
景観計画の構成
（景観形成の仕組み）

■特定の地区を対象
とする景観誘導

３ー５

　山鹿市では、市全域を対象に行う景観誘導と、特定の地区につい
て行う景観誘導とのふたつを組み合わせて、景観形成を図ることに
しました。

対　象 名　　称 届出対象
景観形成
基準

市全域

特定の地区

大規模建築物等届出
地区

一定規模以上の建築物等

特定施設届出地区

景観形成誘導地区

主な道路沿道の別途定める特定
の施設

特定の地区内にある建築物、
工作物等

・大規模建築物等届出地区
　周囲の建築物等と比較した場合に、大きな工場やビル等は山鹿市
の自然豊かで落ち着いた景観に何らかの影響を及ぼすことが考えら
れます。この制度では、そうした建物等について事前に届出をいた
だき、景観誘導を図ることによって、景観への悪影響を未然に防ぐ
ことを目的としています。

・特定施設届出地区
　幹線道路などの沿道では活発な経済活動が行われますが、結果的
に人目を惹く派手な色彩や形状が出現することがあります。沿道の
景観は、市の内外の多くの人の眼にふれることから、本市の印象を
左右する重要なものです。この制度では沿道景観の重要性に着目し、
事前に届出をいただき、景観誘導を図ることによって、景観への悪
影響を未然に防ぐことを目的としています。

・景観形成誘導地区
　地区の特徴や個性を活かした景観誘導を図るための制度です。住
民主体の景観形成が可能で、特定の範囲設定が前提となります。今
回はモデル地区として７地区指定しますが、他にもこの地区になり
たいという地元の要望があれば、一定の審査の上、この地区に加え
ていくこととしています。

・景観形成重点地区
　上述の景観形成誘導地区での景観形成に効果が見られ、本市を代
表する景観として認められる地区については、一定の審査を経て、
景観上の重点地区と位置付けしてさらなる景観向上を推進します。
この地区では財政的支援を行い、様々な波及効果を期待します。今
回は、モデルとして豊前街道山鹿地区を挙げています。
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勧告について
　届出行為が景観計画の制限に適合しないと認めるとき、設計の変更その他必要
な措置をとることを勧告できる。（景観法第１６条第３項）

　
変更命令について

　特定届出対象行為（建築物、工作物で届出を要する行為のうち景観行政団体の
条例で定めるもの）について形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者
等に対して、必要な限度において、当該行為に関し設計の変更等を命じることが
できる。（景観法第１７条第１項）

■景観条例の
メニュー

■市全域を対象と
する景観誘導

勧告まで

勧告まで

変更命令
まで

景観形成重要地区



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

景観形成重点地区（１地区）

景観形成誘導地区（7地区）

特定施設の届出

大規模建築物等の届出

屋外広告物等の届出

景観重要建造物、樹木等の指定

■景観形成メニュー
のイメージ

　山鹿市全域　

■目指す沿道景観
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　特定の地区　

　特定の地区　

建物や広告物などの大きさや色彩
が、豊かな自然景観の中で突出し
ないように誘導します。

通りとしての潤いや落ち着きを生
み出し、散策や買い物が楽しくで
きる景観を目指します。

田園部分では・・・ 町中では・・・



■モデル地区の
選定基準

■各モデル地区の
位置

　モデル地区を選定するにあたり、山鹿市民アンケートやワーク
ショップの結果を参考にして、景観誘導の効果が期待できる条件と
して以下のような観点で選定しました。

○ これまでの景観形成が一定の評価を得ている。
○ 山鹿市の歴史を感じさせる景観が残されている。
○ 山鹿市の豊かな自然を景観の中に色濃く見ることができる。
○ すでに住民主体の景観形成に関する活動が始まっている。

　上記の観点から、具体的に以下の８つの景観形成誘導地区および
景観形成重点地区を選定しました。それらを景観上の特性から歴史
系と自然系のふたつのグループに分類しています。

歴史的町並み地区
　豊前街道より分岐する複数の小路沿道にも数多くの歴史的建造物
が存在し、落ち着いた都市空間を形成していることから、豊前街道
沿道と一体となって景観形成を図ることで、この地区の回遊性を生
み出すことが期待できるため。
菊池往還来民地区
　農村部の在町としての歴史的な町並みが残り、豊前街道（宿場町）
とは異なる市街地の旧状を今に伝えている。専門家の評価も高く
（現状を維持できれば）文化財保護法による伝統的建造物保存地区
指定も視野に入れており、モデル地区として選定することで住民や
関係者の間で貴重な町並みへの再評価が進み、保存に向けた動きが
起動することを期待できるため。

