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1 景観の捉え⽅1.景観の捉え⽅
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1.景観の捉え⽅

●景観とは ⼭ 川などの⾃然や建物 道路など 私たちの⽬に映るまちの姿
（1）景観とは？
●景観とは、⼭、川などの⾃然や建物、道路など、私たちの⽬に映るまちの姿

だけでなく
●その場にいて感じられるようなまちの動きや市⺠⽣活など、⼈々の営みから

醸 出され ち 雰囲気 ⽂化的かおりや歴史性 ど 感 感じられ醸し出されるまちの雰囲気、⽂化的かおりや歴史性など、五感で感じられる
印象まで含む幅広いものです。

景 観＋景 観
⼭、川などの⾃然や

⼈々の営みから
醸し出される

まちの雰囲気

＋
建物、道路など

私たちの⽬に映る
まちの姿

まちの雰囲気、
⽂化的かおりや

歴史性など
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まちの姿 歴史性など
五感で感じられるもの



1.景観の捉え⽅
（1）景観とは？

＜⾃然物⇔⼈⼯物＞＜⾃然物⇔⼈⼯物＞
●⾃然
●まちなみ・集落
（歴史・⽂化的景

観）観）

＜⼈⼯物の要素＞
●建物・建造物
●付属施設●付属施設
●建物まわり
●広告 ・・・

＜建造物の要素＞＜建造物の要素＞
●デザイン
●⾊彩
●⾼さ・⼤きさ
●緑 ・・・●緑 ・・・
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▲景観の構成要素



1.景観の捉え⽅

●⽬に映るものだけでなく ⽂化的かおりや歴史性まで含みます
（1）景観とは？
●⽬に映るものだけでなく、⽂化的かおりや歴史性まで含みます。
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1.景観の捉え⽅
（2）良好な景観とは？

①まちなみ全体として⼀定の統⼀感・まとまりのあるまち

②周辺の⾃然等と調和したまち②周辺の⾃然等と調和したまち

③ 美しい⾃然そのもの

④歴史等に醸成された、“地域らしさ”を醸し出す固有の景観

⑤⾒たいものが、他のものに邪魔されずに、
程よい⼤きさで⾒えていること

美しいまち 良好な景観・・・
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美しいまち、良好な景観・・・



1.景観の捉え⽅
（2）良好な景観とは？
①まちなみ全体として 定の統 感 まとまりのあるまち①まちなみ全体として⼀定の統⼀感・まとまりのあるまち
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▲豊かな緑により野趣溢れるまちなみ（下阿蘇神社周辺、⿊川温泉、天瀬温泉）



1.景観の捉え⽅
（2）良好な景観とは？
①まちなみ全体として 定の統 感 まとまりのあるまち①まちなみ全体として⼀定の統⼀感・まとまりのあるまち

▲緑やシェードの連続による連続感のあるまちなみ（東京都港区、神⼾市）
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1.景観の捉え⽅
（2）良好な景観とは？
②周辺の⾃然等と調和したまち②周辺の⾃然等と調和したまち

▲岐⾩県⼤野郡⽩川町 ▲京都府北桑⽥郡
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▲庭先緑化により周辺と調和して⾒えるまち



1.景観の捉え⽅
（2）良好な景観とは？
③美しい⾃然そのもの③美しい⾃然そのもの

▲⻑崎県佐世保市（九⼗九島） ▲⼭梨県⻄⼋代郡下部町（富⼠⼭）
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▲宮崎県串間町 ▲秋⽥県由利郡⿃海町（法体の滝）



1.景観の捉え⽅
（2）良好な景観とは？
④歴史や⽂化に醸成された 地域らしさを醸し出す固有の景観④歴史や⽂化に醸成された、地域らしさを醸し出す固有の景観

▲⽯川県⾦沢市（東⼭ひがし） ▲岡山県倉敷市（景観地区）
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1.景観の捉え⽅
（2）良好な景観とは？
⑤⾒たいものが 他のものに邪魔されずに程よい⼤きさで⾒えていること⑤⾒たいものが、他のものに邪魔されずに程よい⼤きさで⾒えていること

▲⻑野県松本市（松本城） ▲兵庫県姫路市（姫路城）
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1.景観の捉え⽅
（2）良好な景観とは？
●景観の調和を阻害するもの●景観の調和を阻害するもの

▲突出した⾼さ▲ケバケバしい⾊彩

12

▲バランス悪く・⼤きすぎる広告



1.景観の捉え⽅
（2）良好な景観とは？
●景観の調和を阻害するもの●景観の調和を阻害するもの

▲派⼿な⾊彩の建物

▲派⼿な⾊彩の看板
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1.景観の捉え⽅
（3）良好な景観がもたらすもの
【良好な景観づくりによ てもたらされる３つの効果】【良好な景観づくりによってもたらされる３つの効果】
⼀つ⽬は、良好な景観に囲まれることにより
「毎⽇を快適に、⼼豊かに過ごすことができ
る」といった効果がある わかりやすい事例 ●良好な景観がもたらすものる」といった効果がある。わかりやすい事例
としては、割れた窓などのまちの景観を改善
することによって犯罪率が減少した、ニュー
ヨークの「割れ窓理論」があげられる。

●良好な景観がもたらすもの
・毎⽇を快適に⼼豊かに過ごすことができる
・地域に対する“誇り”と“愛着”を育む

次に、この⼼地よさが、「地域に対する愛着
と誇りをはぐくむ」といった効果がある。こ
れが原動⼒となり、地域の⾃主的な景観づく
り・まちづくりをさらに推し進めるといった

・そこに住む⼈、訪れる⼈に潤いや安らぎを
与える

り・まちづくりをさらに推し進めるといった、
よいスパイラルアップの循環をつくりだすこ
とが期待できる。
さらに、良好な景観は、地域の⽅のみならず、 多くの⼈がひきつけられ、集い、さらに、良好な景観は、地域の⽅のみならず、
訪れる⼈にも潤いや安らぎを与え、結果的に、
多くの⼈がひきつけられ、集い、活性化や観
光振興など、⼋代が元気になっていくことが
期待できる

⼋代市が元気になっていきます！
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期待できる。

⇒つまり、“良好な景観”は市⺠共有の財産である！



2 景観法と景観計画2.景観法と景観計画
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2.景観法と景観計画
（1）景観法の必要性

５００弱の地⽅公共団体が⾃主条例として景観条例を制定するなど、地⽅公
共団体において積極的に景観の整備・保全の取組みを⾏っている。

これまでの取組み

共団体において積極的に景観の整備 保全の取組みを⾏っている。

これまでの取組みの課題
○景観を整備・保全するための国⺠共通の基本理念が未統⼀
○⾃主条例に基づく⾏為の届出勧告等のソフトな⼿法の限界

これまでの取組みの課題

○⾃主条例に基づく⾏為の届出勧告等のソフトな⼿法の限界

景観の意義やその整備・保全の必要性を明確に位置付けるとともに、地⽅
公共団体に対し いざという場合の⼀定の強制⼒を付与することが必要

必 要 性
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公共団体に対し、いざという場合の 定の強制⼒を付与することが必要。



2.景観法と景観計画
（2）景観法の特⾊

○景観⾏政団体（景観法に基づく景観⾏政を担う地⽅公共団体）という概念の
導⼊

○基本理念など基本法の性格が明確化されるとともに、景観⾏政団体が景観⾏
政を進める基本的計画として、景観計画を策定することができること

○地域の個性が反映 きるよう 条例 規制内容を柔軟に定める とが きる○地域の個性が反映できるよう、条例で規制内容を柔軟に定めることができる
ようにされたこと

○景観計画区域における⼀定の⾏為についての変更命令等、いざというときに○景観計画区域における 定の⾏為についての変更命令等、いざというときに
強制⼒を発揮できる措置が盛り込まれたこと

○景観地区、景観協定、景観重要建造物、景観重要樹⽊、景観協議会、景観整
備機構等 景観 保全 形成 ため 各種制度が設けられた と備機構等の景観の保全・形成のための各種制度が設けられたこと
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2.景観法と景観計画
（3）景観⾏政団体

「景観⾏政団体」とは、景観⾏政を担う主体
政令市、中核市、都道府県は⾃動的に景観⾏政団体となり、その他の市町村は、
都道府県知事との協議により景観⾏政団体になることが可能都道府県知事との協議により景観⾏政団体になることが可能

【運⽤指針】【運⽤指針】

・良好な景観の形成は、居住環境の向上等住⺠の⽣活に密接に関係

・地域の特⾊に応じたきめ細かな規制誘導⽅策が有効

基礎的⾃治体である市町村が
中⼼的な役割を担うことが望ましい。

18



2.景観法と景観計画
（4）景観計画 ＝景観⾏政団体が、景観⾏政を進める場として定める基本的な計画

①景観計画に定める事項

観 域
必須事項

①景観計画に定める事項

○景観計画区域
○景観計画区域における良好な景観の形成に関する⽅針
○良好な景観の形成のための⾏為の制限に関する事項

観 建造物 観 指定 針○景観重要建造物⼜は景観重要樹⽊の指定の⽅針
(当該景観計画区域内にこれらの指定の対象となる建造物⼜は樹⽊がある場合に限る。）

事
○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

選択事項

関 事
○景観重要公共施設の整備に関する事項
○景観重要公共施設の占⽤等の基準
○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
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○⾃然公園法の許可の基準



2.景観法と景観計画
（4）景観計画
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2.景観法と景観計画
（4）景観計画

②届出対象⾏為と景観形成基準

①建築物の建築等
必須届出対象⾏為

②届出対象⾏為と景観形成基準

①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
選択可能な届出対象⾏為

①建築物の建築等
②⼯作物の建設等
③開発⾏為

②⽊⽵の植栽⼜は伐採
③さんごの採取
④屋外における⼟⽯、廃棄物、再⽣資源その物件の堆積
⑤⽔⾯の埋⽴て⼜は⼲拓
⑥夜間において公衆の観覧に供するため、⼀定の期間継続して建築物

その他の⼯作物⼜は物件（屋外にあるものに限る。）の外観につ
いて⾏う照明

それぞれの届出対象⾏為ごとに⾏為の制限（景観形成基準）を定める

⾏ 照明
⑦⽕⼊れ

・建築物⼜は⼯作物の形態⼜は⾊彩その他の意匠の制限
・建築物⼜は⼯作物の⾼さの最⾼限度⼜は最低限度

次に掲げる制限のうち必要なものを選択
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・壁⾯の位置の制限⼜は建築物の敷地⾯積の最低限度
・その他法第１６条第１項の届出を要する⾏為ごとの良好な景観の形成のための制限



2.景観法と景観計画
（5）景観法の主な制度

①景観法の対象地域のイメ ジ①景観法の対象地域のイメージ

無 指 定 地 域

⽤ 途 地 域
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2.景観法と景観計画
（5）景観法の主な制度

②景観法の主な制度内容（⾏為規制と⽀援の仕組み）②景観法の主な制度内容（⾏為規制と⽀援の仕組み）

景観行政団体・・・・都道府県、政令市、中核市、都道府県との協議を経たその他の市町村

景 観 行 政 団 体

景観協議会

景観計画区域内の良好な景観
形成に向けて、行政と住民等が
協働で取り組むための組織

（都市計画区域外を含め、全国どこでも策定可能）

・区域と方針、届出対象行為（条例で追加や限定が可能）ごとの景観形成上の制限内容（景観形成基
準）［必須事項］や景観重要公共施設の整備方針、占用基準等 ［選択事項］を定める

・通常の行為については届出に対する勧告；他方、建築物・工作物の形態意匠（色やデザイン）にかかる
行為については 条例に位置付けることで 変更命令まで可能

景 観 計 画
・景観行政団体が（景観法に基づく）景観行政を進める場として定める基本的な計画

ソ
フ
ト
面

[オープンカフェの取組例]

