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１．住民意識調査 

 

【１】回答者の属性 

問１ 性別 

回答者は、男性が 42.4％、女性が 56.1%となっています。 

 

 

 

 

 
問２ 年齢 

回答者は、30～64歳が 55.9％、65歳以上が 41.2%となっています。 

 

 

 

 

 

 
問３ お住まいの地域 

回答者は、小値賀島内が 95.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.4 56.1

1.5

１．男性 ２．女性 不明

55.9 41.2

1.4 1.5

１．30歳未満 ２．30～64歳 ３．65歳以上 不明

95.3

2.3

2.4

１．小値賀島内 ２．小値賀島外 不明

 □参考資料 
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【２】景観に関する意識 

問４ あなたにとって小値賀町の景観は大切な資源だと思いますか。（○は一つ） 

 
小値賀町の景観は大切な資源だと思っている人の割合は 87.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
問５ 資源としての景観はこれからのまちづくりにおいても重要だと思われますか。（○は一つ） 

資源としての景観はこれからのまちづくりにおいても重要だと思っている人の割合は

83.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
問６ あなたは小値賀町の景観を守り、未来へつなげていくべきと思われますか。（○は一つ） 

小値賀町の景観を守り、未来へつなげていくべきと思っている人の割合は 83.2％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.0 3.2 7.3

2.6

１．思う ２．思わない ３．どちらでもない 不明

83.0 5.0 9.4

2.6

１．思う ２．思わない ３．どちらでもない 不明

83.2 4.2 9.5

3.0

１．思う ２．思わない ３．どちらでもない 不明
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問７ あなたは景観づくりに何を期待しますか。（○は二つ） 

景観づくりに期待することは、生活の快適性の向上が 38.8％、観光振興が 35.5％、ゆとり

や癒しの創出が 31.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問８ 日常目にしている小値賀町の景観は他の地域よりも優れていると思われますか。（○は一

つ） 

日常目にしている小値賀町の景観は他の地域よりも優れているかどうかに関して、思うが

46.8％、思わないが 20.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問９ ①小値賀町の景観の中で問題があると思われるものはありますか。（○は一つ） 

小値賀町の景観の中で問題があると答えた人が 36.4％、ないと答えた人が 49.5％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

35.5

38.8

23.6

31.5

19.5

10.5

1.5

１．観光振興

２．生活の快適性の向上

３．地域イメージの向上

４．ゆとりや癒しの創出

５．歴史文化の振興

６．わからない

７．その他

46.8 20.9 28.2 4.1

１．思う ２．思わない ３．どちらでもない 不明

36.4 49.5 14.1

１．ある ２．ない 不明

 □参考資料 
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問 11 小値賀町にとって最も重要な景観と思われるものはなにですか。（○は二つ） 

小値賀町にとって最も重要な景観は、山や海などの自然景観が最も多く 81.7％、他には文

化財などの歴史景観が 25.5％、田や畑などの田園景観が 19.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【４】景観を守り育むための方策 

問 12 身のまわりの景観について何か問題と思われることがありますか。（○は一つ） 

身のまわりの景観について、何か問題と思われることがあると答えた人が 35.8％、ないと

答えた人が 19.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 
問題があるとお答えの方で、具体的にはどのようなことですか。 

問題がある景観は、山や海などの自然景観が 49.6%と最も多く、次いで田や畑などの田園

景観が 29.2％、家や港、道などの集落景観が 22.9％の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

0.8

14.1

10.9

25.5

19.8

81.7１．山や海などの自然景観

２．田や畑などの田園景観

３．文化財などの歴史景観

４．祭りや行事などの文化的景観

５．家や港、道などの集落景観

６．その他

35.8 19.8 27.6 16.8

１．ある ２．ない ３．わからない 不明

4.7

22.9

7.2

11.0

29.2

49.6１．山や海などの自然景観

２．田や畑などの田園景観

３．文化財などの歴史景観

４．祭りや行事などの文化的景観

５．家や港、道などの集落景観

６．その他
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問 13 景観を守ったり、改善したりするためのルールは有効な手法と考えられますが、こうした

ルールづくりについて、どのように思いますか。（○は一つ） 

ルールづくりに関しては、町全体に、ゆるやかなルールを設けるとともに、特に重要な地

区にきめ細かいルールを設けるが 29.4％で最も多く、次いでルールは必要ないが 14.1％、町

全体にゆるやかなルールを設けるが 13.6％の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問 14 身のまわりの景観を良くしていくためにどのようなルールが必要と思いますか。（あては

まるものすべてに○） 

身のまわりの景観を良くしていくために必要なルールは、敷地の緑化が 29.8％で最も多く、

次いで広告物が 16.5％、建物の色が 15.9％、建物のデザインが 12.1％の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0 13.6 10.8 29.4 14.1 22.6

1.5

１．町全体に、きめ細かなルールを設ける
２．町全体に、ゆるやかなルールを設ける

３．特に重要な地区に限ってルールを設ける
４．町全体に、ゆるやかなルールを設けるとともに、特に重要な地区にきめ細かなルールを設ける。
５．ルールは必要ない。
６．その他

不明

4.7

16.5

29.8

7.7

11.2

15.9

12.1１．建物のデザイン：形状や材質等の調和を図る

２．建物の色：派手な色彩。奇抜な色使いを抑える

３．建物の高さ：高さを抑え、周囲との調和、眺望の保全を図る

４．建物の配置：道路や隣地から壁の位置を下げゆとりを創出

５．敷地の緑化：生垣などによる敷地内の緑化を図る

６．広告物：広告物の大きさや数を抑え、落ち着いたまちを創出

７．その他

 □参考資料 



 94 

 

 ２．主な集落景観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜笛吹地区（黒島地区含む）＞ 

＜柳地区＞ 

＜前方地区＞ 
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＜浜津地区＞ 

＜斑地区＞ 

＜野崎島＞ 

 □参考資料 
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３．建築物・工作物の色彩について 

■色彩基準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※｢マンセル値｣とは、JIS（日本工業規格）標準色票として採用されている「マンセル表色系」を用い

た色彩の値です。色彩を「色相」「明度」｢彩度｣の 3つの属性の組み合わせで表します。 

・色相（色合い）：R（赤）、YR（橙）、Y(黄)、GY（黄緑）、G（緑）、BG（青緑）、B（青）、PB（青紫）、P

（紫）、RP（赤紫）の 10種の基本色とその度合いを示す 0から 10の数字を組み合わ

せて用います。 

      使用を避けたい色彩 

      

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10R 5YR

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5R

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5BG

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10BG

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5B

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10PB

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5P

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10P

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10GY

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Y

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5GY
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・明度（明るさ）：0から 10までの数字で表します。明るい色ほど数字が大きくなります。 

・彩度（鮮やかさ）：0 から 14 までの数字で表します。黒やグレーなどの無彩色の彩度は 0 になりま

す。鮮やかな色ほど数値が大きくなりますが、最大の数値は色相によって異なり

ます。 

 

 □参考資料 

5Y

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10YR

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10B

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5PB

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5RP

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10RP

5G

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N　 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10G
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４．西海国立公園五島列島地域管理計画 

 

＜１．管理の基本的方針＞ 

（１）保護に関する方針 

ア．風致景観の特性及び保全対象 

 五島列島地域の地形は、侵食、沈降及び火山活動を経て形成され変化に富んでいる。若松瀬戸

や玉之浦瀬戸の溺れ谷地形や小値賀島や福江島鬼岳周辺の臼状火山群を成す火山地形、豪快な嵯

峨ノ島の海蝕崖、またそれとは対照的な内陸部の砂嘴や内海多島景観が見られる。 

 また、本地域はシイ、カシ等の照葉樹の二次林がほとんどを占めているが、福江島七ツ岳のス

ダジイ林、白鳥神社の社叢、父ヶ岳山頂や中通島の三王山には自然林が残っている。 

 その他美良島の海岸低木林や福江島鬼岳周辺の半自然草原景観も特徴の一つである。また、日

ノ島のハマジンチョウ群落は、五島列島地域の中でも大群生地として特筆される。 

 本公園の特徴的なこれらの地形及び植生景観が保全対象として特に重要である。 

 
イ．主な保全対象の保全方針 

位  置 保 全 対 策 保 全 方 針 

1．斑島 

 

（小値賀町） 

 

第２種特別地域 

玉石甌穴 

 
 海岸に露出する玄武岩に波食により

生じた甌穴
お う け つ

があり、波食作用の観測地

として貴重であり国の天然記念物に指

定されている。 

 ポットホールの保全に必要な波食作

用を変化させないため、周辺の地形を

改変させないことにより、その保護に

努める。 

2．小値賀島 

火山群 

 

（小値賀町） 

 

第２種特別地域 

臼状火山群及び草原景観 

 
 小値賀島と周辺の属島には番岳を中

心とした臼状火山群が広がっている。 

 国立公園の指定要件である優れた火

山地形及び草原景観を有しており、地

学的資料としても貴重である。 

 火山地形の改変を避けるとともに、

適切な管理により、草原景観の維持に

努める。 

3．野首海岸 

 

