

２　景観重要公共施設の整備に関する事項

３　景観重要公共施設の占用等の基準

４　景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項

５　自然公園法の許可の基準