景 観 地 区

・市街地における良好な景観形成を目的に、都市計画として市町村が決定

・建築物の形態意匠（認定）、高さや壁面位置、敷地面積 （建築確認）につい

景観協定
住民等の全員合意により景観に関する
様々な事柄についてのルールを設定

行為については、条例に位置付けることで、変更命令まで可能
・景観農業振興地域整備計画：農地の形質変更等の規制、耕作放棄地対策の強化 等

（都市計画区域及び準都市計画区域）

面
の
支
援意欲のあるＮＰＯ法人や公益法

人を指定
住民活動の支援、調整や調査研
究 景観重要建造物・樹木の管

建築物の形態意匠（認定）、高さや壁面位置、敷地面積 （建築確認）に い
て総合的に規制することが可能

・工作物の設置や土地の形質変更、木竹の伐採、廃棄物の堆積等の行為も、
条例を定めて規制することが可能

景観重要建造物・樹木

景観整備機構

究、景観重要建造物 樹木の管
理、その他良好な景観形成を促
進するために必要な業務を実施

地域の景観上重要となる建築物･工作物･
樹木を指定し、積極的に保全（現状変更
に対する許可）

準 景 観 地 区
（都市（準都市）計画区域外で景観計画区域内）

・現にある良好な景観の保全を目的に、市町村 が指定・条
例を定めて、景観地区に準じた規制を実施
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［まちづくりセミナーの取組例］

屋外広告物法との連携

例を定めて、景観地区に準じた規制を実施

規制緩和措置の活用



2.景観法と景観計画
（6）県内市町村の景観⾏政団体移⾏状況

Ｈ29 12 1現在Ｈ29.12.1現在
全16市町村
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3 景観関連会議の実施報告3.景観関連会議の実施報告
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3.景観関連会議の実施報告
（1）やつしろ景観まちづくりセミナー

開催⽇ 平成 年 ⽉ ⽇（⽇）■開催⽇：平成29年7⽉30⽇（⽇）
■⽬的：⼋代市の景観に興味を持ってもらう。
■参加者：計70名
■形式：講演+ワークショップ■形式：講演+ワ クショップ
■⼋代市の魅⼒ある景観資源を書き出して共有

26
▲セミナーの様⼦



3.景観関連会議の実施報告
（1）やつしろ景観まちづくりセミナー

●⼋代のいい眺めについて 意⾒を聴取●⼋代のいい眺めについて、意⾒を聴取

【歴史】
⼋代城跡

【海・⽔辺】
⽔島の⼣⽇ ・⼋代城跡

・松浜軒
・五家荘
・東陽の⽯橋群

・⽔島の⼣⽇
・雄⼤な球磨川
・氷川
・せんだん轟の滝 東陽の⽯橋群

【まち】
・アーケード

せんだん轟の滝
・⼋の字堰

【⼭・みどり】
・⽇本製紙の煙突
・⽇奈久温泉
・市役所や総合病院からの眺望

・⻯峰⼭からの眺望
・⼲拓地
・イ草畑

棚⽥
【その他（季節モノなど）】

・妙⾒祭
・やつしろ全国花⽕⼤会

・棚⽥
・五家荘の紅葉・新緑・深緑
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・やつしろ全国花⽕⼤会



3.景観関連会議の実施報告
（2）第1回⼋代市景観まちづくり会議（詳細はニュースレター参照）

■開催⽇：平成29年9⽉5⽇（⽕）
■テーマ：暮らしの中の“お宝景観”をあぶりだそう！

重点テ マ ポイントの絞り込みとまち歩き候補地の検討〜重点テーマ、ポイントの絞り込みとまち歩き候補地の検討〜
■参加者：計51名
■形 式：ワークショップ

（⾃然・みどり班、⽣活・まち班、歴史・⽂化班の3班にて実施）
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3.景観関連会議の実施報告
（3）第2回⼋代市景観まちづくり会議（詳細はニュースレター参照）

開催⽇ 平成29年10⽉14⽇（⼟）■開催⽇：平成29年10⽉14⽇（⼟）
■テーマ：まちを歩いて確かめよう！

〜お宝景観の現地確認、魅⼒・問題点の整理〜
■参加者：計40名
■形 式：まちあるき+ワークショップ

（⾃然・みどり班、⽣活・まち班、歴史・⽂化班の3班にて実施）
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3.景観関連会議の実施報告
（3）第2回⼋代市景観まちづくり会議
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4 景観基礎調査の結果報告4.景観基礎調査の結果報告
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4.景観基礎調査の結果報告
（1）市⺠アンケート調査
●⼋代市の景観まちづくりに関する市⺠アンケ ト調査結果●⼋代市の景観まちづくりに関する市⺠アンケート調査結果
 実施期間：平成29年3⽉1⽇（⽔）〜31⽇（⾦）
 有効回答数：977⼈
 回収率 32 6％（977⼈/3 000⼈） 回収率：32.6％（977⼈/3,000⼈）

性別 年齢 居住年数

18～19 歳

29

3%

20～29 歳

91

9%

70 歳以上

137

14%

1年未満

30

3%

1年～5年未満

59

6%

女

男

416

9%

30～39 歳

146

15%

60～69 歳

127

13%

14% 3%
5年～10年未満

46

5%

女

554

57%
43%

15%

40～49 歳

191

20%

50～59 歳

252

26%

10年～20年未満

127

13%20年以上

713

73%

32

N=970
20%26%

N=973

73%

N=975



4.景観基礎調査の結果報告
（2）学⽣アンケート調査
●⼋代市の景観まちづくりに関する学⽣アンケ ト調査結果●⼋代市の景観まちづくりに関する学⽣アンケート調査結果
 実施期間：平成29年4⽉27⽇（⽊）〜5⽉19⽇（⾦）
 有効回答数：45⼈
 回収率 100％（45⼈/45⼈） 回収率：100％（45⼈/45⼈）

性別 住所
代陽校区

1

2%

八代校区

3

7%
松高校区

1

女

12

27%

2%

高田校区

6

14%

金剛校区

1

2%
27%

男

33

73%

14% 2%

千丁校区

1

2%鏡校区

1

市外

30

68%

33

N=45
1

2%

68%

N=44



4.景観基礎調査の結果報告
（3）職員アンケート調査
●⼋代市の景観まちづくりに関する職員アンケ ト調査結果●⼋代市の景観まちづくりに関する職員アンケート調査結果
 実施期間：平成29年4⽉18⽇（⽕）〜5⽉12⽇（⾦）
 有効回答数：850⼈
 回収率 89 5％（850⼈/950⼈） 回収率：89.5％（850⼈/950⼈）

性別 年齢 住所
18～19 歳

2

0%

20～29 歳

79

9%

60～69 歳

23

3%
代陽校区

81

10%
八代校区

35

坂本校区

26

3%

千丁校区

43

5%
鏡校

東陽校区

19

2%
泉校区

15

2%

市外

70

8%

30～39 歳

148

18%

50～59 歳

247

29%

10% 35

4% 太田郷校区

104

12%

植柳校区

24

日奈

久校

区

9

1%

二見校区

4

0%

5%
鏡校区

69

8%
女

299

35%男

40～49 歳

351

41%

24

3%

麦島校区

44

5%松高校区

93

宮地校区

18

2%

龍峯校区

5

1%

1%35%男

551

65%

34

N=850 93

11%
八千把校区

109

13%
高田校区

36

4%

金剛校

区

27

3%

郡築校区

14

2%

昭和校区

5

1% N=850

N=850



4.景観基礎調査の結果報告

 ⼋代市の良い景観は、「緑あふれるまち」、「ごみのない清潔なまち」、 ⼋代市の良い景観は、「緑あふれるまち」、「ごみのない清潔なまち」、
「歴史的な建物・まちなみ」が多い。

八代市の「良い景観」とは

市民 学生職員

27 (19.6%)

21 (15.2%)

23 (16.7%)

0 10 20 30

緑あふれるまち

ごみのない清潔なまち

歴史的な建物・まちなみ

509 (21.6%)

412 (17.5%)

455 (19.3%)

0 200 400 600

緑あふれるまち

ごみのない清潔なまち

歴史的な建物・まちなみ

597 (22.1%)

593 (21.9%)

422 (15.6%)

0 200 400 600

緑あふれるまち

ごみのない清潔なまち

歴史的な建物・まちなみ

8 (5.8%)

0 (0.0%)

11 (8.0%)

15 (10.9%)

( )

やまなみへの眺望があるまち

電線・電柱のないまちなみ

きれいな海岸

デザインされた歩道、照明、柵等

153 (6.5%)

161 (6.8%)

90 (3.8%)

109 (4.6%)

( )

やまなみへの眺望があるまち

電線・電柱のないまちなみ

きれいな海岸

デザインされた歩道、照明、柵等

173 (6.4%)

168 (6.2%)

166 (6.1%)

157 (5.8%)

( )

やまなみへの眺望があるまち

電線・電柱のないまちなみ

きれいな海岸

デザインされた歩道、照明、柵等

色や形が調和したまちなみ 18 (13.0%)

4 (2.9%)

2 (1.4%)

6 (4.3%)

3 (2 2%)

色や形が調和したまちなみ

ライトアップされた夜間のまちなみ

広告物が整理されたまちなみ

近代的なビルが建ち並ぶまち

建物の高さの揃ったまちなみ （複数回答）

233 (9.9%)

54 (2.3%)

85 (3.6%)

36 (1.5%)

29 (1 2%)

色や形が調和したまちなみ

ライトアップされた夜間のまちなみ

広告物が整理されたまちなみ

近代的なビルが建ち並ぶまち

建物の高さの揃ったまちなみ （複数回答）

154 (5.7%)

109 (4.0%)

81 (3.0%)

32 (1.2%)

18 (0 7%)

色や形が調和したまちなみ

ライトアップされた夜間のまちなみ

広告物が整理されたまちなみ

近代的なビルが建ち並ぶまち

建物の高さの揃ったまちなみ （複数回答） 3 (2.2%)

0 (0.0%)

建物の高さの揃ったまちなみ

その他 N＝138
（複数回答）29 (1.2%)

30 (1.3%)

建物の高さの揃ったまちなみ

その他 N＝2356
（複数回答）18 (0.7%)

32 (1.2%)

建物の高さの揃ったまちなみ

その他 N＝2702
（複数回答）
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4.景観基礎調査の結果報告

 ⼋代市の悪い景観は「廃屋、空き家が⽬⽴つ」が群を抜いて多い。⼋代市の悪い景観は「廃屋、空き家が⽬⽴ 」が群を抜いて多い。
 「休耕⽥や荒れ地が増えた」、「草⽊の⼿⼊れが⼗分とは⾔えず、近づきに

くい河川」も多い。

八代市の「悪い景観」とは

市民 学生職員

25 (20.3%)
11 (8.9%)

18 (14.6%)
6 (4.9%)

0 10 20 30

廃屋、空き家が目立つ

休耕田や荒れ地が増えた

草木の手入れが十分とは言えず、近づきにくい河川

電柱や電線が目立つ

444 (20.5%)
208 (9.6%)
207 (9.5%)

189 (8.7%)

0 200 400 600

廃屋、空き家が目立つ

休耕田や荒れ地が増えた

草木の手入れが十分とは言えず、近づきにくい河川

電柱や電線が目立つ

590 (23.4%)
297 (11.8%)
289 (11.5%)

209 (8.3%)

0 200 400 600

廃屋、空き家が目立つ

休耕田や荒れ地が増えた

草木の手入れが十分とは言えず、近づきにくい河川

電柱や電線が目立つ

8 (6.5%)
10 (8.1%)

5 (4.1%)
4 (3.3%)
5 (4.1%)
5 (4.1%)

まちなかや通りに緑が少なくなってきている

歴史的な建物やなじみの風景が少なくなってきている

農地や里山を感じる場所が少なくなっている

電柱へのはり紙や道路上の立看板が目立つ

街灯や車止めのデザインに統一感がない

屋外広告物のデザイン・色彩が周辺と不調和である

120 (5.5%)
128 (5.9%)
78 (3.6%)
129 (5.9%)
77 (3.5%)
152 (7.0%)