（小値賀町） 

 

第２種特別地域 

アカウミガメの産卵地 

 
 当該地は、五島列島地域で数少ない

アカウミガメの産卵地である。 

 海岸の改変を避けることにより、産

卵地の保全に努める。 

 また、アカウミガメの産卵及びふ化

に適した暗地の環境を保つように努め

る。 
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（２）利用に関する方針 

ア．利用の特性及び利用方針 

本管理計画区の利用特性は、五島列島地域における外洋性多島海景観、特異な火山地形や海岸

地形、多種多様な南方系植物等の自然景観探勝及び遣唐使や倭寇に関する史跡、キリシタン信仰

に由来する教会等の人文景観探勝の利用が多く、短期間の滞在型利用形態が主となっている。 

また、夏季を中心に、各地で海水浴、キャンプ、釣り、グラスボートによる海中観察、スキュ

バダイビング、カヌー等自然体験型の利用が行われている。 

これら自然資源と人文資源に恵まれた特性をいかした、体験型利用を積極的に推進する。 

 
イ．利用施設の設備及び管理方針 

現在の利用状況を踏まえ、次の方針の下適切に利用施設を設備し、利用の推進を図っていくも

のとする。 

①優れた自然景観を有する地域については、その保全に十分配慮し、特に海岸線については、

海岸の自然環境への影響を最小限とする方法での整備を検討する。 

②自然体験型利用を推進していくために、必要な施設の整備を検討する。 

③歩道、園地等の適正な利用を推進していくために解説板、指導標等の拡充整備を検討する。 

④快適で安全な利用環境を維持するため、施設の補修、改修、清掃等適切な管理を図る。 

⑤公園利用者に対する自然情報や利用マナー向上のための各種情報の提供を図る。 

⑥自然とのふれあいを促進するための活動の推進を図る。 

 

 □参考資料 
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＜２．風致景観の管理に関する事項＞ 

（１）許可、届出等取扱方針 

特別地域及び特別保護地区内における各種行為については、自然公園法の行為許可申請に対

する審査基準として、「国立公園の許可、届出等の取扱要領」（平成 15年 3月 31日付け環自国

第 130 号自然環境局長通知）第 5に規定するとおり、自然公園法施行規則第 11条に規定する許

可基準、同条第 31項の規定に基づき環境大臣が定めた「西海国立公園特別地域内における行為

の許可基準の特例」（平成 13年 3月 26日付け環境省告示第 14号）及び「自然公園法の行為の

許可基準の細部解釈及び運用方法について」（平成 12年 8月 7日付け環自国第 448－3号自然保

護局長通知）において定める基準の細部解釈のほか、下記の取扱方針を用いることとする。 

普通地域内の要届出行為についても、「国立公園普通地域内における措置命令等に関する処理

基準」（平成 13年 5月 28日付け環自国第 212号自然環境局長通知）によるほか、特別地域内の

行為の取扱いに準じて風景の保護上適切な配慮がされるよう指導する。 

ア．特別地域に係る取扱方針 

行為の種類 地 区 取  扱  方  針 

1  工作物の新

築、改築又

は増築 

  

（1）建築物 全 域 

(共通) 

① 基本方針 

 主要展望地及び海上の観光船、フェリー等の航路からの眺望に支

障を与えないよう留意し、眺望されやすい稜線上及び地形改変の著

しい急傾斜地における設置は避けるものとする。 

② 規模 

用途に応じた必要最小限の規模とする。 

③ デザイン、色彩 

ア 屋根のデザインは、切妻、寄棟、入母屋等の軒のある勾配屋根

とし、陸屋根、片流れ、ドーム等の曲線屋根でないこと。また、

屋根勾配は、2/10以上であること。 

ただし、母屋と同一敷地内に建設されるものであって、小規模

な倉庫、小屋及び特殊な用途に使用される建設物については、こ

の限りではない。 

イ 屋根の色彩は焦げ茶色、黒灰色及び暗緑色のうち周囲の自然と

調和した色彩とすること。 

ウ 壁の色は茶色、灰色、ベージュ色及びクリーム色のうち、周囲

の自然と調和した色彩とすること。また、木材、石材等自然材料

を用いる場合は素地色とすること。 
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行為の種類 地 区 取  扱  方  針 

④ 附帯施設 

ア 利用道路に面する敷地境界に塀・柵を設ける場合には、生垣に

よるものとし、やむを得ず、フェンスを用いる場合であっても、

可能な限り、修景植栽を併用するものとすること。 

  イ 外灯を設置する場合には、建築物をライトアップするものでな

いこと。 

⑤ 残土処理方法 

  残土は、国立公園区域外に搬出し適切に処理すること。 

 ただし、残土処理地を緑化するなど、土砂流出防止の措置を講じ、

風致景観の保護上支障のないよう適切に処理する場合や、当該国立

公園内において許可を得て行われる他の工事等に流用される場合に

あっては、この限りでない。 

⑥ 修景緑化方法 

ア 公園利用施設から建築物が望見される場合には、建築物の公園

利用施設側に、建築物を隠蔽するために樹木による修景植栽を行

うものであること。 

イ 修景植栽に当たっては、別添の「修景緑化樹種リスト」記載の

植物を用いること。 

（2）道路 全 域 

(共通) 

① 基本方針 

主要展望地及び海上の観光船、フェリー等の航路からの眺望に支

障を与えないよう線形の選定については、地形に順応するよう留意

する。 

② 附帯施設 

ア 交通安全柵を設置する場合は、風致景観への配慮及び道路から

の眺望確保のため、ガードロープを使用すること。 

  ただし、焦げ茶色又は灰色のガードレールを使用する場合はこ

の限りではない。 

イ 路傍駐車場やポケットパークに設置する公衆トイレ等の建築に

ついては、周囲の自然環境に調和したものとすること。 

ウ 橋梁の色彩は、周辺の自然環境に配慮されたものとすること。 
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行為の種類 地 区 取  扱  方  針 

③ 法面処理方法 

ア 法面は、張芝、種子吹付等により緑化すること。ただし、通常

の緑化工では法面の崩壊を防止できない場合に限り、モルタル吹

付を認めるものとする。 

イ 擁壁を用いる場合は、自然石張り又は自然石に模した表面仕上

げとし、自然石に模した表面仕上げの場合は、色彩が暗灰色とな

るよう顔料を配合したもの等とすること。 

 ただし、公園利用者から望見されない場合は、この限りでない。 

④ 残土処理方法 

「1 工作物の新築、改修又は増築（1）建築物⑤」（P.101）に準

ずるものとする。 

⑤ 修景緑化方法 

ア 法面と道路の間に植樹帯を設ける等、できる限り道路沿線の修

景緑化を行うものであること。 

  イ 法枠緑化工や種子吹付けの場合は、可能な限り、在来種を使用

すること。在来種でない植物を使用する場合は、早期に在来種に

移行できる手法を用いること。 

 また、モルタル吹付けとする場合は、前面をツル性植物等によ

り緑化すること。 

ウ 修景植栽に当たっては、別添の「修景緑化樹種リスト」記載の

植物を用いること。 

（3）電柱、鉄塔 

アンテナ類 

全 域 

(共通) 

① 基本方針 

主要展望地及び海上の観光船、フェリー等の航路からの眺望に支

障を与えないよう留意する。 

② 位置 

海岸付近の道路沿線における電柱は、山側に設置し、主たる展望

方向である海側への設置は避けること。建替えに当たっては、可能

な限り、埋設又は主たる展望方向でない側へ移設をすること。 

③ 色彩 

色彩は、焦げ茶色又は灰色とするが、木柱を用いる場合にあって

は、素地色も可とする。 

山王山 主要展望方向は避けるものとし、やむを得ず主要展望方向となる

場合は、できる限り地下埋設とすること。 
小値賀 
番岳・ 
龍観山 
・米山・ 
虎星山 
・鬼岳・ 
白良ｹ浜 
・高浜・  

主要展望方向に設置してある既存の電柱・電話柱については、建

替え時に、できる限り主要展望方向以外に移設するか、又は、地下

埋設とすること。 
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行為の種類 地 区 取  扱  方  針 

（4）砂防・治山 

施設 

全 域 
(共通) 

① 基本方針 

主要展望地及び海上の観光船、フェリー等の航路からの眺望に支

障を与えないよう留意する。 

  ② 材料・色彩 

自然石を使用するか又は自然石を模した表面仕上げとし、自然石

を模した表面仕上げの場合は色彩が暗灰色となるよう顔料を混合し

たもの等とすること。 

ただし、公園利用者から望見できない場合にあっては、この限り

でない。 

③ 工事の搬入路 

工事に伴う搬入路は、極力周辺植生等に影響がないよう法面が最

小限となるようにすること。 

また、行為完了後は、原状回復することとし、在来種等により、

早期緑化を図るものとする。 

 

  ④ 附帯施設 

ロックフェンス及びロックネットの色彩は焦げ茶色又は灰色とす

ること。 

（5）海岸保全施

設、海岸環

境 保 全 施

設 

全 域 

(共通) 