■歴史系の景観形成
誘導地区の選定理
由
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　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　
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菊池川周辺地区
　山鹿市を代表する１級河川であり、山鹿市の豊かな自然が色濃く
感じられる場所で、菊池川の両岸に開ける空間の拡がりには田畑や
水の流れや農家群が含まれ、その穏やかな景観は本市を理解する上
で重要な景観であるため。

岳間地区
　夏の避暑地として知名度が高く、豊かな自然景観が対外的にも評
価されている場所で、岳間渓谷までのルートも豊かな森林に囲まれ、
多くの人々に自然の恵みを与える貴重な場所となっており、現状の
景観を維持していく必要があるため。

平小城地区
　起伏に富んだ地形によって、周囲とは異なる独特の雰囲気が漂い、
点在する温泉施設などへの観光客入り込み数も多い場所で、地元に
活性化協議会が設置され、校区単位の環境や景観に関する住民主体
の活動が行われているため。

番所地区
　急峻な山麓に拓かれた棚田や集落が独特の落ち着きを見せ、周辺
の自然環境とも相まって集落全体としての美しさが感じられ、地区
の神社や石垣など、先人達が築いてきた生活の足跡がよく残されて
おり、山奥の農村集落ならではの景観が残る貴重な場所であるため。

鞠智城公園周辺地区
古代山城として学術的にも貴重な景観であり、全国でも稀な歴史的
景観を有し、近年国営公園化に向けた動きが活発化しており、実現
すれば、本市はもとより熊本県を代表する観光地となることから、
史跡公園の周辺部についても景観形成に着手する必要があるため。

■自然系の景観形成
誘導地区の選定理
由

■景観形成重点地区
の選定理由

豊前街道山鹿地区
　平成９年に施行された「山鹿市都市景観条例」の中で「歴史的な
雰囲気を残し、特徴ある都市景観の形成を図る必要がある地区」と
して指定され、多くの修景事業が行われてきたため。
　その結果、国土交通省の「美しいまちなみ大賞」を受けるなど、
これまでの取り組みについて対外的な評価を得ており、また八千代
座など本市を代表する景観としての知名度も高まり、修景事業を通
じて地元関係者の意識も高いことから、さらなる景観形成の推進が
期待できる地区であるため。

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



1部－37

■景観形成誘導地区
や景観形成重点地
区への移行

★

★
★★ ☆

景観形成誘導地区へ

景観形成重点地区へ

　景観形成誘導地区や景観形成重点地区は、すでにモデル地区として
選定した地区以外でも関係者の意欲があれば追加選定も可能です。そ
の際の選定の仕組みについては以下のように考えています。（なお、
詳細については条例制定の際に検討し、景観条例として示します。）

申請１

申請２

■移行の流れ

■行政の支援（案）

景観形成誘導地区・重点地区の選定に
あたっては、地元住民の意向をまとめ、
市に対して申請をいただき、手順を踏ん
で地区の景観誘導の方針等を検討してい
くことになります。市では、景観審議会
等に諮り、指定を行います。

★
★

★

★
★★

★ ★

★
★★ ☆

★
★

☆

☆

☆

身近にある大切
な景観要素

山鹿市全域

身近にある大切
な景観要素

住民意向の実現のために、市では以下のような支援を検討します。
景観形成誘導地区の指定・同重点地区への移行を希望する地区に対

し、市の職員が積極的にアドバイスを行うほか、まちづくり団体の活
動費（条例に適合するもの）について年間20万円を上限とする支援を
行います（最長３年間）。また、景観形成重点地区内では、景観形成
に関する行為（建築物の修景等）に対しての補助を検討します。

市民の
主体的な
取り組み

がある地区

申請１～景観形成誘導地区へ～

申請２～景観形成重点地区へ～

※１　
申請１の際に明記する事柄
・主となる団体の名称
・地区の範囲
・申請の動機や、方向性及
び具体的な誘導基準など
　

※２
申請２の際に明記する事柄
・景観形成活動成果報告
・景観形成重点地区移行に
より期待される効果

・景観形成重点地区とした
い範囲

・景観形成の方向性及び具
体的な誘導基準など

山鹿市域のどこの地区でも申請することがで
きます。申請のためにはその主体となる団体
が必要で、原則として個人での申請はできま
せん。市では申請※１があれば、以下のような
観点で審査し、景観審議会の同意を得て指定
します。

審査基準
・活動主体が明確であること
・山鹿市の自然や歴史を示す景観資源が
　複数存在していること
・景観保全の緊急性が高いこと　　など

景観形成誘導地区から景観形成重点地区への
移行を希望する場合には、同様に必要な書類
を添えて申請※２を行います。
市では、申請があれば以下のような観点で審
査し、景観審議会の同意を得て、景観重点地
区に指定します。