まちなかや通りに緑が少なくなってきている

歴史的な建物やなじみの風景が少なくなってきている

農地や里山を感じる場所が少なくなっている

電柱へのはり紙や道路上の立看板が目立つ

街灯や車止めのデザインに統一感がない

屋外広告物のデザイン・色彩が周辺と不調和である

205 (8.1%)
184 (7.3%)
125 (5.0%)
114 (4.5%)
80 (3.2%)
65 (2.6%)

まちなかや通りに緑が少なくなってきている

歴史的な建物やなじみの風景が少なくなってきている

農地や里山を感じる場所が少なくなっている

電柱へのはり紙や道路上の立看板が目立つ

街灯や車止めのデザインに統一感がない

屋外広告物のデザイン・色彩が周辺と不調和である

7 (5.7%)
3 (2.4%)
3 (2.4%)
2 (1.6%)
3 (2.4%)
5 (4.1%)

建物の形態が周辺と不調和である

屋外広告物が大きく、数量も多い

突出した高さの建物があり、高さが不ぞろいである

携帯電話の基地局（鉄塔）が周辺と不調和である

やまなみへの眺望が失われた

建物の色彩が周辺と不調和である （複数回答）

117 (5.4%)
62 (2.9%)
56 (2.6%)
30 (1.4%)
31 (1.4%)
92 (4.2%)

建物の形態が周辺と不調和である

屋外広告物が大きく、数量も多い

突出した高さの建物があり、高さが不ぞろいである

携帯電話の基地局（鉄塔）が周辺と不調和である

やまなみへの眺望が失われた

建物の色彩が周辺と不調和である （複数回答）

53 (2.1%)
50 (2.0%)
49 (1.9%)
46 (1.8%)
40 (1.6%)
33 (1.3%)

建物の形態が周辺と不調和である

屋外広告物が大きく、数量も多い

突出した高さの建物があり、高さが不ぞろいである

携帯電話の基地局（鉄塔）が周辺と不調和である

やまなみへの眺望が失われた

建物の色彩が周辺と不調和である （複数回答）

36

( )
1 (0.8%)
2 (1.6%)

夜間照明が目立つ

その他 N＝123
（複数回答）( )

5 (0.2%)
46 (2.1%)

夜間照明が目立つ

その他 N＝2171
（複数回答）( )

10 (0.4%)
77 (3.1%)

夜間照明が目立つ

その他 N＝2516
（複数回答）



4.景観基礎調査の結果報告

 良好な景観まちづくりに重要と思う場所は、「⼋代城跡や浜松軒等の歴史的

八代の良好な景観まちづくり

な雰囲気の残る場所」、「まちなかの商店街」が多い。

に重要と思う場所

市民 学生職員

19 (15.0%)
18 (14.2%)

10 (7.9%)
14 (11.0%)
14 (11 0%)

0 10 20

八代城跡や松浜軒等の歴史的な雰囲気の残る場所

まちなかの商店街

八代妙見祭や神楽等の祭事、神事

まちなかを流れる雄大な河川

歴史ある日奈久温泉街

535 (22.2%)
143 (5.9%)
172 (7.1%)

254 (10.6%)
184 (7 6%)

0 200 400 600

八代城跡や松浜軒等の歴史的な雰囲気の残る場所

まちなかの商店街

八代妙見祭や神楽等の祭事、神事

まちなかを流れる雄大な河川

歴史ある日奈久温泉街

587 (20.7%)
266 (9.4%)
257 (9.1%)

234 (8.3%)
227 (8 0%)

0 200 400 600

八代城跡や松浜軒等の歴史的な雰囲気の残る場所

まちなかの商店街

八代妙見祭や神楽等の祭事、神事

まちなかを流れる雄大な河川

歴史ある日奈久温泉街 14 (11.0%)
11 (8.7%)

12 (9.4%)
5 (3.9%)
3 (2.4%)
1 (0.8%)
0 (0 0%)

歴史ある日奈久温泉街

やつしろ全国花火競技大会等の季節の催し

身近な自然を楽しめる道

交通の要衝となる場所

緑豊かでまとまりと落ち着きのある住宅地

平家伝説で知られる秘境五家荘や東陽の石橋群

賑わいのある幹線道路の沿道景観

184 (7.6%)
71 (3.0%)
188 (7.8%)
137 (5.7%)
113 (4.7%)
151 (6.3%)
58 (2 4%)

歴史ある日奈久温泉街

やつしろ全国花火競技大会等の季節の催し

身近な自然を楽しめる道

交通の要衝となる場所

緑豊かでまとまりと落ち着きのある住宅地

平家伝説で知られる秘境五家荘や東陽の石橋群

賑わいのある幹線道路の沿道景観

227 (8.0%)
201 (7.1%)
185 (6.5%)
165 (5.8%)
153 (5.4%)
128 (4.5%)
88 (3 1%)

歴史ある日奈久温泉街

やつしろ全国花火競技大会等の季節の催し

身近な自然を楽しめる道

交通の要衝となる場所

緑豊かでまとまりと落ち着きのある住宅地

平家伝説で知られる秘境五家荘や東陽の石橋群

賑わいのある幹線道路の沿道景観 0 (0.0%)
1 (0.8%)

7 (5.5%)
2 (1.6%)
1 (0.8%)
1 (0.8%)
6 (4.7%)

賑わいのある幹線道路の沿道景観

山村集落や棚田等の里山、農村の風景

八代海の海沿い

広大な干拓地の田園風景

大規模な工場が立地する工業景観

国見岳や八竜山などの雄大な山々

モダンな建築物が立ち並ぶ風景 （複数回答）

58 (2.4%)
122 (5.1%)
80 (3.3%)
98 (4.1%)
16 (0.7%)
38 (1.6%)
23 (1.0%)

賑わいのある幹線道路の沿道景観

山村集落や棚田等の里山、農村の風景

八代海の海沿い

広大な干拓地の田園風景

大規模な工場が立地する工業景観

国見岳や八竜山などの雄大な山々

モダンな建築物が立ち並ぶ風景 （複数回答）

88 (3.1%)
85 (3.0%)
78 (2.8%)
53 (1.9%)
36 (1.3%)
30 (1.1%)
27 (1.0%)

賑わいのある幹線道路の沿道景観

山村集落や棚田等の里山、農村の風景

八代海の海沿い

広大な干拓地の田園風景

大規模な工場が立地する工業景観

国見岳や八竜山などの雄大な山々

モダンな建築物が立ち並ぶ風景 （複数回答）

37

6 (4.7%)
2 (1.6%)
0 (0.0%)

中高層のビルが立ち並ぶまちなみ

その他
N＝127

（複数回答）23 (1.0%)
11 (0.5%)
12 (0.5%)

中高層のビルが立ち並ぶまちなみ

その他
N＝2406

（複数回答）27 (1.0%)
5 (0.2%)
28 (1.0%)

中高層のビルが立ち並ぶまちなみ

その他 N＝2833
（複数回答）



4.景観基礎調査の結果報告

 良好な景観まちづくりに必要だと思うルールは、「市全域に緩やかなルール
を設け、重要な地区についてきめ細やかなルールを設けたほうがよい」が多
い。

景観まちづくりに必要な
ルール

市民 学生職員市民 学生職員

5 (11.1%)

0 10 20

市全域にきめ細かなルールを設けたほうがよい26 (3.1%)

0 200 400 600

市全域にきめ細かなルールを設けたほうがよい74 (7.7%)

0 200 400 600

市全域にきめ細かなルールを設けたほうがよい

18 (40.0%)

10 (22.2%)

市全域に緩やかなルールを設け、重要な地区に

ついてきめ細かなルールを設けたほうがよい

市全域に緩やかなルールを設けたほうがよい

465 (54.7%)

120 (14.1%)

市全域に緩やかなルールを設け、重要な地区についてきめ細かなルールを設けたほうが

よい

市全域に緩やかなルールを設けたほうがよい

453 (47.2%)

191 (19.9%)

市全域に緩やかなルールを設け、重要な地区に

ついてきめ細かなルールを設けたほうがよい

市全域に緩やかなルールを設けたほうがよい

4 (8.9%)

8 (17.8%)

0 (0 0%)

重要な地区に限り、ルールを設けたほうがよい

必要ない

その他 N＝45

（複数回答）

198 (23.3%)

36 (4.2%)

5 (0 6%)

重要な地区に限り、ルールを設けたほうがよい

必要ない

その他 N＝850

（複数回答）

154 (16.0%)

74 (7.7%)

14 (1 5%)

重要な地区に限り、ルールを設けたほうがよい

必要ない

その他 N＝960

（複数回答）

38

0 (0.0%)その他 N 455 (0.6%) N 85014 (1.5%)その他 N 960



4.景観基礎調査の結果報告

 良好な景観まちづくりに向けて必要なことは、「道路の緑化」、「電線の地
中化」、「モデル的な美しいまちなみづくり」、「パンフレット等の配布」
の意⾒が多い。

良好な景観を守り育てるため良好な景観を守り育てるため
に今後必要なこと

市民 学生職員

11 (10.5%)

5 (4.8%)

8 (7.6%)

11 (10 5%)

0 5 10 15

街路樹・花等による道路の緑化を進める

電線の地中化を進める

公共施設（道路、河川、建物等）整備の質の向上を図る

モデル的な美しいまちなみづくり

192 (9.1%)

263 (12.5%)

166 (7.9%)

213 (10 1%)

0 100 200 300

街路樹・花等による道路の緑化を進める

電線の地中化を進める

公共施設（道路、河川、建物等）整備の質の向上を図る

モデル的な美しいまちなみづくり

369 (14.9%)

315 (12.8%)

304 (12.3%)

212 (8 6%)

0 200 400

街路樹・花等による道路の緑化を進める

電線の地中化を進める

公共施設（道路、河川、建物等）整備の質の向上を図る

モデル的な美しいまちなみづくり 11 (10.5%)

5 (4.8%)

13 (12.4%)

6 (5.7%)

6 (5.7%)

7 (6.7%)

10 (9 5%)

モデル的な美しいまちなみづくり

市と市民の協働の景観まちづくりを支える体制づくり

景観まちづくりの目標等を作成し、パンフレット等を配布…

学校で景観学習の授業を設ける

屋外広告物の規制を強める

個人、企業、自治会等が行う活動への支援

建物のデザイン 色彩 高さに いてル ルを設ける

213 (10.1%)

163 (7.8%)

137 (6.5%)

113 (5.4%)

170 (8.1%)

146 (6.9%)

195 (9 3%)

モデル的な美しいまちなみ くり

市と市民の協働の景観まちづくりを支える体制づくり

景観まちづくりの目標等を作成し、パンフレット等を配布する

学校で景観学習の授業を設ける

屋外広告物の規制を強める

個人、企業、自治会等が行う活動への支援

建物 デザイ 色彩 高さに を設ける

212 (8.6%)

171 (6.9%)

158 (6.4%)

143 (5.8%)

142 (5.8%)

122 (4.9%)

113 (4 6%)

モデル的な美しいまちなみづくり

市と市民の協働の景観まちづくりを支える体制づくり

景観まちづくりの目標等を作成し、パンフレット等を配布する

学校で景観学習の授業を設ける

屋外広告物の規制を強める

個人、企業、自治会等が行う活動への支援

建物のデザイン 色彩 高さに いて を設ける 10 (9.5%)

7 (6.7%)

4 (3.8%)

3 (2.9%)

6 (5.7%)

1 (1.0%)

建物のデザイン、色彩、高さについてルールを設ける

住宅・工場等の敷地内の緑化を進める

地域の景観まちづくりを支援するための専門家の派遣

活動を進める上で必要となる情報・資料の提供

景観に配慮した取組みに対する表彰制度

意識啓発、学習機会の提供のための講演会、研修会等…
（複数回答）

195 (9.3%)

45 (2.1%)