① 基本方針 

自然海岸への設置は、認めないものとする。 

ただし、災害が現に発生している場所、又は、災害の発生のおそ

れが極めて大きい場所については、この限りでない。 

② 材料・色彩 

「1 工作物の新築、改築又は増築（4）砂防・治山施設②」（P.103）

に準ずるものとする。 

（6）漁港施設、

港湾施設 

全 域 

(共通) 

① 基本方針 

海岸景観に与える影響が大きい場合があるため、区域の指定

及び施設の整備に当たっては、次の点に留意して事前調整を

図るものとする。 

ア 自然海岸や海水浴利用が盛んな地域への区域の拡張は極

力避ける。 

イ 主要利用地点から見える位置での防波堤、護岸等の整備

は最小限とし、地域の特性に応じ、風致景観の保護に配慮

した工法を用いる。 

 

 □参考資料 
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行為の種類 地 区 取  扱  方  針 

② 位置等 

物揚場、船揚場の整備については、次のとおりとする。 

ア 行為地が湾奥である等、地形的な条件により展望されにくい

位置であること。 

イ 行為地の後背地において大規模な改変を行わないこと。 

ウ 海中及びその周辺の生態系に影響を与えないよう配慮された

ものであること。 

2 木竹の伐採 五島市 
火ノ岳 
・箕岳 

草原景観の風致の維持を図るための木竹の伐採については、公益

上必要な行為として取り扱うものとする。 

3 広告物 全 域 

(共通) 

① 基本方針 

デザインを統一し、乱立している場合は、極力集合看板とするも

のとする。 

② 設置場所 

眺望の妨げにならない場所であること。 

③ 規模、材料、色彩 

ア 規模は過大にならないようにし、必要最小限とすること。 

イ 材料は、可能な限り木材、石材等の自然材料を用いること。 

ウ 地色は、木材、石材等の自然材料については素地色とし、そ

の他のものは、焦げ茶色、暗緑色、黒色を基調とすること。 

文字の色は、原色を避け、地色と調和したものとすること。 

  ④ その他 

破損が著しいものは、速やかに撤去又は補修を行うものとする。 

4 水面の埋立 全 域 

(共通) 

① 基本方針 

主要展望地及び海上の観光船やフェリー等の航路からの眺望に支

障を与えないよう留意する。 

② 位置等 

「1 工作物（6）漁港施設、港湾施設②」（P.104）に準ずるもの

とする。 

5 土地の形状 

変更 

全 域 

(共通) 

主要展望地及び海上の観光船やフェリー等の航路からの眺望に支

障を与えないよう留意する。 

 
イ．普通地域に係る取扱方針 

行為の種類 地 区 取  扱  方  針 

水面の埋立 全 域 

(共通) 

「西海国立公園普通地域（海域）内における水面の埋立て取扱上

の留意事項」（別紙 1）によるものとする。 
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（２）公園事業取扱方針 

事業決定の内容及び「国立公園事業取扱要領」（平成 15年 3月 31日環自国第 131号）による

ほか、下記の取扱方針によるものとする。 

事業の種類 地 区 取  扱  方  針 

1 道 路 

(車道) 

 

全 域 

(共通) 

① 基本方針 

公園利用者の快適性及び安全性を確保するため、現道の線形改良、

拡幅整備、防災工事等を進めるものとするが、主要展望及び海上の

観光船、フェリー等の航路からの眺望に支障を与えないよう留意し、

眺望されやすい稜線上及び地形改変の著しい急傾斜地における設置

は避けるものとする。 

 

② 附帯施設 

ア 交通安全柵を設置する場合は、「許可、届出等取扱方針 1 工

作物の新築、改築又は増築（2）道路②ア」（P.101）に準ずるもの

とする。 

イ 路傍駐車場及びポケットパークに設置する公衆便所等の建設に

ついては、周囲の自然環境に調和したものとすること。 

ウ 道路沿線の展望地や興味地点には路傍駐車場を設けるととも

に、説明板等の標識類により自然について公園利用者に解説する

こと。 

エ 利用地点までの誘導標識や案内標識等の標識類の設備を行うこ

と。 

 

③ 法面処理方法 

「許可、届出取扱方針 1 工作物の新築、改築又は増築（2）道

路③」（P.102）に準ずるものとする。 

 

④ 残土処理方法 

「許可、届出取扱方針 1 工作物の新築、改築又は増築（1）建

築物⑤」（P.101）に準ずるものとする。 

 

⑤ 修景緑化方法 

「許可、届出取扱方針 1 工作物の新築、改築又は増築（2）道

路⑤」（P.102）に準ずるものとする。 

 

 □参考資料 
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事業の種類 地 区 取  扱  方  針 

2 道 路 

(歩道) 

 

全 域 

(共通) 

① 基本方針 

ア 自然とのふれあい等を目的に、安全性及び快適性を確保した

歩道として整備し、適切な管理を図る。 

イ 施設の整備に伴う地形改変は必要最小限とする等自然環境の

保全に留意する。 

② 附帯施設 

ア 休憩所、展望施設、駐車場及び公衆便所は、利用性及び管理

面を考慮し適正に配置すること。 

イ 歩道以外への立入りにより、動植物の損傷及び裸地化、利用

者への危険のおそれがある場合は、制札、立入禁止柵等を整備

すること。 

ウ 案内板、解説板等は、「許可、届出等取扱方針 3 広告物」 

（P.104）に準ずるものとする。 

③ 管理方法 

ア 危険箇所及び施設の点検、草刈り、清掃等を定期的に実施す

ること。 

イ 展望の優れた箇所については、樹木で視界が遮断されないよ

う適宜通景線確保のための伐採や枝払いを行うものとする。 

3 園 地 

 

全 域 

(共通) 

① 基本方針 

自然探勝、展望、休憩、情報提供等地域の利用特性に応じた整備

を図る。 

② 附帯施設 

ア 休憩所、展望施設、駐車場及び公衆便所は、利用性及び管理

面を考慮し適正に配置すること。 

なお、附帯施設の高さ、建物等の数は必要最小限とする。 

イ 施設の整備に伴う地形改変は必要最小限とする等自然環境の

保全に留意する。 

ウ 建築物のデザイン及び色彩については、「許可、届出等取扱方

針 1 工作物の新築、改築又は増築（1）建築物③」（P.100）

に準ずるものとする。 

③ 管理方法 

「2 道路（歩道）③」（P.106）に準ずるものとする。 

 

4 野営場 全 域 

(共通) 

① 基本方針 

 各地区の特性に応じた整備及び管理を行い、自然探勝、海浜利用

等、人と自然とのふれあいを高めるように配慮するものとする。 
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事業の種類 地 区 取  扱  方  針 

② 付帯施設の取扱い 

「3 園地②」（P.106）に準ずるものとする。 

③ 管理方法 

ア 場内の環境を清潔に保つため、定期的に清掃等を行うこと。 

イ 残飯等のゴミは、ゴミ捨て場を指定し、十分な管理及び回収

を行うこと。 

ウ 危険箇所及び施設の点検、草刈り、清掃等を定期的に実施す

ること。 

5 水泳場 全 域 

(共通) 

① 基本方針 

 地域の特性に応じた施設の設備及び管理を行い、人と自然とのふ

れあいを高めるように配慮するものとする。 

② 附帯施設 

「3 園地②」（P.106）に準ずるものとする。 

③ 管理方法 

ア くずかご、吸い殻入れ等は、十分な管理が可能な場所以外に

は設置しないものとし、ごみの投げ捨て防止及びごみ持ち帰り

運動を推進するものとする。 

イ 場内の環境を清潔に保つため、定期的に清掃等を行うこと。 

ウ 危険箇所及び設備の点検、草刈り等を定期的に実施すること。 

エ 遊泳区域以外への立入りにより、利用者への危険のおそれが

ある場合は、制札、立入禁止柵等を整備すること。 

 