審査基準
・市民の自主的活動の成果が複数の場所

で認められること
・景観形成の活動が周辺に拡がることが

期待できること
・山鹿市を代表する景観として市の内外

に周知する価値があること
・財政的な支援によって各方面への様々

な波及効果が期待できること　　
　　　　　　　　　　　　　　　　など

景観形成誘導地区へ

景観形成重点地区へ
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■景観形成誘導地
区・景観形成重点
地区に求められる
こと

景観形成誘導地区や景観形成重点地区にあっては、その地区に限
定して行う景観形成であることから、景観形成の考え方や行為の制
限について分かりやすく示す必要があります。

その内容は、以下のとおりです。

【目的】
現状を踏まえ、その地区の景観形成を通じて実現したい景観像に
ついて記述する。

【地区の範囲】
景観形成を図る対象となる範囲を示す。１／２５００程度の地図
に記入する。地区の範囲を決める際には、実際の景観形成の効果
を念頭に、地形や道路・河川などの地物等を基本に線引きを行う
ものとする。

【良好な景観の形成に関する方針：景観法第８条２項２号】
原則として特定の地区（景観形成誘導地区・同重点地区を指す）
では地区住民（地区の代表となる団体でも可）の合意形成により
下記に定める事項を記載する。また、下記に定める事項以外でも
記載すべきものがあれば記載する。

（１）景観上の特性
景観上優れているところ、大事にしていきたい場所等を記
載する。

（２）景観上の課題
景観形成を図る上で課題や問題点となっていることを記載
する。

（３）将来の景観像
地区の景観をどのように形成していきたいかを記載する。
建築物等に関してであれば、デザインのガイドラインを作
成することが望ましい。

（４）景観誘導方針（よりよい景観とするために）
景観誘導を図るにあたり、景観形成基準（＝強制力を伴う）
とはしないものの、地区景観の向上に効果的な事柄につい
ては誘導方針として記載する。

【良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
　：景観法第８条２項３号】

届出対象行為（景観法第１６条１項）
景観誘導を図る上で届出の対象となる行為を記載する。地区の景
観形成のために必要となる項目が対象であるが、高さや規模、種
類に限って届出対象行為としてもよい。
景観形成基準（景観法第８条３項）
地区の景観誘導を図るにあたり、その地区内では必ず守るべきこ
とを記載する。可能な限り客観的で明快な基準とすることが望ま
しい。
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■モデル地区（景観
形成誘導地区・景
観形成重点地区）
の運用時期につい
て

モデル地区として選定している８地区（３５～３６ページ参照）
の中から、特に緊急性が高いことや、住民意識の形成、関係者への
周知期間の確保などについて総合的に勘案し、以下の４地区を先行
して運用します。

なお、当初の運用から外れることになる４つの地区（歴史的町並
み地区、菊池往還来民地区、菊池川周辺地区、岳間地区）について
も、この景観計画にその範囲や良好な景観に関する方針は記載し、
随時追加施行していきます。

【景観形成誘導地区：歴史系】
　 鞠智城公園周辺地区

特に鞠智城公園の国営公園化の動きに合わせて早急に景観形
成に着手する必要があるため。

【景観形成誘導地区：自然系】
 　平小城地区

特に住民の地区景観に対する意識が高く、また、相次ぐ開発
等が地域の課題となっているため、早急に着手する必要があ
るため。

　 番所地区
特に住民の地区景観の保全に対する意識が高く、また、集落
の景観維持及び棚田や石垣の保全に早急に着手する必要があ
るため。

【景観形成重点地区：歴史系】
 　豊前街道山鹿地区

歴史的情緒のある山鹿市のイメージを象徴する空間として、
今後も良好な景観形成を継続していく必要があるため。

■先行して運用す
る主な理由

　なお、上記の４地区については市が景観行政を推進していくうえで、
先導的な役割を担う地区として指定をしています。
　その他の４地区を含め、モデル地区として指定をした地区につい
ては、景観上の特性や課題、将来の景観像については定めていませ
ん。説明会での意見交換を通じて、市と地区住民の間で指定に対し
ての基本合意や地区が目指す景観の姿について確認されていますが、
今後、住民の景観に対する意識が向上し積極的に定められることを
期待します。
　また、モデル地区の中には景観誘導に関して主となる団体が存在
していない地区もありますが、これについても積極的に結成される
ことが望まれます。



■景観誘導方針と
景観形成基準

■景観形成重要建造
物・同樹木につい
ての考え方
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景観誘導方針
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

良好な景観を維持・保全するた
め守ってほしい部分や考え方

景観法では、特定の建造物や樹木についても、その景観上の価値
を認め景観計画の中に位置付けることができるとしています。

山鹿市でも景観上重要な建造物・樹木を指定して大切にしていく
こととしています。この場合にも、景観形成誘導地区や景観形成重
点地区と同様に、住民サイドからの提案により指定することとして
います。（詳細は第２部）