74 (3.5%)

72 (3.4%)

55 (2.6%)

66 (3.1%)

建物のデザイン、色彩、高さについてルールを設ける

住宅・工場等の敷地内の緑化を進める

地域の景観まちづくりを支援するための専門家の派遣

活動を進める上で必要となる情報・資料の提供

景観に配慮した取組みに対する表彰制度

意識啓発、学習機会の提供のための講演会、研修会等の開催
（複数回答）

113 (4.6%)

110 (4.5%)

88 (3.6%)

81 (3.3%)

46 (1.9%)

41 (1.7%)

建物のデザイン、色彩、高さについてルールを設ける

住宅・工場等の敷地内の緑化を進める

地域の景観まちづくりを支援するための専門家の派遣

活動を進める上で必要となる情報・資料の提供

景観に配慮した取組みに対する表彰制度

意識啓発、学習機会の提供のための講演会、研修会等の開催
（複数回答）
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2 (1.9%)

0 (0.0%)

特にない

その他 N＝105
（複数回答）

22 (1.0%)

11 (0.5%)

特にない

その他 N＝2103
（複数回答）

28 (1.1%)

26 (1.1%)

特にない

その他 N＝2469
（複数回答）



4.景観基礎調査の結果報告
（4）景観資源現況調査

40

▲景観資源図



4.景観基礎調査の結果報告
（5）⾊彩調査

■⽬ 的 全市の景観形成を推進するため 建築物等の⾊彩につい■⽬ 的：全市の景観形成を推進するため、建築物等の⾊彩につい
て、市内の傾向を把握する

■実施期間：平成29年5⽉22⽇〜23⽇（2⽇間）実施期間：平成29年5⽉22⽇ 23⽇（2⽇間）
■調査件数：281件

分類 件数 出典等 活⽤⽅法分類 件数 出典等 活⽤⽅法

①建築物等 258
⼋代市「建築確認申請受付簿」データから無作為
抽出および調査段階において、その地域での⼀般
的と思われる建築物を抽出。

建築物の⼀般的傾向の把握

②景観阻害物件 19
調査段階において、明らかに周辺景観との関係か
ら景観阻害を招いている物件をできる限り抽出。

景観阻害物件の傾向把握

⼋代市「建築確認申請受付簿」データから無作為 ⼋代市の主な景観資源の③景観要素（歴史的建築物等） 2 抽出した中から歴史的町並みや歴史的雰囲気の漂
う物件を抽出。

⼋代市の主な景観資源の
傾向把握

④環境⾊彩 2
現地調査の際に、⼟⽯や緑等の⾃然物の⾊彩を、
主な地域ごとに抽出。

環境⾊彩の傾向把握

41

▲調査概要

合計 281



4.景観基礎調査の結果報告
（5）⾊彩調査

42
▲調査対象範囲と対象物件



4.景観基礎調査の結果報告
（5）⾊彩調査
●⾊彩調査にて検討する指標●⾊彩調査にて検討する指標

・⾊相：⾊合い
・明度：明るさの度合い（明度0は⿊）
・彩度：鮮やかさの度合い（彩度0は無彩⾊）彩度：鮮やかさの度合い（彩度0は無彩⾊）
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4.景観基礎調査の結果報告
（5）⾊彩調査
●暖⾊系●暖⾊系
・太陽や⽕を連想して暖かさを感じる暖かい⾊、熱い⾊で、興奮⾊とも呼ばれる。
・⼤きく感じる膨張⾊。
●寒⾊系寒 系
・⽔や氷のイメージで、ひんやりとした感じ。
・寒い⾊、冷たい⾊を寒⾊といい、沈静⾊とも呼ばれる。⼩さく感じる収縮⾊。
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4.景観基礎調査の結果報告
（5）⾊彩調査

●全市域（明度） N R YR Y GY G BG B PB P RP●全市域（明度）
・⼋代市の建築物

の⾊相は暖⾊系
が全体の約８割。

17.1% 7.8% 50.0% 20.9%
0.4% 0.4%

0.8%

1.6%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全市域

（258件）

N R YR Y GY G BG B PB P RP

一般建築物

が 体 約 割
・明るめの⾊調の

建築物が多い。
▲⾊相分布

V（明度）
一般建築物（ ×：1件 ●：2～4件 ◆：5～9件 ○：10～19件 ◇：20件～ ）

景観阻害建築物：□ 景観要素建築物（歴史） ：△ 環境色彩（自然）：●

7

8

9

10

（明度） 景観阻害建築物：□ 景観要素建築物（歴史） ：△ 環境色彩（自然）：●

4

5

6

7

0

1

2

3

45
▲明度分布

0
5      10 5 10       5       10       5       10      5       10       5       10       5       10       5        10       5      10  5  10

N    R YR Y           GY           G           BG            B            PB            P          RP
H（色相）



4.景観基礎調査の結果報告
（5）⾊彩調査

●全市域（彩度）●全市域（彩度）
・⼋代市の建築物はR、

YRは彩度6以下、Y
は4以下、寒⾊系で 13

14
C（彩度）

一般建築物（ ×：1件 ●：2～4件 ◆：5～9件 ○：10～19件 ◇：20件～ ）

景観阻害建築物：□ 景観要素建築物（歴史） ：△ 環境色彩（自然）：●環境色彩（自然）：●

以下、寒⾊系
は彩度2以下が多い。

・景観阻害建築物は彩
度８以上の⾼彩度で 10

11

12

鮮やかなものが多く
⾒られる。

6

7

8

9

3

4

5

彩度１４は
派⼿でケバケバしい
印象

0

1

2

5      10 5 10       5       10       5       10      5       10       5       10       5       10       5        10       5       10  5     10
R YR Y           GY           G           BG            B            PB            P          RP

印象

46

▲彩度分布
H（色相）

▲彩度8以上の建築物イメージ



5 ⼋代市景観計画の策定⽅針について5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
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5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（1）策定の背景

●⼋代市は、ダイナミックな地形構造の上に、多彩な⾃然・都市的景観、特徴
的な歴史・⽂化的景観が織成す、重層的かつ固有の景観を有している。

●また、⼋代市では、以下の課題が顕在化している。●また、⼋代市では、以下の課題が顕在化している。
▶ ⼭林や農地の荒廃、空き家・空地の増加など、潤いのある⾃然景観や

⼋代らしい雰囲気のあるまちなみ景観が損なわれつつある。
▶ 法的担保がないため 景観誘導に強制⼒がなく 景観資源の消失が危▶ 法的担保がないため、景観誘導に強制⼒がなく、景観資源の消失が危

ぶまれる。
▶ 地域の特性に応じた、きめ細やかな規制誘導策がないため、周辺と調

和しない建物や看板が建築されている和しない建物や看板が建築されている。
▶ 個別に景観まちづくりの動きはあるが、有機的な連携に乏しい。など

●⼀⽅、市庁舎の建て替えや、⼤型クルーズ船の寄港などのインバウンド増加
泉 づ等の社会背景を受けて、本町アーケード商店街や⽇奈久温泉街のまちづくり

をはじめとした、地域まちづくりの機運が⾼まっている。
●魅⼒的な地域景観を⽀える景観まちづくりのマスタープランとして景観計画

を策定を策定！
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5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（2）策定の⽬的

●景観計画や景観条例の制定により、具体的な⽬標像やルールを定め、地域全
体で共有する。

●景観計画や景観条例を制定することにより、景観まちづくりに関して⼀定の
強制⼒を持ったルールを作る。

●景観法の諸制度の活⽤により 市⺠ 企業 ⾏政のそれぞれが主体となり●景観法の諸制度の活⽤により、市⺠、企業、⾏政のそれぞれが主体となり、
協働して景観まちづくりを推進する。
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5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（3）景観まちづくりの必要性

●景観とは「⽬と⼼に映るまちの姿」。
●⽬に⾒える⾊や形だけでなく その⼟地の歴史 ⽂化 ⾵⼟ 都市活動や⽇

景観とは

●⽬に⾒える⾊や形だけでなく、その⼟地の歴史、⽂化、⾵⼟、都市活動や⽇
常⽣活から⽣じる雰囲気、さらには、⽔の流れる⾳や匂いなど、⼈間の五感
を通して感じられるもの。

●景観まちづくりとは、地域固有の美しい景観を、守り、育み、創り出し、次
世代へ継承していくことで、魅⼒あるまちにしていく、⼀連の取り組み。

景観まちづくりとは

●歴史資源の保全や美しいまちなみの創出など、⼤きな取り組みの他に、地域
の清掃や緑化などの⽇常の地道な活動も、⼤切な取り組みのひとつ。

●景観まちづくりの対象は 私たちが⽇常的に⾒ている ⾃然の景⾊や道路等●景観まちづくりの対象は、私たちが⽇常的に⾒ている、⾃然の景⾊や道路等
の公共空間だけでなく、通りから⾒える個⼈の建物や庭なども含む。

●良好な景観の形成には、市⺠⼀⼈ひとりが、⾝の周りの景観づくりを意識し
て 持続的に取り組んでいくことが必要

50

て、持続的に取り組んでいくことが必要。



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（3）景観まちづくりの必要性

●良好な景観は 私たちの暮らしに潤いや落ち着きを与えるとともに そのま

景観まちづくりの必要性

●良好な景観は、私たちの暮らしに潤いや落ち着きを与えるとともに、そのま
ちに「住んでみたい、住み続けたい」と感じさせる都市の魅⼒となる。

●景観まちづくりの取り組みは、地域への愛着や誇りを育み、豊かなコミュニ
ティを形成するティを形成する。

●まちの個性や魅⼒を引き⽴てることで、観光客の増加や集客⼒の向上にもつ
ながり、観光や地域間交流、産業活動、⽂化活動に活⼒を与え、地域の活性
化 が化につながる。

●豊かな⾃然や歴史、⽂化、多様な地域性は、⼋代市の個性であり、⼦供たち
に残すべき市⺠共有の財産。残す き市⺠共有 財産。

●「⼋代らしさ」を活かした良好な景観まちづくりに、市⺠⼀⼈ひとりが、当
事者であることを意識しながら、積極的に取り組むことが⼤切。
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5.⼋代市景観計画の策定⽅針について

●景観まちづくりの具体の活動舞台として 景観資源（“お宝景観”と呼んでい
（4）景観まちづくりの舞台としてのフットパス
●景観まちづくりの具体の活動舞台として、景観資源（“お宝景観”と呼んでい

ます）が集積し⾵景を楽しみながら歩ける、ふだんから利⽤している⼩径
“フットパス※” が上げられる。

●⼋代市では、景観まちづくりへの
円滑な展開を⾒据えて、市⺠の暮
らしの基盤としてのこの“フットパ
ス※”に焦点を当て計画を策定するス※”に焦点を当て計画を策定する。

● “フットパス※”を中⼼に清掃・花
植え等の⼿が加えられ、市⺠や来植え等の⼿が加えられ、市⺠や来
訪者の誰もが景観を楽しみながら
快適に過ごすことができる空間づ
くりを進める。

▲⾃動⾞、⾃転⾞＋フットパスネットワークの

※フットパスとは、森林や
⽥園地帯、古い街並み
など、地域の昔からあ
るありのままの⾵景を
楽しみながら歩くこと

52

⾃動⾞、⾃転⾞＋フットパスネットワ クの
イメージ

▲⼋代市内のフットパスイメージ

楽しみながら歩くこと
ができる⼩径のこと。



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（5）策定体制

参
加

重点地区の
景観づくり

市民・
活動団体
等

景観
関連
団体

学⽣ 市⺠ 事業者

参加・意見

議会

八代市景観まちづくり会議

報告
○景観資源、フットパスの抽出 → 育成イメージの検討
○景観まちづくりの推進に向けた検討 等

参加・アドバイス参加・提案

諮問
答申

提案

意見

八代市景観計画策定委員会
○景観計画・条例の内容検討
○景観まちづくりの推進ポイントの検討 等

市長

庁内検討会議
○景観関係各課による検討調整

協議・運営

提案・意見

事務局
建設政策課

答申

都市計画

審議会

運営
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○景観関係各課による検討調整 ・建設政策課
・コンサルタント