 □参考資料 
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＜３．地域の開発、整備に関する事項＞ 

（１）自然公園施設 

五島列島地域の利用形態を踏まえ、各地区の整備方針は次のとおりとする。本地域を行政区

分、利用体系等から、宇久島・小値賀島地区、中通島・若松島地区及び福江島地区の 3つの地

区に大別する。 
各地区とも、火山地形、海岸地形、植物群落等の自然景観及び史跡や教会等の文化景観に恵

まれており、各地区の特性をいかした施設の整備を行うため、以下のとおり整備方針を定める

ものとする。 
なお、施設の整備に当たっては、県及び市町との綿密な連携の下、自然環境の保全に留意し

つつ、自然体験や環境学習、伝統文化体験等といったふれあい型の公園利用の推進を図るもの

とする。 
 

地  区 利 用 形 態 及 び 整 備 方 針 

宇久島・小値賀島地区 五島列島地域の北部に位置する宇久島・小値賀島とその周辺の属島か

らなる地区で、小値賀島には長崎との間を結ぶ空港が整備されている。 

当該地区は博多及び佐世保からの定期航路の寄港地となっており、特

に平成 5 年 4 月からは佐世保－小値賀島－宇久島間に高速船が就航する

等、交通条件が改善されてきたことから、徐々にではあるが、公園利用

者は増加傾向にある。 

公園利用としては、砂浜海岸での海水浴及びキャンプ、展望地からの

多島海景観及び海岸地形の風景鑑賞、自然体験学習等が行われているこ

とから、次のとおり整備方針を定める。 

①宇久島 

 島の中央部に位置する城ヶ岳は多島海景観の好展望地で、園地として

駐車場及び休憩所が整備されている。今後は自然観察のための案内板や

解説板の整備を検討する。 

 島の北部に位置する乙女ノ鼻は、岩礁海岸部の岬で海岸線の展望に優

れていることから、自然海岸探勝のための歩道として、公衆便所及び駐

車場が整備されている。今後は、設備の補修等適切な維持管理に努める。 

 小値賀町景観計画 



 109 

地  区 利 用 形 態 及 び 整 備 方 針 

②小値賀島（本島） 

 島のほぼ中心部に位置する番岳は多島海景観の好展望地で園地として

公衆便所及び休憩所が整備されている。今後は快適な公園の利用の推進

のため駐車場等の整備を検討する。 

 島の北部に位置する長崎は、なだらかな地形の放牧地で、海岸線には

岩礁海岸の間に砂浜が点在しており、主として地域住民が海水浴場とし

て利用している。今後は快適な海水浴利用ができるよう公衆便所等の整

備や放牧地等をいかした野営施設の整備を検討する。 

島の北東部に位置する愛宕山は、多島海景観の好展望地で、園地とし

て休憩所、駐車場等が整備されている。今後は公園利用の増進を図るた

め、本城岳との間の歩道整備や本城岳への附帯園地の整備を検討する。 

 島の南東に位置する赤ダキ歩道は、玄武岩溶岩台地に、火山斜面の一

部が海蝕により円筒状に開析された優れた海蝕崖を見ることができるこ

とから、これを探勝する歩道、展望所、標識等が整備されている。 

島の西部に位置する五両ダキは、海蝕による火口の断面が間近で観察

される特異な景観であり、自然体験のための園地として、展望所、駐車

場等の整備を検討する。 

③小値賀斑島 

橋梁により小値賀島と連絡されている島で、山頂部は多島海景観の好

展望地であり、園地として駐車場及び休憩所が整備されている。今後は

自然景観のための案内板及び解説板の整備を検討する。 

④野崎島 

 小値賀町は、平成 10年度から環境省の補助事業である「ふるさと自然

ネットワーク整備事業」の「ふるさと自然塾」を整備しており、自然学

校や野営場を拠点として、自然体験学習が展開されている。今後は、関

係機関と連携し、自然とのふれあいの促進を図るために、園地等の整備

を検討する。 
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５．未来につながる環境を守り育てる条例（長崎県） 

＜指定区域内で制限される行為等＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ごみの投げ捨て等防止重点地区 

ごみをみだりに捨てる行為は全県下で禁止されていますが、ごみの投げ捨て等防止重

点地区でこれに違反した場合は平成 21 年 4 月 1 日から罰則（2 千円の過料）が適用

されます。（平成 21年 3月 1 日付追加指定の 5 地区は平成 21年 9月 1日からの罰則

適用です。） 

○喫煙禁止地区 

喫煙禁止地区では公共の場所（屋外に限る。また、公共の場所の管理者が喫煙場所を

指定した場合は当該喫煙指定場所を除く。）での喫煙が禁止されます。これに違反し

た場合は平成 21 年 4 月 1 日から罰則（2 千円の過料）が適用されます（平成 21年 3

月 1日付追加指定の 5地区は平成 21年 9月 1日からの罰則適用です。） 

 

○自動販売機設置届出地区 

自動販売機設置届出地区において屋外に自動販売機を設置（既存の自動販売機の更新

を含む。）しようとする者は、あらかじめその内容を長崎県知事へ届け出る必要があ

ります。また、指定地区では自動販売機の位置、意匠、色彩及び設置方法について設

置基準が定められていますので、設置する自動販売機はこの設置基準に適合するもの

でなければなりません。 
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６．景観法 

景観法 
（平成十六年六月十八日法律第百

十号） 

最終改正：平成二一年六月二四日

法律第五七号 

（最終改正までの未施行法令）  

平成二十一年六月三日法律第四十

七号 （未施行）  

平成二十一年六月二十四日法律第

五十七号 （未施行）  

 