景観重要建造物や樹木に指定された場合は、その管理について景
観行政団体の長（山鹿市長）と所有者が協定を結ぶことができるほ
か、増改築等や伐採などの外観の変更等を行う際には市長の許可が
必要となります。

なお、景観法により指定できるものは建造物や樹木に限定されて
いますが、本市ではそれ以外にも、例えば溜池や神社などの地区活
動等を通じて維持管理されてきたものについても、景観上重要な位
置づけができることに着目し「重要生活景観要素」として指定して
いく予定です。

また、景観上重要な公共施設（橋や道路等）についても、その管
理者である国や県などの機関に対して、積極的に働きかけ山鹿らし
い景観形成への協力を求めていきます。

　景観計画に沿った景観形成を進める上では、色や形の制約など私
権を制限する内容も含まれているため、その目的や内容を正しく理
解し、これに協力しようという関係者の自主的な参加意識が欠かせ
ません。
　そこで、本市の景観形成では、良好な景観を維持・保全するため
にある程度の私権の制限を前提に守っていただきたい部分や考え方
（以下、景観形成基準という。）と、より良い景観形成を進めるた
めに協力していただきたい部分や考え方（以下、景観誘導方針とい
う。）の二つを併用して景観誘導を進めることとします。なお、こ
の景観形成基準が景観法第８条第３項でいう「景観形成基準」に該
当します。
　市では、各種届出や協議に際して、まず景観誘導方針を説明し、
景観形成の方針や手法について届出者等の理解と協力を求め、景観
形成基準によって、法的な根拠を持つ景観誘導を行います。

第１部　山鹿市景観基本計画
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屋外広告物の在り方に関する基本的な
指針について

（山鹿市の広告景観形成の考え方）

山鹿の景観の基盤をなす
自然風景、産業（田園）
の風景を守っていく広告
景観づくり

市民、来訪者の安全安心
のための広告景観づくり

来訪者を優しく山鹿へ迎
え入れるもてなしの広告
景観づくり

山鹿の魅力を高める生
活感あふれる広告景観
づくり

広告景観形成の考え方

１

３

４

■山鹿市の将来都市像

■山鹿の景観を支える「生活景」

■山鹿市の大部分を構成
する農村地域では、田、
畑、茶畑、竹林、山林等
で営まれる生産活動があ
り、その営みの風景（生
活景）が、「農村地域の
景観」の基盤にあります。

■農村地域で生産された
ものが、豊前街道、来民
商店街などマチで加工さ
れ、そして販売されると
いうつながりがあります。

生活風景や
産業（農林商工業、観光業）風景

を併せた「生活景」が
山鹿の景観を創り出している

■山鹿らしい良好な景観形成の目標

生活感覚を
重ね合わせて創る

山鹿の景観

　景観とは、日々の暮らしや仕事、地域活動など、日頃か
らの積み重ねにより形作られるものであり、見たり感じた
りされるものです。

　これが景観の本質であると考えます。

　そこで、私たちは「生活感覚」から山鹿市らしい良好な
景観形成を図っていきます。

『まほろば創生・人輝く温もりの都市やまが』

２

３ー６

屋外広告物に関しては、以下のように議論の整理を行って
おり、屋外広告物条例の検討に加えていきます。
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①自然環境を守りたい
　自然（河川や樹林）、田園、農地等の風
景を守るために禁止地域の指定及び許可基
準等の見直し。

②眺望を守りたい
　台地や山地の主要ポイントからの眺望景
観を守るために禁止地域の指定。

■屋外広告物条例

１　地域的規則の見直し
　　・禁止地域の拡大
２　許可基準の見直し
　　・基準の強化、緩和
３　その他
　　・交差点周辺の対応

広告景観形成の手法

■重点地区的対応

　・地域住民との
　　広告物を考える
　　（豊前街道・来民
　　　　　平山温泉等）

■案内誘導サイン

・サイン計画の検討

■デザインガイドライン

・山鹿らしいデザインの検討
・ガイドライン化

⑥土地の素材を活かすデザインをしたい
　「土地の歴史」「地域にあるもの（素
材、特徴等）」を生かした広告物デザイン
の検討。

⑦地域性を表すガイドラインをつくりたい
　地域性に合わせた広告物デザインを示す
ガイドラインの作成。

⑧豊前街道などの景観上すぐれた場所をさ
らに良くしていきたい
　豊前街道、来民、平山温泉等において特
徴を生かした広告物デザインとするための
協定や詳細な景観計画の検討。

⑤山鹿へのアクセスを快適なものにしたい
　山鹿へと導く幹線道路沿道を美しくする
ために禁止地域等の指定。

③安全な歩行空間にしたい
　歩行者の安全を守るために、交差点周辺
での、のぼり旗、立看板等の禁止点検討。

④安全安心な道づくりをしたい
　道路交通の安全性と運転者の安心感を高
めるために案内誘導サインの整備。

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
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