審議会



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（6）会議毎の役割とアウトプットイメージ 景観計画関連

景観法に基づく景観計画
景観まちづくり関連

景観資源、フットパスを中核とした
景観まちづくり

(策定委員会の役割）
⼋代市景観計画策定の中核的な機関
として、市⺠会議での意⾒や現地調査

景観資源、
フットパスの抽出→
育成イメージの検討

【景観まちづくり会議】

景観資源、フットパスの
景観計画への位置づけ

での情報等を踏まえつつ、専⾨的な視
点により、主に⼋代らしい景観計画や
景観まちづくりのあり⽅等について検討
を⾏う 【事務局・庁内会議】

【策定委員会】

運営組織の編成
（景観まちづくり
プラットホーム）

景観づくりを基軸とした
まちづくりへの展開

制度的な景観の
担保策会

議
ご
と
の
検を⾏う。 【策定委員会】

「⼋代市景観計画」の検討
○必須項⽬の検討
○選択項⽬の検討

景観まちづくりに
対する専⾨的助⾔

検
討
範
囲

【参考：景観づくりの３つの要素とアウトプットの関係】

景観まちづくりの
助成施策等の検討

「⼋代市景観条例」の検討
○法定項⽬の検討
○⼋代オリジナル項⽬の検討

「⼋代市景観まちづくり
ア
ウ
ト

景観
まちづくり

景観まちづくり
提⾔書

「景観まちづくり」
関連の内容が主体。

そ
の

「⼋代市景観計画」

⼋代市景観まちづくりシンポジウム

「⼋代市景観まちづくり
の提⾔書」

ト
プ
ッ
ト

⼋代市景観まちづくりの 景観計画・条例 屋外

市⺠・関係団体・⾏
政が連携した、⼋代
市景観まちづくりの
本格的始動！

景観制度 景観整備

まち くり
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の
後
の
展
開

⼋代市景観まちづくりの
⼟台の構築

景観計画・条例、屋外
広告物条例に基づく

景観施策の総合的かつ
計画的な推進

協働による
⼋代市景観まちづくりの推進景観計画 「景観制度」関連の

内容が主体。



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（7）⼋代市景観計画の構成と検討ポイント

第１回策定委員会
⼋代市景観計画の⾻⼦案

景観計画の構成の提案 ポイント
序章 景観づくりの考え⽅
第１節 景観計画策定の背景と⽬的

景観計画を策定する背景や⽬的、景観計画の位置付けを⽰
します。

での議題

第１節 景観計画策定の背景と⽬的
第２節 景観まちづくりの必要性
第３節 景観計画の位置づけ
第４節 ⼋代市の景観特性、景観の主な問題点と課題
第５節 フットパスを⽤いた景観まちづくり

⼋代市の景観構造や、景観特性と問題点・課題を整理しま
す。
写真や図⾯を使い、分かりやすいよう整理します。

参考①

第５節 フットパスを⽤いた景観まちづくり

本編
第１章 景観計画の区域

景観形成に向けた基本理念や基本⽬標を設定します。
⼋代市の景観特性に応じた区分を設定し それぞれの地区 参考②

第２章 良好な景観の形成に関する⽅針
⼋代市の景観特性に応じた区分を設定し、それぞれの地区
の景観形成⽅針を定めます。

第３章 良好な景観形成のための⾏為の制限に関する事項
第４章 景観重要建造物・景観重要樹⽊の指定の⽅針
第５章 景観重要公共施設の整備に関する事項

⼀般地区・重点地区等の地区区分別に景観形成基準を設定
します。
景観上重要と判断される建造物および樹⽊の選定⽅針の検第５章 景観重要公共施設の整備に関する事項

第６章 屋外広告物の表⽰等の制限に関する事項

景観上重要と判断される建造物および樹⽊の選定⽅針の検
討を⾏います。
景観重要公共施設としての指定にふさわしい道路や河川、
公園などの指定⽅針を検討します。

参考③
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第７章 景観づくりを推進するために 市⺠・事業者・⾏政が協働した景観まちづくりの考え⽅や
施策、推進体制を整理します。



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（7）⼋代市景観計画の構成と検討ポイント
【参考】宇城市の例（⼀部抜粋）

参考① 参考②

【参考】宇城市の例（⼀部抜粋）
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5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（7）⼋代市景観計画の構成と検討ポイント
【参考】宇城市の例（ 部抜粋）【参考】宇城市の例（⼀部抜粋）

参考③
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5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（8）⼋代市景観計画の策定イメージ

景観特性 ⼋代市の景観とはこんな景観です

課題 こんな問題、改善すべきことがあります

⽬標 こんな景観にしたい（夢を描く）

そのために、こんなことをしていく基本⽅針・
推進戦略

ルール こんな⾊彩・素材にしましょう、緑化に努めましょう

など
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5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（9）基本⽅針・ゾーン別景観形成⽅針の検討［景観法第８条第３項］

景観基礎調査や景観まちづくり会議 結果を踏まえ 景観構造（ゾ ン）ごと 景観特●景観基礎調査や景観まちづくり会議の結果を踏まえつつ、景観構造（ゾーン）ごとの景観特
性、上位・関連計画に⾒るまちづくりの⽅向性等を基に、⼋代市の景観の⽬指すべき⽬標像
とそれを実現するための基本⽅針・ゾーン別景観形成⽅針を検討する。

●また 重点的に景観を形成すべき地区等についても ⾃然 歴史 ⽂化等からみて良好な景●また、重点的に景観を形成すべき地区等についても、⾃然、歴史、⽂化等からみて良好な景
観形成に関する⽅針を検討する。

景観形成の⽬標像

社会背景からくる課題まちづくりの⽅向性 社会背景からくる課題

市⺠意向

まちづくりの⽅向性

景観の現況特性、課題

基本⽅針・
ゾーン別景観形成⽅針
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▲基本⽅針・ゾーン別景観形成⽅針の検討フロー



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
●ゾーン別景観形成⽅針のイメージ

周辺の景観と不調和
な派手な色彩の建築
物の規制・誘導

周辺景観から突出した
高さの建築物の規制・
誘導

広告物は必要最小限の数・大きさにするとともに、
周辺景観と調和した統一感のあるものとする

派手な色彩の広告物の規制・誘導

敷地周りの
緑化の推進

土石類の採取や木材の伐採の際は、
植樹等により、周辺景観との調和を
図る

水辺に降りられるよう
な親水空間の検討

災害に対応した
河川づくりの推進周辺景観に配慮した

色彩や素材の柵とする

ゴミの清掃や除草による
河川環境の改善
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▲景観づくりのイメージ（例）



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（10）届出対象⾏為・規模の検討 ［景観法第８条第2項第2号］

●現状の制限を参考としながら、景観形成の⽬標、⽅針を実現するため、区域ごとの届出対象
⾏為・規模に関する事項を検討する。

●届出対象⾏為の設定に当たっては、現況特性・課題より具体の守るべき景観、改善すべき建届出対象⾏為 設定 当た ては、現況特性 課題より具体 守る き景観、改善す き建
築物等について特定の上、届出件数の想定との⽐較により、運⽤⾯を考慮して設定する。

●その際、他の法令の⼿続き・届出対象と連携させることにより、届出漏れが極⼒ないような設
定対象とする。

景観の現状・景観形成上の課題

現状の制限（県の制限）

他都市事例

運⽤⾯を考慮

他の法令⼿続きと連携 他都市事例

⾏為の制限（届出対象⾏為・規模）

他の法令⼿続きと連携
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▲届出対象⾏為・規模の検討フロー



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（11）景観形成基準の検討

現状 制限を参考としながら 景観形成 ⽬標 ⽅針を実現するため 区域ごと 景観形成●現状の制限を参考としながら、景観形成の⽬標、⽅針を実現するため、区域ごとの景観形成
基準に関する事項を検討する。

●景観形成基準の設定に当たっては、⾊彩調査結果や他都市事例を参考としつつ、景観形成
の将来像 ⽅針と 現況課題を⽐較し 将来像実現のために必要な基準を設定するの将来像・⽅針と、現況課題を⽐較し、将来像実現のために必要な基準を設定する。

●図解等のビジュアルな資料の作成、及び「事前相談制度」や「景観アドバイザーシステム」等の
運⽤⾯の仕組みにより、定性的な基準に関しても実効性を担保するための⽅策を検討する。

景観の将来像・⽅針 景観形成上の課題ギャップ

〔詳細調査〕現状の制限
（県の制限） 現地調査結果

⾊彩調査結果

⾏為の制限（景観形成基準）

他都市事例 ⾊彩調査結果
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▲景観形成基準の検討フロー



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（12）⾊彩基準の検討 ［景観法第８条第2項第2号］

（⾊彩基準設定の基本的考え⽅）
●計画策定の際には、第⼀段階にあたる全市景観の「地」づくりとともに、景観重点地区について
は、第⼆段階の「図」づくりを意識しつつ、基準値等の検討を進める。

●⾊彩基準についても、景観計画の⽬的に合ったレベルの基準を、地域ごとの⾊彩の傾向等を
踏まえつつ段階的に検討する。

 

 

 

第二段階（「図」づくり） 

対象：特徴的・重要な景観の地区や、 

住民発意により積極的な景観づくり

を望む声のある地区

第一段階（「地」づくり） 

対象：八代市全域 

 

基準：緩やかな基準

 

 

 

を望む声のある地区

基準：より詳細な基準 

基準：緩やかな基準

＜色彩基準の設定イメージ＞ ＜色彩基準の設定イメージ＞

 

 

高彩度の制限等、派手な色彩の建築物

等を制限するための 

ネガティブミニマムの基準 

色相の制限やテーマカラーの設定

など、地域性を守り、積極的に育て

ていくための基準 

（ポジティブマキシマムの基準）
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▲⾊彩基準の段階的設定イメージ



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について

計画の規制を追加⼜は緩

（13）⼋代市景観計画、⼋代市景観条例、⼋代市景観ガイドラインの設定(関係性)

景観法の任意委任事項 その他の任意事項

景観条例景観法
⾏為の制限などを規定した
良好な景観形成の実践のための
景観づくりのマスタープラン

計画の規制を追加⼜は緩
和するとともに、計画の実効
性を担保するための条例

■必須事項
・景観計画の区域

法定事項
・景観計画を定める⼿続き
・届出対象⾏為の追加
・届出⾏為の適⽤除外
・特定届出対象⾏為の指定
・景観重要建造物の管理基準

景観法の任意委任事項
・⽬的
・市⺠、事業者、⾏政の責務
・景観アドバイザー
・市⺠等の活動に対する助成
・表彰

その他の任意事項
景観計画

・良好な景観形成に関する⽅針
・良好な景観形成のための⾏為の制限
（届出対象⾏為）
・景観重要建造物・景観重要樹⽊の指定⽅針

■任意事項

景観重要建造物の管理基準
・景観重要樹⽊の管理基準
・景観づくり団体の認定
・変更命令等の対象⾏為

表彰
・勧告
・公表
・景観審議会 など

■任意事項
・景観重要公共施設の整備に関する事項等
・屋外広告物にかかる⾏為の制限に関する事項
・その他（計画の運⽤体制等） 屋外広告物条例

法定事項

屋外広告物法

景観ガイドライン

・⾏為の制限をブレークダウンした模式図
・イメージ図 模式図 イメ ジ図 事例写真など

・禁⽌地域、許可地域等の設定
・広告物の形状、⾯積、⾊彩、意
匠等に関する基準の設定
※罰則を設けることが可能
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・良好な景観の事例写真 など 模式図・イメージ図・事例写真など、
実際の運⽤に当たっての⼿続きとして、
景観計画を補完し実⾏性をもたせる
もの