第一章 総則（第一条―第七条）  

第二章 景観計画及びこれに基づ

く措置  

 第一節 景観計画の策定等（第

八条―第十五条）  

 第二節 行為の規制等（第十六

条―第十八条）  

 第三節 景観重要建造物等  

  第一款 景観重要建造物の指

定等（第十九条―第二十七条）  

  第二款 景観重要樹木の指定

等（第二十八条―第三十五条）  

  第三款 管理協定（第三十六

条―第四十二条）  

  第四款 雑則（第四十三条―

第四十六条）  

 第四節 景観重要公共施設の整

備等（第四十七条―第五十四条）  

 第五節 景観農業振興地域整備

計画等（第五十五条―第五十九条）  

  第六節 自然公園法の特例

（第六十条）  

第三章 景観地区等  

 第一節 景観地区  

  第一款 景観地区に関する都

市計画（第六十一条）  

   第二款 建築物の形態意匠

の制限（第六十二条―第七十一条）  

   第三款 工作物等の制限

（第七十二条・第七十三条）  

  第二節 準景観地区（第七十

四条・第七十五条）  

  第三節 地区計画等の区域内

における建築物等の形態意匠の制

限（第七十六条）  

  第四節 雑則（第七十七条―

第八十条）  

 第四章 景観協定（第八十一条

―第九十一条）  

 第五章 景観整備機構（第九十

二条―第九十六条）  

 第六章 雑則（第九十七条―第

九十九条）  

 第七章 罰則（第百条―第百七

条）  

 附則  

第一章 総則  

（目的）  

第一条  この法律は、我が国の都

市、農山漁村等における良好な景

観の形成を促進するため、景観計

画の策定その他の施策を総合的に

講ずることにより、美しく風格の

ある国土の形成、潤いのある豊か

な生活環境の創造及び個性的で活

力ある地域社会の実現を図り、も

って国民生活の向上並びに国民経

済及び地域社会の健全な発展に寄

与することを目的とする。  

（基本理念）  

第二条  良好な景観は、美しく風

格のある国土の形成と潤いのある

豊かな生活環境の創造に不可欠な

ものであることにかんがみ、国民

共通の資産として、現在及び将来

の国民がその恵沢を享受できるよ

う、その整備及び保全が図られな

ければならない。  

２  良好な景観は、地域の自然、

歴史、文化等と人々の生活、経済

活動等との調和により形成される

ものであることにかんがみ、適正

な制限の下にこれらが調和した土

地利用がなされること等を通じて、

その整備及び保全が図られなけれ

ばならない。  

３  良好な景観は、地域の固有の

特性と密接に関連するものである

ことにかんがみ、地域住民の意向

を踏まえ、それぞれの地域の個性

及び特色の伸長に資するよう、そ

の多様な形成が図られなければな

らない。  

４  良好な景観は、観光その他の

地域間の交流の促進に大きな役割

を担うものであることにかんがみ、

地域の活性化に資するよう、地方

公共団体、事業者及び住民により、

その形成に向けて一体的な取組が

なされなければならない。  

５  良好な景観の形成は、現にあ

る良好な景観を保全することのみ

ならず、新たに良好な景観を創出

することを含むものであることを

旨として、行われなければならな

い。  
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（国の責務）  

第三条  国は、前条に定める基本

理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、良好な景観の形成に

関する施策を総合的に策定し、及

び実施する責務を有する。  

２  国は、良好な景観の形成に関

する啓発及び知識の普及等を通じ

て、基本理念に対する国民の理解

を深めるよう努めなければならな

い。 

（地方公共団体の責務）  

第四条  地方公共団体は、基本理

念にのっとり、良好な景観の形成

の促進に関し、国との適切な役割

分担を踏まえて、その区域の自然

的社会的諸条件に応じた施策を策

定し、及び実施する責務を有する。  

（事業者の責務）  

第五条  事業者は、基本理念にの

っとり、土地の利用等の事業活動

に関し、良好な景観の形成に自ら

努めるとともに、国又は地方公共

団体が実施する良好な景観の形成

に関する施策に協力しなければな

らない。 

（住民の責務）  

第六条  住民は、基本理念にのっ

とり、良好な景観の形成に関する

理解を深め、良好な景観の形成に

積極的な役割を果たすよう努める

とともに、国又は地方公共団体が

実施する良好な景観の形成に関す

る施策に協力しなければならない。  

（定義等）  

第七条  この法律において「景観

行政団体」とは、地方自治法（昭

和二十二年法律第六十七号）第二

百五十二条の十九第一項の指定都

市（以下この項において「指定都

市」という。）の区域にあっては指

定都市、同法第二百五十二条の二

十二第一項の中核市（以下この項

において「中核市」という。）の区

域にあっては中核市、その他の区

域にあっては都道府県をいう。た

だし、指定都市及び中核市以外の

市町村であって、都道府県に代わ

って第二章第一節から第四節まで、

第四章及び第五章の規定に基づく

事務を処理することにつきあらか

じめその長が都道府県知事と協議

し、その同意を得た市町村の区域

にあっては、当該市町村をいう。  

２  この法律において「建築物」

とは、建築基準法（昭和二十五年

法律第二百一号）第二条第一号に

規定する建築物をいう。  

３  この法律において「屋外広告

物」とは、屋外広告物法（昭和二

十四年法律第百八十九号）第二条

第一項に規定する屋外広告物をい

う。  

４  この法律において「公共施

設」とは、道路、河川、公園、広

場、海岸、港湾、漁港その他政令

で定める公共の用に供する施設を

いう。  

５  この法律において「国立公

園」とは自然公園法（昭和三十二

年法律第百六十一号）第二条第二

号に規定する国立公園を、「国定公

園」とは同条第三号に規定する国

定公園をいう。  

６  この法律において「都市計画

区域」とは都市計画法（昭和四十

三年法律第百号）第四条第二項に

規定する都市計画区域を、「準都市

計画区域」とは同項に規定する準

都市計画区域をいう。  

７  第一項ただし書の規定によ

り景観行政団体となる市町村は、

当該規定に基づき景観行政団体と

なる日の三十日前までに、国土交

通省令・農林水産省令・環境省令

で定めるところにより、その旨を

公示しなければならない。  

第二章 景観計画及びこれに基づ

く措置  

 第一節 景観計画の策定等  

（景観計画）  

第八条  景観行政団体は、都市、

農山漁村その他市街地又は集落を

形成している地域及びこれと一体

となって景観を形成している地域

における次の各号のいずれかに該

当する土地（水面を含む。以下こ

の項、第十一条及び第十四条第二

項において同じ。）の区域について、

良好な景観の形成に関する計画

（以下「景観計画」という。）を定

めることができる。  

一  現にある良好な景観を保全

する必要があると認められる土地

の区域  

二  地域の自然、歴史、文化等か

らみて、地域の特性にふさわしい

良好な景観を形成する必要がある

と認められる土地の区域  

三  地域間の交流の拠点となる

土地の区域であって、当該交流の

促進に資する良好な景観を形成す

る必要があると認められるもの  

四  住宅市街地の開発その他建
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築物若しくはその敷地の整備に関

する事業が行われ、又は行われた

土地の区域であって、新たに良好

な景観を創出する必要があると認

められるもの  

五  地域の土地利用の動向等か

らみて、不良な景観が形成される

おそれがあると認められる土地の

区域  

２  景観計画においては、次に掲

げる事項を定めるものとする。  

一  景観計画の区域（以下「景観

計画区域」という。）  

二  景観計画区域における良好

な景観の形成に関する方針  

三  良好な景観の形成のための

行為の制限に関する事項  

四  第十九条第一項の景観重要

建造物又は第二十八条第一項の景

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。）  

五  次に掲げる事項のうち、良好

な景観の形成のために必要なもの 

イ 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 

ロ 当該景観計画区域内の道路法

（昭和二十七年法律第百八十号）

による道路、河川法（昭和三十九

年法律第百六十七号）による河川、

都市公園法（昭和三十一年法律第

七十九号）による都市公園、海岸

保全区域等（海岸法（昭和三十一

年法律第百一号）第二条第三項に

規定する海岸保全区域等をいう。

以下同じ。）に係る海岸、港湾法（昭

和二十五年法律第二百十八号）に

よる港湾、漁港漁場整備法（昭和

二十五年法律第百三十七号）によ

る漁港、自然公園法による公園事

業（国又は同法第九条第二項に規

定する公共団体が執行するものに

限る。）に係る施設その他政令で定

める公共施設（以下「特定公共施

設」と総称する。）であって、良好

な景観の形成に重要なもの（以下

「景観重要公共施設」という。）の

整備に関する事項 

ハ 景観重要公共施設に関する次

に掲げる基準であって、良好な景

観の形成に必要なもの 

（１） 道路法第三十二条第一項

又は第三項の許可の基準 

（２） 河川法第二十四条、第二

十五条、第二十六条第一項又は第

二十七条第一項（これらの規定を

同法第百条第一項において準用す

る場合を含む。）の許可の基準 

（３） 都市公園法第五条第一項

又は第六条第一項若しくは第三項

の許可の基準 

（４） 海岸法第七条第一項、第

八条第一項、第三十七条の四又は

第三十七条の五の許可の基準 

（５） 港湾法第三十七条第一項

の許可の基準 

（６） 漁港漁場整備法第三十九

条第一項の許可の基準 

ニ 第五十五条第一項の景観農業

振興地域整備計画の策定に関する

基本的な事項 

ホ 自然公園法第十三条第三項、

第十四条第三項又は第二十四条第

三項の許可（政令で定める行為に

係るものに限る。）の基準であって、

良好な景観の形成に必要なもの

（当該景観計画区域に国立公園又

は国定公園の区域が含まれる場合

に限る。） 

六  その他国土交通省令・農林水

産省令・環境省令で定める事項  

３  前項第三号の行為の制限に

関する事項には、政令で定める基

準に従い、次に掲げるものを定め

なければならない。  

一  第十六条第一項第四号の条

例で同項の届出を要する行為を定

める必要があるときは、当該条例

で定めるべき行為  

二  次に掲げる制限であって、第

十六条第三項若しくは第六項又は

第十七条第一項の規定による規制

又は措置の基準として必要なもの 

イ 建築物又は工作物（建築物を

除く。以下同じ。）の形態又は色彩

その他の意匠（以下「形態意匠」

という。）の制限 

ロ 建築物又は工作物の高さの最

高限度又は最低限度 

ハ 壁面の位置の制限又は建築物

の敷地面積の最低限度 

ニ その他第十六条第一項の届出

を要する行為ごとの良好な景観の

形成のための制限 

４  景観計画は、国土形成計画、

首都圏整備計画、近畿圏整備計画、

中部圏開発整備計画、北海道総合

開発計画、沖縄振興計画その他の

国土計画又は地方計画に関する法

律に基づく計画及び道路、河川、

鉄道、港湾、空港等の施設に関す

る国の計画との調和が保たれるも
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のでなければならない。  

５  景観計画は、環境基本法（平

成五年法律第九十一号）第十五条

第一項に規定する環境基本計画

（当該景観計画区域について公害

防止計画が定められているときは、

当該公害防止計画を含む。）との調

和が保たれるものでなければなら

ない。  

６  都市計画区域について定め

る景観計画は、都市計画法第六条

の二第一項の都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針に適合するも

のでなければならない。  

７  市町村である景観行政団体

が定める景観計画は、議会の議決

を経て定められた当該市町村の建

設に関する基本構想に即するとと

もに、都市計画区域又は準都市計

画区域について定めるものにあっ

ては、都市計画法第十八条の二第

一項の市町村の都市計画に関する

基本的な方針に適合するものでな

ければならない。  

８  景観計画に定める第二項第

五号ロ及びハに掲げる事項は、景

観重要公共施設の種類に応じて、

政令で定める公共施設の整備又は

管理に関する方針又は計画に適合

するものでなければならない。  

９  第二項第五号ニに掲げる事

項を定める景観計画は、同項第一

号、第二号及び第五号ニに掲げる

事項並びに同項第六号に掲げる事

項のうち農林水産省令で定める事

項に係る部分については、農業振

興地域の整備に関する法律（昭和

四十四年法律第五十八号）第四条

第一項の農業振興地域整備基本方

針に適合するとともに、市町村で

ある景観行政団体が定めるものに

あっては、農業振興地域整備計画

（同法第八条第一項の規定により

定められた農業振興地域整備計画

をいう。以下同じ。）に適合するも

のでなければならない。  

１０  景観計画に定める第二項

第五号ホに掲げる事項は、自然公

園法第二条第五号に規定する公園

計画に適合するものでなければな

らない。 

（策定の手続）  

第九条  景観行政団体は、景観計

画を定めようとするときは、あら

かじめ、公聴会の開催等住民の意

見を反映させるために必要な措置

を講ずるものとする。  

２  景観行政団体は、景観計画を

定めようとするときは、都市計画

区域又は準都市計画区域に係る部

分について、あらかじめ、都道府

県都市計画審議会（市町村である

景観行政団体に市町村都市計画審

議会が置かれているときは、当該

市町村都市計画審議会）の意見を

聴かなければならない。  

３  都道府県である景観行政団

体は、景観計画を定めようとする

ときは、あらかじめ、関係市町村

の意見を聴かなければならない。  

４  景観行政団体は、景観計画に

前条第二項第五号ロ又はハに掲げ

る事項を定めようとするときは、

あらかじめ、当該事項について、

国土交通省令・農林水産省令・環

境省令で定めるところにより、当

該景観重要公共施設の管理者（景

観行政団体であるものを除く。）に

協議し、その同意を得なければな

らない。  

５  景観行政団体は、景観計画に

前条第二項第五号ホに掲げる事項

を定めようとするときは、あらか

じめ、当該事項について、国立公

園等管理者（国立公園にあっては

環境大臣、国定公園にあっては都

道府県知事をいう。以下同じ。）に

協議し、その同意を得なければな

らない。  

６  景観行政団体は、景観計画を

定めたときは、その旨を告示し、

国土交通省令・農林水産省令・環

境省令で定めるところにより、こ

れを当該景観行政団体の事務所に

おいて公衆の縦覧に供しなければ

ならない。  

７  前各項の規定は、景観行政団

体が、景観計画を定める手続に関

する事項（前各項の規定に反しな

いものに限る。）について、条例で

必要な規定を定めることを妨げる

ものではない。  

８  前各項の規定は、景観計画の

変更について準用する。  

（特定公共施設の管理者による要

請）  

第十条  特定公共施設の管理者

は、景観計画を策定し、又は策定

しようとする景観行政団体に対し、

当該景観計画に係る景観計画区域

（景観計画を策定しようとする景

観行政団体に対しては、当該景観

行政団体が策定しようとする景観

計画に係る景観計画区域となるべ
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き区域）内の当該管理者の管理に

係る特定公共施設について、これ

を景観重要公共施設として当該景

観計画に第八条第二項第五号ロ又

はハに掲げる事項を定めるべきこ

とを要請することができる。この

場合においては、当該要請に係る

景観計画の部分の素案を添えなけ

ればならない。  

２  景観計画に定められた景観

重要公共施設の管理者は、景観行

政団体に対し、当該景観計画につ

いて、第八条第二項第五号ロ又は

ハに掲げる事項の追加又は変更を

要請することができる。前項後段

の規定は、この場合について準用

する。  

３  景観行政団体は、前二項の要

請があった場合には、これを尊重

しなければならない。 

（住民等による提案）  

第十一条  第八条第一項に規定

する土地の区域のうち、一体とし

て良好な景観を形成すべき土地の

区域としてふさわしい一団の土地

の区域であって政令で定める規模

以上のものについて、当該土地の

所有権又は建物の所有を目的とす

る対抗要件を備えた地上権若しく

は賃借権（臨時設備その他一時使

用のために設定されたことが明ら

かなものを除く。以下「借地権」

という。）を有する者（以下この条

において「土地所有者等」という。）

は、一人で、又は数人が共同して、

景観行政団体に対し、景観計画の

策定又は変更を提案することがで

きる。この場合においては、当該

提案に係る景観計画の素案を添え

なければならない。  

２  まちづくりの推進を図る活

動を行うことを目的とする特定非

営利活動促進法（平成十年法律第

七号）第二条第二項の特定非営利

活動法人若しくは一般社団法人若

しくは一般財団法人又はこれらに

準ずるものとして景観行政団体の

条例で定める団体は、前項に規定

する土地の区域について、景観行

政団体に対し、景観計画の策定又

は変更を提案することができる。

同項後段の規定は、この場合につ

いて準用する。  

３  前二項の規定による提案（以

下「計画提案」という。）は、当該

計画提案に係る景観計画の素案の

対象となる土地（国又は地方公共

団体の所有している土地で公共施

設の用に供されているものを除く。

以下この項において同じ。）の区域

内の土地所有者等の三分の二以上

の同意（同意した者が所有するそ

の区域内の土地の地積と同意した

者が有する借地権の目的となって

いるその区域内の土地の地積との

合計が、その区域内の土地の総地

積と借地権の目的となっている土

地の総地積との合計の三分の二以

上となる場合に限る。）を得ている

場合に、国土交通省令・農林水産

省令・環境省令で定めるところに

より、行うものとする。 

（計画提案に対する景観行政団体

の判断等）  

第十二条  景観行政団体は、計画

提案が行われたときは、遅滞なく、

当該計画提案を踏まえて景観計画

の策定又は変更をする必要がある

かどうかを判断し、当該景観計画

の策定又は変更をする必要がある

と認めるときは、その案を作成し

なければならない。 

（計画提案を踏まえた景観計画の

案の都道府県都市計画審議会等へ

の付議）  

第十三条  景観行政団体は、前条

の規定により計画提案を踏まえて

景観計画の策定又は変更をしよう

とする場合において、その策定又

は変更が当該計画提案に係る景観

計画の素案の内容の一部を実現す

ることとなるものであるときは、

第九条第二項の規定により当該景

観計画の案について意見を聴く都

道府県都市計画審議会又は市町村

都市計画審議会に対し、当該計画

提案に係る景観計画の素案を提出

しなければならない。 

（計画提案を踏まえた景観計画の

策定等をしない場合にとるべき措

置）  

第十四条  景観行政団体は、第十

二条の規定により同条の判断をし

た結果、計画提案を踏まえて景観

計画の策定又は変更をする必要が

ないと決定したときは、遅滞なく、

その旨及びその理由を、当該計画

提案をした者に通知しなければな

らない。  

２  景観行政団体は、都市計画区

域又は準都市計画区域内の土地に

ついて前項の通知をしようとする

ときは、あらかじめ、都道府県都

市計画審議会（市町村である景観
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行政団体に市町村都市計画審議会

が置かれているときは、当該市町

村都市計画審議会）に当該計画提

案に係る景観計画の素案を提出し

てその意見を聴かなければならな

い。 

（景観協議会）  

第十五条  景観計画区域におけ

る良好な景観の形成を図るために

必要な協議を行うため、景観行政

団体、景観計画に定められた景観

重要公共施設の管理者及び第九十

二条第一項の規定により指定され

た景観整備機構（当該景観行政団

体が都道府県であるときは関係市

町村を、当該景観計画区域に国立

公園又は国定公園の区域が含まれ

るときは国立公園等管理者を含む。

以下この項において「景観行政団

体等」という。）は、景観協議会（以

下この条において「協議会」とい

う。）を組織することができる。こ

の場合において、景観行政団体等

は、必要と認めるときは、協議会

に、関係行政機関及び観光関係団

体、商工関係団体、農林漁業団体、

電気事業、電気通信事業、鉄道事

業等の公益事業を営む者、住民そ

の他良好な景観の形成の促進のた

めの活動を行う者を加えることが

できる。  

２  協議会は、必要があると認め

るときは、その構成員以外の関係

行政機関及び事業者に対し、意見

の表明、説明その他の必要な協力

を求めることができる。  

３  第一項前段の協議を行うた

めの会議において協議がととのっ

た事項については、協議会の構成

員は、その協議の結果を尊重しな

ければならない。  

４  前三項に定めるもののほか、

協議会の運営に関し必要な事項は、

協議会が定める。  

第二節 行為の規制等 

（届出及び勧告等）  

第十六条  景観計画区域内にお

いて、次に掲げる行為をしようと

する者は、あらかじめ、国土交通

省令（第四号に掲げる行為にあっ

ては、景観行政団体の条例。以下

この条において同じ。）で定めると

ころにより、行為の種類、場所、

設計又は施行方法、着手予定日そ

の他国土交通省令で定める事項を

景観行政団体の長に届け出なけれ

ばならない。  

一  建築物の新築、増築、改築若

しくは移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替又は色

彩の変更（以下「建築等」という。）  

二  工作物の新設、増築、改築若

しくは移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替又は色

彩の変更（以下「建設等」という。）  

三  都市計画法第四条第十二項

に規定する開発行為その他政令で

定める行為  

四  前三号に掲げるもののほか、

良好な景観の形成に支障を及ぼす

おそれのある行為として景観計画

に従い景観行政団体の条例で定め

る行為  

２  前項の規定による届出をし

た者は、その届出に係る事項のう

ち、国土交通省令で定める事項を

変更しようとするときは、あらか

じめ、その旨を景観行政団体の長

に届け出なければならない。  

３  景観行政団体の長は、前二項

の規定による届出があった場合に

おいて、その届出に係る行為が景

観計画に定められた当該行為につ

いての制限に適合しないと認める

ときは、その届出をした者に対し、

その届出に係る行為に関し設計の

変更その他の必要な措置をとるこ

とを勧告することができる。  

４  前項の勧告は、第一項又は第

二項の規定による届出のあった日

から三十日以内にしなければなら

ない。  

５  前各項の規定にかかわらず、

国の機関又は地方公共団体が行う

行為については、第一項の届出を

することを要しない。この場合に

おいて、当該国の機関又は地方公

共団体は、同項の届出を要する行

為をしようとするときは、あらか

じめ、景観行政団体の長にその旨

を通知しなければならない。  

６  景観行政団体の長は、前項後

段の通知があった場合において、

良好な景観の形成のため必要があ

ると認めるときは、その必要な限

度において、当該国の機関又は地

方公共団体に対し、景観計画に定

められた当該行為についての制限

に適合するようとるべき措置につ

いて協議を求めることができる。  

７  次に掲げる行為については、

前各項の規定は、適用しない。  

一  通常の管理行為、軽易な行為

その他の行為で政令で定めるもの  
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二  非常災害のため必要な応急