計画に記載された基本的事項に実
効性を持たせるための条例



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（14）他の関連計画

⼋代市都市計画マスタープラン
⼋代市総合計画

⼋代都市計画区域マスタープラン

【各種関連計画等】
環境基本計画
都市再⽣整備計画
観光振興計画
森林整備計画

【景観に関連する施策等】
熊本県景観計画
熊本県屋外広告物条例

⼋代市景観計画
森林整備計画
農業振興地域整備計画

【制度等によ 担保】【市⺠と⾏政によ 【そ 他 景観施策】【制度等による担保】
○景観地区、地区計画
○景観協定

など

【市⺠と⾏政による
協働の取り組み】

市⺠主導による草の根的
⾝近な景観まちづくり

【その他の景観施策】
○屋外広告物の規制・誘導
○緑化等の助成
○市⺠意識啓発の施策

など

⼋代の魅⼒を⾼め地域振興につながる
“景観まちづくり”の持続的推進
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▲景観関連計画の関係性



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（14）他の関連計画

計画 計画名称 景観計画との関係性（キ ワ ド）計画 計画名称 景観計画との関係性（キーワード）

①総合計画
⼋代市総合計画
２００８-２０１７
（平成２０年４⽉）

・美しい⾵景と魅⼒ある特産品に笑顔が集うまち
・清流と緑、観光資源を活かしたうるおいのまち

②都市計画区域
マスタープラン

⼋代都市計画区域
マスタープラン
[熊本県策定]
（平成２２年３⽉）

・緑地景観の保全を図る
・棚⽥や沿岸部に残る⼲拓遺跡の保全を図る
・集落や住宅周辺の緑化の促進（平成２２年３⽉） 集落や住宅周辺の緑化の促進

③都市計画
マスタ プラン

⼋代市都市計画
マスタープラン ・⾃然や歴史など⼋代固有の資源を⼤切にしたまち

美 観 快適 ど 包マスタープラン マスタ プラン
（平成２２年３⽉） ・美しい景観、快適なまちなみなどに包まれたまち

④景観計画
熊本県景観計画
（平成２０年１⽉公表 ・主要幹線道路沿いを特定施設届出地区に指定④景観計画 （平成２０年１⽉公表、
平成２８年１０⽉修正）

・主要幹線道路沿いを特定施設届出地区に指定

⑤屋外広告物条例 熊本県屋外広告物条例
(平成２７年４⽉改定) ・主要幹線道路沿いを屋外広告物条例で規制
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(平成２７年４⽉改定)



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（14）他の関連計画

計画 計画名称 景観計画との関係性（キーワード）計画 計画名称 景観計画との関係性（キ ワ ド）

⑥環境基本計画
⼋代市環境基本計画
－改訂版－
（平成２７年１⽉

改定）

・⼈と⾃然が調和するまち
・⾃然の豊かさと多様さを実感できるまち

改定）

⑦都市再⽣整備計画
都市再⽣整備計画事
業（旧まちづくり交
付⾦）

・花づくりを活かした⽔と緑の潤いのあるまちづくり
・「新駅周辺地区」・「中⼼市街地」・「歴史的観光拠点」
の連携による賑わいの再⽣

付⾦） ・歴史の⾹りと温泉情緒が漂うもてなしと元気に満ちた
まちづくり

⑧観光振興計画
きなっせ やつしろ
⼋代市観光振興計画 ・⼋代のそれぞれの魅⼒が光り、つながることに⑧観光振興計画 （後期）
（平成２９年６⽉）

よって質の⾼い時間を提供するまち

⑨森林整備計画 ⼋代市森林整備計画
（平成２９年３⽉）

・美的景観の維持・形成に配慮した森林整備
⾵致のための保安林の指定や適切な管理⑨森林整備計画 （平成２９年３⽉） ・⾵致のための保安林の指定や適切な管理

⑩農業振興地域整備
計画

⼋代農業振興地域整
備計画書
（ 年 ）

・⽔稲、い草、施設園芸の振興など優良農地の確保
・耕作放棄地の解消や農⽤地等の保全
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計画 （平成２９年４⽉） 耕作放棄地の解消や農⽤地等の保全



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（15）策定スケジュール

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度

事

務

基礎情報の整理
・上位関連計画

景観計画素案の策定
都
市
計
画
審

議
会
上
程

案の
策定

案の

パ
ブ
リ

コ
メ
ン
ト務

局

・景観資源の整理
・市⺠アンケート
・⾊彩調査

景観条例素案の策定

景観ガイドラインの作成

審
議
会

程案の
策定ク

ト

策
定

委
員
会

・5回開催を予定 景観計画素案の検討

景観条例素案の検討

案の
決定
案の
決定

庁
内
会
議

・5回開催を予定 景観計画素案の検討

景観条例素案の検討

市
⺠
参

・4回開催を予定
【景観まちづくり会議】
・まちあるきの開催
・特性・課題の整理

パ
ブ
リ

ク

景
観
シ
ン

住
⺠
説
明

景
観
セ

68

参
加

特性 課題の整理
・フットパスの抽出
・景観ルールの検討 等

ク
コ
メ
ン
ト

ポ
ジ
ウ
ム

会
セ
ミ
ナ



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（15）策定スケジュール

時期 主な内容

●景観関連会議の実施報告
●景観基礎調査の結果報告第1回 H30.2 ●景観基礎調査の結果報告
●景観計画の策定⽅針の検討
●景観計画素案の検討

第2回 Ｈ30.4
（予定）

●景観関連会議の実施報告
●景観計画素案の検討
●景観条例の策定⽅針と⾻⼦案の検討

景観関連会議の実施報告
第3回 Ｈ30.6

（予定）
●景観関連会議の実施報告
●景観計画素案の検討
●景観条例素案の検討

Ｈ30 9 ●景観計画素案の検討（決定）第4回 Ｈ30.9
（予定）

●景観計画素案の検討（決定）
●景観条例素案の検討（決定）

第5回 Ｈ31.1
（予定）

●景観計画（案）の決定
●景観条例（案）の決定
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第5回 （予定） 景観条例（案）の決定
●景観施策の検討



5.⼋代市景観計画の策定⽅針について
（16）策定プロセス

第１回 第２回
第３回

第４回
第５回

⼋代市の

景観構造別
(ゾーン別)の
景観形成⽅針

良好な景観
形成のため
の⾏為の制
限に関する

景観重要建
造物・景観
重要樹⽊の

第５回

⼋代市の
景観の魅⼒

基 景観
ゾ ン

景
観
重
点
地
区

限に関する
事項

届出対象
⾏為

重要樹⽊の
指定の⽅針

景観重要公

景
観
づ
く
り
を課

題
⽬
標

基
本
⽅
針

ゾーン

景観軸

区
の
景
観
形
成

⾏為

届出対象
規模

共施設の整
備に関する
事項

を
推
進
す
る
た

問題点

成
⽅
針

届出対象
⾏為に
係る

景観形成
基準

屋外広告物
の表⽰等の
制限に関す
る事項

た
め
に
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基準



代市景観計 素案6.⼋代市景観計画素案について
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6.⼋代市景観計画素案について

1）景観計画の位置づけ
（1）序章
1）景観計画の位置づけ

●⼋代市景観計画は、景観法第８条の「良好な景観の形成に関する計画」とし
て定め、⼋代固有の景観を“守り”“育み”“つくり”、次世代に誇れる景観とし
て引き継ぐために、⽬標や⽅針を達成するための取り組み、景観形成基準等
を定めた基本計画。

【八代市】

八代市総合計画
やすらぎと活力にみちた魅力かがやく【国】 やすらぎと活力にみちた魅力かがやく

“元気都市やつしろ”

八代市まちづくり構想
（都市計画マスタ プラン）

【国】

・景観法
・屋外広告物法
・都市計画法
・建築基準法

（都市計画マスタープラン）
など

景観づくりの
基本計画

八代市

・環境基本計画
・都市再生整備計画
・観光振興計画
・森林整備計画

【熊本県】

・熊本県景観計画
・熊本県屋外広告物条例
・都市計画区域マスタープラ
ン 連携連携

【各種関連計画等】

72

景観計画
・森林整備計画

など

・県立自然公園の管理規則

など

連携連携



6.⼋代市景観計画素案について

2）景観構造
（1）序章
2）景観構造

 ⽇奈久断層崖に沿って東側の⼭間部と⻄側の平野部に⼤きく区分
●景観構造の⼟台
 ⽇奈久断層崖に沿って東側の⼭間部と⻄側の平野部に⼤きく区分
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6.⼋代市景観計画素案について

2）景観構造
（1）序章
2）景観構造

東側 九州中央 地 奈久断 崖 市街地 斜 緑地 経

●景観構造の⼟台

 東側の九州中央⼭地から⽇奈久断層崖の市街地にせまった斜⾯緑地を経由
して、⻄側に広⼤な⼲拓農地が広がり、⼋代海に⾄る多様でダイナミック
な地形
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6.⼋代市景観計画素案について

2）景観構造
（1）序章
2）景観構造
●４つの景観域と３つの景観軸で構成
 九州中央⼭地と丘陵地からなるやまなみの景観、⼋代海と⼲潟の海辺景観、⼲拓地と⽥園の景

観、まちなかの景観の４つの景観域により構成
 ⼋代海に注ぐ球磨川や氷川等の「河川景観軸」

やまな園景観域

 ⼋代海に注ぐ球磨川や氷川等の「河川景観軸」
 南北に⾛る国道３号や国道219号、九州⾃動⾞道、東⻄に⾛る国道443号、臨港線等の「道路景観

軸」
 JR⿅児島本線、肥薩おれんじ鉄道、九州新幹線等の「鉄道景観軸」が景観構造の⾻格を形成

やまなみ
景観域

⽥園景観域

まちなか
景観域景観域

海辺景観域

道路景観軸

河川景観軸

道路景観軸

鉄道景観軸
75

▲景観構造図



6.⼋代市景観計画素案について

3）⼋代市の景観の構成要素
（1）序章

市街地

中心市街地

工業地 生
活

3）⼋代市の景観の構成要素
●⼋代市の景観の美しさは、
以下の３つの要素に分類で
き これらの要素が様々に 業地

活
・
ま
ち
的
要
素

き、これらの要素が様々に
混ざり合い形成

 「⽣活・まち的要素」：住宅
集落

八代城下町 農地

歴
史
・
文

素 「⽣活 まち的要素」：住宅
地や商店街、⼯業地等、⼈々
の⽇常⽣活のフィールドとな
るもの

海岸

五家荘

文
化
的
要
素

 「歴史・⽂化的要素」：集落、
農地、歴史的まちなみ等、⻑
い時間をかけて⼈々の営みの 海岸

河川

自
然
的
要

い時間をかけて⼈々の営みの
中で形成されたもの

 「⾃然的要素」：海岸、⼭林、
緑 河川等 ありのままの⾃ 山地・丘陵地

要
素
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緑、河川等、ありのままの⾃
然



6.⼋代市景観計画素案について

4）景観特性
（1）序章
4）景観特性

①⾃然景観
●九州中央⼭地と丘陵地からなる「やまなみ景観」

主な景観特性を、⾃然景観、歴史・⽂化的景観、まちなみ景観に分類。

●九州中央⼭地と丘陵地からなる「やまなみ景観」
 東部は、九州中央⼭地国定公園や、五⽊五家荘県⽴⾃然公園に指定され

た⼭間部。
 熊本県最⾼峰の国⾒岳を中⼼に森林が広がり 五家荘の紅葉・新緑や美 熊本県最⾼峰の国⾒岳を中⼼に森林が広がり、五家荘の紅葉・新緑や美

しい渓⾕と吊り橋からの眺め、国指定名勝の⾛リ⽔ノ瀧をはじめとする
滝、⿓峯⼭⾃然公園や⼋⻯⼭⾃然公園の⼭並み景観など、四季折々の変
化にとんだ緑の景観を⾒せる化にとんだ緑の景観を⾒せる。