措置として行う行為  

三  景観重要建造物について、第

二十二条第一項の規定による許可

を受けて行う行為  

四  景観計画に第八条第二項第

五号ロに掲げる事項が定められた

景観重要公共施設の整備として行

う行為  

五  景観重要公共施設について、

第八条第二項第五号ハ（１）から

（６）までに規定する許可（景観

計画にその基準が定められている

ものに限る。）を受けて行う行為  

六  第五十五条第二項第一号の

区域内の農用地区域（農業振興地

域の整備に関する法律第八条第二

項第一号に規定する農用地区域を

いう。）内において同法第十五条の

二第一項の許可を受けて行う同項

に規定する開発行為  

七  国立公園又は国定公園の区

域内において、第八条第二項第五

号ホに規定する許可（景観計画に

その基準が定められているものに

限る。）を受けて行う行為  

八  第六十一条第一項の景観地

区（次号において「景観地区」と

いう。）内で行う建築物の建築等  

九  景観計画に定められた工作

物の建設等の制限のすべてについ

て第七十二条第二項の景観地区工

作物制限条例による制限が定めら

れている場合における当該景観地

区内で行う工作物の建設等  

十  地区計画等（都市計画法第四

条第九項に規定する地区計画等を

いう。以下同じ。）の区域（地区整

備計画（同法第十二条の五第二項

第三号に規定する地区整備計画を

いう。第七十六条第一項において

同じ。）、特定建築物地区整備計画

（密集市街地における防災街区の

整備の促進に関する法律（平成九

年法律第四十九号）第三十二条第

二項第二号に規定する特定建築物

地区整備計画をいう。第七十六条

第一項において同じ。）、防災街区

整備地区整備計画（同法第三十二

条第二項第三号に規定する防災街

区整備地区整備計画をいう。第七

十六条第一項において同じ。）、歴

史的風致維持向上地区整備計画

（地域における歴史的風致の維持

及び向上に関する法律（平成二十

年法律第四十号）第三十一条第二

項第四号に規定する歴史的風致維

持向上地区整備計画をいう。第七

十六条第一項において同じ。）、沿

道地区整備計画（幹線道路の沿道

の整備に関する法律（昭和五十五

年法律第三十四号）第九条第二項

第二号に規定する沿道地区整備計

画をいう。第七十六条第一項にお

いて同じ。）又は集落地区整備計画

（集落地域整備法（昭和六十二年

法律第六十三号）第五条第三項に

規定する集落地区整備計画をいう。

第七十六条第一項において同じ。）

が定められている区域に限る。）内

で行う土地の区画形質の変更、建

築物の新築、改築又は増築その他

の政令で定める行為  

十一  その他政令又は景観行政

団体の条例で定める行為  

 

（変更命令等）  

第十七条  景観行政団体の長は、

良好な景観の形成のために必要が

あると認めるときは、特定届出対

象行為（前条第一項第一号又は第

二号の届出を要する行為のうち、

当該景観行政団体の条例で定める

ものをいう。第七項及び次条第一

項において同じ。）について、景観

計画に定められた建築物又は工作

物の形態意匠の制限に適合しない

ものをしようとする者又はした者

に対し、当該制限に適合させるた

め必要な限度において、当該行為

に関し設計の変更その他の必要な

措置をとることを命ずることがで

きる。この場合においては、前条

第三項の規定は、適用しない。  

２  前項の処分は、前条第一項又

は第二項の届出をした者に対して

は、当該届出があった日から三十

日以内に限り、することができる。  

３  第一項の処分は、前条第一項

又は第二項の届出に係る建築物若

しくは工作物又はこれらの部分の

形態意匠が政令で定める他の法令

の規定により義務付けられたもの

であるときは、当該義務の履行に

支障のないものでなければならな

い。  

４  景観行政団体の長は、前条第

一項又は第二項の届出があった場

合において、実地の調査をする必

要があるとき、その他第二項の期

間内に第一項の処分をすることが

できない合理的な理由があるとき

は、九十日を超えない範囲でその

理由が存続する間、第二項の期間
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を延長することができる。この場

合においては、同項の期間内に、

前条第一項又は第二項の届出をし

た者に対し、その旨、延長する期

間及び延長する理由を通知しなけ

ればならない。  

５  景観行政団体の長は、第一項

の処分に違反した者又はその者か

ら当該建築物又は工作物について

の権利を承継した者に対して、相

当の期限を定めて、景観計画に定

められた建築物又は工作物の形態

意匠の制限に適合させるため必要

な限度において、その原状回復を

命じ、又は原状回復が著しく困難

である場合に、これに代わるべき

必要な措置をとることを命ずるこ

とができる。  

６  前項の規定により原状回復

又はこれに代わるべき必要な措置

（以下この条において「原状回復

等」という。）を命じようとする場

合において、過失がなくて当該原

状回復等を命ずべき者を確知する

ことができないときは、景観行政

団体の長は、その者の負担におい

て、当該原状回復等を自ら行い、

又はその命じた者若しくは委任し

た者にこれを行わせることができ

る。この場合においては、相当の

期限を定めて、当該原状回復等を

行うべき旨及びその期限までに当

該原状回復等を行わないときは、

景観行政団体の長又はその命じた

者若しくは委任した者が当該原状

回復等を行う旨をあらかじめ公告

しなければならない。  

７  景観行政団体の長は、第一項

の規定の施行に必要な限度におい

て、同項の規定により必要な措置

をとることを命ぜられた者に対し、

当該措置の実施状況その他必要な

事項について報告をさせ、又は景

観行政団体の職員に、当該建築物

の敷地若しくは当該工作物の存す

る土地に立ち入り、特定届出対象

行為の実施状況を検査させ、若し

くは特定届出対象行為が景観に及

ぼす影響を調査させることができ

る。  

８  第六項の規定により原状回

復等を行おうとする者及び前項の

規定により立入検査又は立入調査

をする者は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係人の請求があっ

た場合においては、これを提示し

なければならない。  

９  第七項の規定による立入検

査又は立入調査の権限は、犯罪捜

査のために認められたものと解し

てはならない。 

（行為の着手の制限）  

第十八条  第十六条第一項又は

第二項の規定による届出をした者

は、景観行政団体がその届出を受

理した日から三十日（特定届出対

象行為について前条第四項の規定

により同条第二項の期間が延長さ

れた場合にあっては、その延長さ

れた期間）を経過した後でなけれ

ば、当該届出に係る行為（根切り

工事その他の政令で定める工事に

係るものを除く。第百二条第四号

において同じ。）に着手してはなら

ない。ただし、特定届出対象行為

について前条第一項の命令を受け、

かつ、これに基づき行う行為につ

いては、この限りでない。  

２  景観行政団体の長は、第十六

条第一項又は第二項の規定による

届出に係る行為について、良好な

景観の形成に支障を及ぼすおそれ

がないと認めるときは、前項本文

の期間を短縮することができる。  

第三節 景観重要建造物等  

第一款 景観重要建造物の指定等  

（景観重要建造物の指定）  

第十九条  景観行政団体の長は、

景観計画に定められた景観重要建

造物の指定の方針（次条第三項に

おいて「指定方針」という。）に即

し、景観計画区域内の良好な景観

の形成に重要な建造物（これと一

体となって良好な景観を形成して

いる土地その他の物件を含む。以

下この節において同じ。）で国土交

通省令で定める基準に該当するも

のを、景観重要建造物として指定

することができる。  

２  景観行政団体の長は、前項の

規定による指定をしようとすると

きは、あらかじめ、当該建造物の

所有者（所有者が二人以上いると

きは、その全員。次条第二項及び

第二十一条第一項において同じ。）

の意見を聴かなければならない。  

３  第一項の規定は、文化財保護

法（昭和二十五年法律第二百十四

号）の規定により国宝、重要文化

財、特別史跡名勝天然記念物又は

史跡名勝天然記念物として指定さ

れ、又は仮指定された建造物につ

いては、適用しない。  
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（景観重要建造物の指定の提案）  