77
▲さかもと⼋⻯天⽂台からの⼭並み ▲⾛リ⽔ノ瀧 ▲梅の⽊轟公園吊橋



6.⼋代市景観計画素案について

4）景観特性
（1）序章
4）景観特性
①⾃然景観

九州中央⼭地と丘陵地からな 「やまな 景観●九州中央⼭地と丘陵地からなる「やまなみ景観」

 急峻な⼭々が連なる⾕沿いの幹線道路沿線を中⼼に棚⽥が分布し、農林
業を主体とする⼭村集落地が点在。業を主体とする⼭村集落地が点在。

 ⼭並みの景観は、市街地平野部からの眺めの背景となり、市内全体の景
観に視覚的な潤いを与えている。

78

▲氷川ダム ▲⼭並みと棚⽥▲平野部からの⼭並み



6.⼋代市景観計画素案について

4）景観特性
（1）序章
4）景観特性
①⾃然景観
●⼋代海と⼲潟の「海辺景観」
 ⻄部には豊富な⿂介類を育む雄⼤な⼋代海と、広⼤な⼲潟の海辺景観が

広がる。
 ⼋代海に注ぐ球磨川の河⼝港として発展してきた⼋代港は、県下最⼤の

重要港湾 平成 年 ⽉ は国 国際旅客船拠点形成港湾 指定され重要港湾。平成２９年７⽉には国の国際旅客船拠点形成港湾に指定され、
海外からの⼤型クルーズ船の⼊港が増加。

 ⼋代港の周辺には⼯場地が広がり、⼋代海を背景にした⼯場群は本市の
特徴的な景観のひとつ特徴的な景観のひとつ。
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▲⼋代海と⼯業景観▲⼯場地のクレーン群▲⼤型クルーズ船



6.⼋代市景観計画素案について

4）景観特性
（1）序章
4）景観特性
①⾃然景観
●⼋代海と⼲潟の「海辺景観」
 市域の⻄側⼀帯に海域が広がっているため 各所から⼋代海に映える美 市域の⻄側 帯に海域が広がっているため、各所から⼋代海に映える美

しい⼣⽇を眺めることができる。
 国指定名勝「不知⽕及び⽔島」は⼣⽇と⼲潟をセットで⾒ることができ

る眺望スポット。
島 ⼋代港からは三ツ島・雲仙・天草への眺望や、⼋代海を背景にした⼯場

群・クルーズ船と⼣⽇の景観が楽しめる。
 ⼲潟には多くの貴重な⼲潟⽣物が⽣息し、シギ・チドリ類の⾶来地と

なっているなっている。

80
▲球磨川河⼝⼲潟・渡り⿃⾶来地▲三ツ島・雲仙・天草の眺望▲⽔島と⼣⽇



6.⼋代市景観計画素案について

4）景観特性
（1）序章
4）景観特性
①⾃然景観

●球磨川・氷川・流藻川などの「河川景観」
 市の中央部を貫き、⼋代海に注ぐ球磨川や氷川、流藻川等の河川沿いは、

⽔と緑の景観軸を形成。
球磨 悠然 流 市 ボ 渡 橋

●球磨川・氷川・流藻川などの「河川景観」

 球磨川の悠然とした流れは市のシンボルとなっており、川を渡る橋や⼟
⼿からは市街地景観や、⼭並み景観などを遠望することができる。

 流藻川沿いは⾃然を楽しむ川辺の散歩道として⼈気。
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▲球磨川 ▲氷川 ▲流藻川



6.⼋代市景観計画素案について

4）景観特性
（1）序章
4）景観特性
①⾃然景観
●球磨川・氷川・流藻川などの「河川景観」
 河川沿いは散歩やサイクリングなど、レクリエーションの場として⼈々

に親しまれている。
 球磨川の河川敷には球磨川河川敷スポ ツ公園が整備され ソフトボ

●球磨川 氷川 流藻川などの「河川景観」

 球磨川の河川敷には球磨川河川敷スポーツ公園が整備され、ソフトボー
ルやサッカー等のスポーツや「やつしろ全国花⽕競技⼤会」などのイベ
ントを楽しむ⼈が、数多く訪れている。

▲宮地親⽔公園 ▲球磨川堤防道路 ▲やつしろ全国花⽕競技⼤会
（球磨川河川敷）
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6.⼋代市景観計画素案について

4）景観特性
（1）序章
4）景観特性
②歴史・⽂化的な景観
●⼋代城跡周辺や⽇奈久温泉街の街並み、五家荘、⽯橋群などの「歴史的景観」
 江⼾時代から城下町として栄えた中⼼市街地周辺には ⼋代城跡や松浜 江⼾時代から城下町として栄えた中⼼市街地周辺には、⼋代城跡や松浜

軒、町屋、徳渕の津跡、蛇籠の船着場、宮地地区には「妙⾒さん」と呼
ばれ親しまれる⼋代神社（妙⾒宮）、春光寺、紙漉き⽔路などの⾵情あ
る歴史的景観が残る。る歴史的景観が残る。

 600 年の歴史を持つ⽇奈久温泉は、なまこ壁や⽊造建造物が残る街並み
や温泉神社からの眺望が特徴。

 ⼭間部には、平家の落⼈伝説で知られる秘境「五家荘」、東陽町の⽯橋
群などの歴史的景観資源が数多く点在群などの歴史的景観資源が数多く点在。

▲⼋代城跡 ▲⽇奈久温泉神社からの眺め ▲笠松橋
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6.⼋代市景観計画素案について

4）景観特性
（1）序章
4）景観特性
②歴史・⽂化的な景観
●⼋代妙⾒祭や樅⽊神楽、⼲拓地・⽥園景観、棚⽥などの「⽂化的景観」●⼋代妙⾒祭や樅⽊神楽、⼲拓地 ⽥園景観、棚⽥などの「⽂化的景観」
 ユネスコ無形⽂化遺産に登録された⼋代神社（妙⾒宮）の⼋代妙⾒祭神

幸⾏事、植柳の盆踊、泉町の久連⼦古代踊りや樅⽊神楽、千丁町の⼥相
撲 鏡町の⼤鞘節などの⽣活⽂化に醸成された⽂化的景観が多彩撲、鏡町の⼤鞘節などの⽣活⽂化に醸成された⽂化的景観が多彩。

 本市⻄側には球磨川等の河川が運び出す⼟砂によって形成された沖積平
野と、１６世紀後半から進められてきた⼋代海の⼲拓事業により、広⼤
な⼋代平野が形成な⼋代平野が形成。
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▲⼋代妙⾒祭 ▲⼥相撲 ▲⽥園景観



6.⼋代市景観計画素案について

4）景観特性
（1）序章
4）景観特性
②歴史・⽂化的な景観
●⼋代妙⾒祭や樅⽊神楽、⼲拓地・⽥園景観、棚⽥などの「⽂化的景観」
 ⽇本 の⽣産量を誇るイ草や ⽔稲 トマト等の野菜栽培を通した四季 ⽇本⼀の⽣産量を誇るイ草や、⽔稲・トマト等の野菜栽培を通した四季

折々の⽥園景観が広がる。
 ⼲拓地には、⼲拓事業の遺産である樋⾨群があり、⼋代を特徴づける景

観のひとつとなっている観のひとつとなっている。
 ⼭間部には、美⽣の棚⽥をはじめとする⽣姜畑や⽔稲の棚⽥、茶の段々

畑と⼀体となった⼭間集落が点在し、⽂化的景観を形成。
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▲ビニールハウスの夜景 ▲⼤鞘樋⾨群 ▲茶の段々畑



6.⼋代市景観計画素案について

4）景観特性
（1）序章
4）景観特性
③まちなみ景観
●市役所周辺、本町アーケード商店街、⽇奈久温泉街などの「市街地景観」

時代 城 本市 ⼼ 城 割 が今 江⼾時代から城下町として栄えた本市中⼼部には城下町の町割りが今も
残り、市街地を形づくる基盤となっている。

 城下町を通る薩摩街道沿いに町が配置されてきたことから、⼋代城跡や
市役所 本町ア ケ ド商店街を中⼼としたエリアに市街地景観が広が市役所、本町アーケード商店街を中⼼としたエリアに市街地景観が広が
る。

 ⽇奈久温泉街周辺地区や、⽀所周りを中⼼とした都市計画区域内の幹線
道路沿いにも市街地景観が広がる道路沿いにも市街地景観が広がる。
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▲本町アーケード商店街▲城下町の⾵情を残すまちなみ ▲⽇奈久温泉街



6.⼋代市景観計画素案について

4）景観特性
（1）序章
4）景観特性
③まちなみ景観
●市役所周辺、本町アーケード商店街、⽇奈久温泉街などの「市街地景観」
 本市は 明治時代から製紙⼯場等が整備され 県内有数の⼯業地帯とし 本市は、明治時代から製紙⼯場等が整備され、県内有数の⼯業地帯とし

て発展。
 中⼼市街地から、⼯場の煙突群が眺望できることが市街地景観の特徴。
 現在、市役所の新庁舎整備が進められており、庁舎を中⼼としたエリア 現在、市役所の新庁舎整備が進められており、庁舎を中⼼としたエリア

の景観整備に注⽬が集まる。
 市役所周辺には、⼋代市⽴博物館や、⼋代警察署などの近代的な建築物

があり、洗練された都市景観がみられる。
 ⻯峰⼭等の⼭々からは市街地の美しい夜景を⾒ることができる ⻯峰⼭等の⼭々からは市街地の美しい夜景を⾒ることができる。
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▲市街地の⼯業景観 ▲⼋代市⽴博物館 ▲市街地の夜景



6.⼋代市景観計画素案について

4）景観特性
（1）序章
4）景観特性
③まちなみ景観
●景観の⾻格軸としての幹線沿道景観、鉄道沿線景観
 市内を南北に⾛る国道３号や国道２１９号 九州縦貫⾃動⾞道 南九州 市内を南北に⾛る国道３号や国道２１９号、九州縦貫⾃動⾞道、南九州

⻄回り⾃動⾞道、東⻄に⾛る国道４４３号、県道⼋代港線（臨港線）等
は本市の幹線道路として⼈々の活動を⽀えている。

 国道３号や県道⼋代港線（臨港線）などの幹線道路の沿道には商業施設
が集積 沿道 観が集積し、賑わいのある沿道景観となっている。

 JR⿅児島本線、肥薩おれんじ鉄道、九州新幹線等の⾞窓からは、広⼤な
⼲拓地や⼋代海、晩⽩柚畑や⾼⽥みかん畑、球磨川の清流など、⼋代な
らではの美しい景観を眺めることができるらではの美しい景観を眺めることができる。
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▲国道３号沿い（電線地中化） ▲⾞窓からの眺め（坂本町葉⽊橋）▲ＳＬの⾛る⾵景



6.⼋代市景観計画素案について

5）景観の主な問題点と課題
（1）序章
5）景観の主な問題点と課題

●良好な⼭並み景観の保全
①⾃然景観

 ⼭間部の⼀部では⼭肌の露出が⽬⽴つところや、ソーラーパネル、携帯
電話の電波塔等の構造物が良好な⼭並み景観を阻害しているところがみ
られる

●良好な⼭並み景観の保全

られる。
 耕作放棄地や空き家・空き地もみられる。
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▲⼭肌の露出 ▲⼭間部の空き家▲⼭間部のソーラーパネル



6.⼋代市景観計画素案について

5）景観の主な問題点と課題
（1）序章
5）景観の主な問題点と課題

●良好な⼭並み景観の保全
①⾃然景観

 ⼭並みの眺望に配慮し、⼤規模な⼟地の改変の規制や周辺の⾃然環境と
調和した建築物・⼯作物への景観誘導等による⼭並み景観の保全・育成
が必要

●良好な⼭並み景観の保全

が必要。
 特に、五家荘や渓⾕の吊り橋、滝、⾃然公園の展望台など、本市を代表

する眺望スポット周辺の景観保全・育成が⼤切。

 農林業振興との連携を図りながら、⼭地・丘
陵地の荒廃を防ぎ、良好な⼭並み景観と⼭村
集落地の景観を保全していくことが必要集落地の景観を保全していくことが必要。
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▲⼭肌の露出



6.⼋代市景観計画素案について

5）景観の主な問題点と課題
（1）序章
5）景観の主な問題点と課題

 ⼋代海の雄⼤な景観を活かすため ⼋代海沿岸や⼲潟周辺地域では ⾃
●海辺景観の保全と「海の⽞関⼝」の景観づくり
①⾃然景観

 ⼋代海の雄⼤な景観を活かすため、⼋代海沿岸や⼲潟周辺地域では、⾃
然景観と調和した建築物・⼯作物への景観誘導等による、美しい海辺景
観とこれへの眺望の保全・育成が必要。

 ⼋代港の周辺地区では 国際クル ズ拠点に相応しい「海の⽞関⼝」と ⼋代港の周辺地区では、国際クルーズ拠点に相応しい「海の⽞関⼝」と
しての景観づくりが必要。

 ⼋代海を背景にした⼯場群と⼣⽇の眺望を活かす取り組みや、⼤規模な
⼲潟の保全を進める取り組みも必要⼲潟の保全を進める取り組みも必要。
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▲⼲潟のクロツラヘラサギ ▲クレーン群と⼣⽇▲⽇奈久港の⼣景



6.⼋代市景観計画素案について

5）景観の主な問題点と課題
（1）序章
5）景観の主な問題点と課題

●⼈々に親しまれる美しい河川景観の保全・活⽤
①⾃然景観

 河川沿いに派⼿な建築物や⼯作物があったり、ごみが散乱していたりす
ると、河川沿いの景観が荒廃している印象を与える。

●⼈々に親しまれる美しい河川景観の保全・活⽤

 多様な⽣物・植物の保全とともに、ごみ拾いや草刈りなどの必要な⼿⼊
れによる河川景観の保全が必要。

 河川沿いは散歩などの利⽤が多いため、⽔辺河川沿いは散歩などの利⽤が多いため、⽔辺
と触れ合う⾃然護岸整備等の親⽔性の向上や、
フットパスと河川ネットワークとの連携によ
る河川景観の活⽤が必要。
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▲⼤鞘川



6.⼋代市景観計画素案について

5）景観の主な問題点と課題
（1）序章
5）景観の主な問題点と課題

●多様な歴史的景観の保全・活⽤
②歴史・⽂化的な景観

 ⽂化財に指定されていない町屋や⽊造建築物などは、価値が⼗分に認識
されておらず、すぐに取り壊されてしまう可能性がある。

 ⽇奈久温泉街や ⼭並み景観と 体とな た五家荘の集落にも空き家

多様な歴史的景観の保全 活⽤

 ⽇奈久温泉街や、⼭並み景観と⼀体となった五家荘の集落にも空き家・
空地が増え、歴史的景観が徐々に失われつつある。

 歴史的資源の周辺に空き家・空地があったり、調和しない建築物や⼯作
物が建 たりすると 歴史的な趣が損なわれる物が建ったりすると、歴史的な趣が損なわれる。

 ⾵情ある歴史的景観を先⼈から受け継がれた
財産と捉え、⾵格のある景観の保全を図ると
ともに、空き家・空地の有効活⽤が必要。
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▲空き家・空地の例



6.⼋代市景観計画素案について

5）景観の主な問題点と課題
（1）序章
5）景観の主な問題点と課題

●⽂化の継承と⽂化的景観の保全・活⽤
②歴史・⽂化的な景観

 ⼋代神社（妙⾒宮）南側には、参道から砥崎の河原を結ぶ神幸⾏列ルー
トがあるが、住宅地の中を通るため、⼀⾒して分かりにくい状況。
妙⾒宮を中⼼とす 地域にお は ネ 無形⽂化遺産登録 機運

●⽂化の継承と⽂化的景観の保全 活⽤

 妙⾒宮を中⼼とする地域においては、ユネスコ無形⽂化遺産登録の機運
を盛り上げ、歴史と⽂化の趣を感じられる景観づくりが必要。
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▲砥崎の河原▲神幸⾏列ルート（住宅地）▲⼋代神社（妙⾒宮）



6.⼋代市景観計画素案について

5）景観の主な問題点と課題
（1）序章
5）景観の主な問題点と課題

●⽂化の継承と⽂化的景観の保全・活⽤
②歴史・⽂化的な景観

 市内に残る⽣活⽂化に醸成された神事・催事などの⽂化の継承とともに、
⽂化的景観の保全・活⽤が必要。

 ⼭間部の棚⽥がつくり出す⽂化的景観の保全を図るためには、農林業振

●⽂化の継承と⽂化的景観の保全 活⽤

 ⼭間部の棚⽥がつくり出す⽂化的景観の保全を図るためには、農林業振
興との連携が不可⽋。

 ⽣業との連携を図るとともに、樋⾨群などと調和した広がりのある⼲拓
地景観の保全や、棚⽥等の⽂化的景観を保全することが必要。観 保 棚 化 観 保 要
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▲ ⼲拓地の景観▲樅⽊神楽 ▲ 久連⼦古代踊り



6.⼋代市景観計画素案について

5）景観の主な問題点と課題
（1）序章
5）景観の主な問題点と課題

 県道⼋代港線（臨港線）沿線には⼤規模商業施設が集積し 賑わ のあ
●賑わいとうるおい、落ち着きのある市街地景観の創出
③まちなみ景観

 県道⼋代港線（臨港線）沿線には⼤規模商業施設が集積し、賑わいのあ
る沿道景観がみられる。

 ⼀⽅で、ＪＲ⼋代駅周辺地区や本町アーケード商店街、⽇奈久温泉街に
は空き店舗 空地がみられ 賑わ が乏し 状況は空き店舗・空地がみられ、賑わいが乏しい状況。

 空き店舗・空地の改善・活⽤を図るとともに、⼀定のコンセプトに基づ
く統⼀のあるまちなみ景観形成のルール化が必要。
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▲⽇奈久温泉街の空地▲ 本町アーケード商店街の空き店舗▲ＪＲ⼋代駅周辺地区



6.⼋代市景観計画素案について

5）景観の主な問題点と課題
（1）序章
5）景観の主な問題点と課題

●賑わいとうるおい、落ち着きのある市街地景観の創出
③まちなみ景観

 本町アーケード商店街の⼟曜夜市、⽇奈久地区の路地を活⽤したまちづ
くりなど、まちの賑わいを創出する活動を活かした賑わいの景観づくり
も必要。も必要。

 市街地から眺望できる⼯場景観の改善・活⽤な
どの取り組みや、新庁舎周辺の⼋代城跡と⼀体
となった落ち着きと⾵格のある景観整備が必要となった落ち着きと⾵格のある景観整備が必要。

 ⼲拓農地に市街地のスプロール化が進⾏してい
る地区では、周辺の⽥園景観と調和したまちな
みの景観づくりが必要

▲ ⽇奈久温泉街の路地

みの景観づくりが必要。
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6.⼋代市景観計画素案について

5）景観の主な問題点と課題
（1）序章
5）景観の主な問題点と課題
③まちなみ景観
●幹線道路や鉄道沿いの良好な沿道景観づくりと「陸の⽞関⼝」の景観づくり
 国道３号や県道⼋代港線（臨港線）などの幹線道路の沿道には商業施設

が集積し、派⼿な⾊彩の建築物・広告物が他の地区より多い。
 景観の⾻格を形成する幹線道路の沿道や、鉄道沿線は、派⼿な建築物や 景観の⾻格を形成する幹線道路の沿道や、鉄道沿線は、派⼿な建築物や

⼯作物・屋外広告物の形態や⼤きさの規制等による良好な景観づくりが
必要。

 幹線道路の街路樹など、植栽の適切な維持管理が必要。 幹線道路の街路樹など、植栽の適切な維持管理が必要。
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6.⼋代市景観計画素案について

5）景観の主な問題点と課題
（1）序章
5）景観の主な問題点と課題

 ⽥園の中を抜ける幹線道路沿道や鉄道沿線では 周辺の⽥園景観と調和
●幹線道路や鉄道沿いの良好な沿道景観づくりと「陸の⽞関⼝」の景観づくり
③まちなみ景観

 ⽥園の中を抜ける幹線道路沿道や鉄道沿線では、周辺の⽥園景観と調和
した景観づくりが必要。

 ⼲拓地の⾵景や、晩⽩柚畑や⾼⽥みかん畑、球磨川の清流など、⼋代な
らではの景観を活かすテ マ性をもった景観づくりが望まれるらではの景観を活かすテーマ性をもった景観づくりが望まれる。

 九州新幹線の新⼋代駅周辺やインターチェンジ周辺地区においては、周
辺のまちなみや背景となるやまなみ景観と調和した建築物・⼯作物への
景観誘導等による 「陸の⽞関⼝」に相応しい景観づくりが必要景観誘導等による、「陸の⽞関⼝」に相応しい景観づくりが必要。
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▲九州新幹線からの眺望▲ 新幹線沿線の菜の花畑▲ ⽥園を抜ける幹線道路



6.⼋代市景観計画素案について

5）景観の主な問題点と課題
（1）序章
5）景観の主な問題点と課題

 本市は⾃然、歴史・⽂化、まちなみの景観特性ごとに特徴ある価値を有
④仕組みづくり

しており、それらが重なり合って⼋代固有の貴重な景観を構成。

 市を取り巻く様々な社会的な影響を視野に⼊れながら景観の価値を守っ 市を取り巻く様々な社会的な影響を視野に⼊れながら景観の価値を守っ
ていくための仕組みづくりが必要。

 市⺠の景観形成意識に対して、更なる啓発のきっかけとなり、市⺠・事 市⺠の景観形成意識に対して、更なる啓発のきっかけとなり、市⺠ 事
業者・⾏政の協働による景観形成につなげていくため、新たな景観まち
づくりの考え⽅・⽅策が強く求められる。
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6.⼋代市景観計画素案について

1）⼋代市景観計画区域の設定［景観法第８条第２項第１号］
（2）本編
1）⼋代市景観計画区域の設定［景観法第８条第２項第１号］
●⼋代市の景観構造、既存計画の将来都市構造を基にした市域のゾーニングと照合し、ゾーン
区分を設定する。

熊本県熊本県

景観計画区域
八代市全域
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▲景観計画区域



6.⼋代市景観計画素案について

1）⼋代市景観計画区域の設定［景観法第８条第２項第１号］
（2）本編
1）⼋代市景観計画区域の設定［景観法第８条第２項第１号］

●既存計画の将来都市構造を基にした市域のゾーニングと照合し、ゾーン区分を設定する。

景観ゾーン・軸 概要 主な要素

①やまな 景観ゾ

▼景観ゾーン・軸のイメージ

①やまなみ景観ゾーン 市東部の⼭間部を中⼼とした地域 ⼭地・丘陵地、⼭林集落、棚⽥

②海辺景観ゾーン 市⻄部の⼋代海沿岸地域 ⼋代海、⼲潟、⼯業地

③まちなか景観ゾーン 中⼼市街地、⽤途地域内市街地 中⼼市街地、⼾建住宅地

④⽥園景観ゾーン ⼲拓地・⽥園地を中⼼とした地域 ⽥園、集落地

⑤河川景観軸 主な河川沿い 河川

⑥道路景観軸 主な幹線道路沿い 幹線道路
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⑦鉄道景観軸 主な鉄道沿線沿い 鉄道



6.⼋代市景観計画素案について

1）⼋代市景観計画区域の設定［景観法第８条第２項第１号］
（2）本編

まちなか
景観ゾーン

田園景観
ゾーン

やまなみ
景観ゾーン

1）⼋代市景観計画区域の設定［景観法第８条第２項第１号］

海辺景観
ゾーン

道路

103

河川
景観軸

景観軸
鉄道

景観軸 ▲景観ゾーンのイメージ図