第二十条  景観計画区域内の建

造物の所有者は、当該建造物につ

いて、良好な景観の形成に重要で

あって前条第一項の国土交通省令

で定める基準に該当するものであ

ると認めるときは、国土交通省令

で定めるところにより、景観行政

団体の長に対し、景観重要建造物

として指定することを提案するこ

とができる。この場合において、

当該建造物に当該提案に係る所有

者以外の所有者がいるときは、あ

らかじめ、その全員の合意を得な

ければならない。  

２  第九十二条第一項の規定に

より指定された景観整備機構（以

下この節及び第五節において「景

観整備機構」という。）は、景観計

画区域内の建造物について、良好

な景観の形成に重要であって前条

第一項の国土交通省令で定める基

準に該当するものであると認める

ときは、国土交通省令で定めると

ころにより、あらかじめ当該建造

物の所有者の同意を得て、景観行

政団体の長に対し、景観重要建造

物として指定することを提案する

ことができる。  

３  景観行政団体の長は、前二項

の規定による提案に係る建造物に

ついて、指定方針、前条第一項の

国土交通省令で定める基準等に照

らし、景観重要建造物として指定

する必要がないと判断したときは、

遅滞なく、その旨及びその理由を、

当該提案をした者に通知しなけれ

ばならない。  

（指定の通知等）  

第二十一条  景観行政団体の長

は、第十九条第一項の規定により

景観重要建造物を指定したときは、

直ちに、その旨その他国土交通省

令で定める事項を、当該景観重要

建造物の所有者（当該指定が前条

第二項の規定による提案に基づく

ものであるときは、当該景観重要

建造物の所有者及び当該提案に係

る景観整備機構）に通知しなけれ

ばならない。  

２  景観行政団体は、第十九条第

一項の規定による景観重要建造物

の指定があったときは、遅滞なく、

条例又は規則で定めるところによ

り、これを表示する標識を設置し

なければならない。 

（現状変更の規制）  

第二十二条  何人も、景観行政団

体の長の許可を受けなければ、景

観重要建造物の増築、改築、移転

若しくは除却、外観を変更するこ

ととなる修繕若しくは模様替又は

色彩の変更をしてはならない。た

だし、通常の管理行為、軽易な行

為その他の行為で政令で定めるも

の及び非常災害のため必要な応急

措置として行う行為については、

この限りでない。  

２  景観行政団体の長は、前項の

許可の申請があった場合において、

その申請に係る行為が当該景観重

要建造物の良好な景観の保全に支

障があると認めるときは、同項の

許可をしてはならない。  

３  景観行政団体の長は、第一項

の許可の申請があった場合におい

て、当該景観重要建造物の良好な

景観の保全のため必要があると認

めるときは、許可に必要な条件を

付することができる。  

４  第一項の規定にかかわらず、

国の機関又は地方公共団体が行う

行為については、同項の許可を受

けることを要しない。この場合に

おいて、当該国の機関又は地方公

共団体は、その行為をしようとす

るときは、あらかじめ、景観行政

団体の長に協議しなければならな

い。 

（原状回復命令等）  

第二十三条  景観行政団体の長

は、前条第一項の規定に違反した

者又は同条第三項の規定により許

可に付された条件に違反した者が

ある場合においては、これらの者

又はこれらの者から当該景観重要

建造物についての権利を承継した

者に対して、相当の期限を定めて、

当該景観重要建造物の良好な景観

を保全するため必要な限度におい

て、その原状回復を命じ、又は原

状回復が著しく困難である場合に、

これに代わるべき必要な措置をと

るべき旨を命ずることができる。  

２  前項の規定により原状回復

又はこれに代わるべき必要な措置

（以下この条において「原状回復

等」という。）を命じようとする場

合において、過失がなくて当該原

状回復等を命ずべき者を確知する

ことができないときは、景観行政

団体の長は、その者の負担におい

て、当該原状回復等を自ら行い、

又はその命じた者若しくは委任し
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た者にこれを行わせることができ

る。この場合においては、相当の

期限を定めて、当該原状回復等を

行うべき旨及びその期限までに当

該原状回復等を行わないときは、

景観行政団体の長又はその命じた

者若しくは委任した者が当該原状

回復等を行う旨をあらかじめ公告

しなければならない。  

３  前項の規定により原状回復

等を行おうとする者は、その身分

を示す証明書を携帯し、関係人の

請求があった場合においては、こ

れを提示しなければならない。 

（損失の補償）  

第二十四条  景観行政団体は、第

二十二条第一項の許可を受けるこ

とができないために損失を受けた

景観重要建造物の所有者に対して、

通常生ずべき損失を補償する。た

だし、当該許可の申請に係る行為

をするについて、他の法律（法律

に基づく命令及び条例を含む。）で

行政庁の許可その他の処分を受け

るべきことを定めているもの（当

該許可その他の処分を受けること

ができないために損失を受けた者

に対して、その損失を補償すべき

ことを定めているものを除く。）が

ある場合において、当該許可その

他の処分の申請が却下されたとき、

又は却下されるべき場合に該当す

る場合における当該許可の申請に

係る行為については、この限りで

ない。  

２  前項の規定による損失の補

償については、景観行政団体の長

と損失を受けた者が協議しなけれ

ばならない。  

３  前項の規定による協議が成

立しない場合においては、景観行

政団体の長又は損失を受けた者は、

政令で定めるところにより、収用

委員会に土地収用法（昭和二十六

年法律第二百十九号）第九十四条

第二項の規定による裁決を申請す

ることができる。 

（景観重要建造物の所有者の管理

義務等）  

第二十五条  景観重要建造物の

所有者及び管理者は、その良好な

景観が損なわれないよう適切に管

理しなければならない。  

２  景観行政団体は、条例で、景

観重要建造物の良好な景観の保全

のため必要な管理の方法の基準を

定めることができる。 

（管理に関する命令又は勧告）  

第二十六条  景観行政団体の長

は、景観重要建造物の管理が適当

でないため当該景観重要建造物が

滅失し若しくは毀損するおそれが

あると認められるとき、又は前条

第二項の規定に基づく条例が定め

られている場合にあっては景観重

要建造物の管理が当該条例に従っ

て適切に行われていないと認めら

れるときは、当該景観重要建造物

の所有者又は管理者に対し、管理

の方法の改善その他管理に関し必

要な措置を命じ、又は勧告するこ

とができる。 

（指定の解除）  

第二十七条  景観行政団体の長

は、景観重要建造物について、第

十九条第三項に規定する建造物に

該当するに至ったとき、又は滅失、

毀損その他の事由によりその指定

の理由が消滅したときは、遅滞な

く、その指定を解除しなければな

らない。  

２  景観行政団体の長は、景観重

要建造物について、公益上の理由

その他特別な理由があるときは、

その指定を解除することができる。  

３  第二十一条第一項の規定は、

前二項の規定による景観重要建造

物の指定の解除について準用する。  

第二款 景観重要樹木の指定等  

（景観重要樹木の指定）  

第二十八条  景観行政団体の長

は、景観計画に定められた景観重

要樹木の指定の方針（次条第三項

において「指定方針」という。）に

即し、景観計画区域内の良好な景

観の形成に重要な樹木で国土交通

省令（都市計画区域外の樹木にあ

っては、国土交通省令・農林水産

省令。以下この款において同じ。）

で定める基準に該当するものを、

景観重要樹木として指定すること

ができる。  

２  景観行政団体の長は、前項の

規定による指定をしようとすると

きは、あらかじめ、その指定をし

ようとする樹木の所有者（所有者

が二人以上いるときは、その全員。

次条第二項及び第三十条第一項に

おいて同じ。）の意見を聴かなけれ

ばならない。  

３  第一項の規定は、文化財保護

法の規定により特別史跡名勝天然

記念物又は史跡名勝天然記念物と

して指定され、又は仮指定された
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樹木については、適用しない。  

（景観重要樹木の指定の提案）  

第二十九条  景観計画区域内の

樹木の所有者は、当該樹木につい

て、良好な景観の形成に重要であ

って前条第一項の国土交通省令で

定める基準に該当するものである

と認めるときは、国土交通省令で

定めるところにより、景観行政団

体の長に対し、景観重要樹木とし

て指定することを提案することが

できる。この場合において、当該

樹木に当該提案に係る所有者以外

の所有者がいるときは、あらかじ

め、その全員の合意を得なければ

ならない。  

２  景観整備機構は、景観計画区

域内の樹木について、良好な景観

の形成に重要であって前条第一項

の国土交通省令で定める基準に該

当するものであると認めるときは、

国土交通省令で定めるところによ

り、あらかじめ当該樹木の所有者

の同意を得て、景観行政団体の長

に対し、景観重要樹木として指定

することを提案することができる。  

３  景観行政団体の長は、前二項

の規定による提案に係る樹木につ

いて、指定方針、前条第一項の国

土交通省令で定める基準等に照ら

し、景観重要樹木として指定する

必要がないと判断したときは、遅

滞なく、その旨及びその理由を、

当該提案をした者に通知しなけれ

ばならない。 

（指定の通知等）  

第三十条  景観行政団体の長は、

第二十八条第一項の規定により景

観重要樹木を指定したときは、直

ちに、その旨その他国土交通省令

で定める事項を、当該景観重要樹

木の所有者（当該指定が前条第二

項の規定による提案に基づくもの

であるときは、当該景観重要樹木

の所有者及び当該提案に係る景観

整備機構）に通知しなければなら

ない。  

２  景観行政団体は、第二十八条

第一項の規定による景観重要樹木

の指定があったときは、遅滞なく、

条例又は規則で定めるところによ

り、これを表示する標識を設置し

なければならない。 

（現状変更の規制）  

第三十一条  何人も、景観行政団

体の長の許可を受けなければ、景

観重要樹木の伐採又は移植をして

はならない。ただし、通常の管理

行為、軽易な行為その他の行為で

政令で定めるもの及び非常災害の

ため必要な応急措置として行う行

為については、この限りでない。  

２  第二十二条第二項から第四

項までの規定は、前項の許可につ

いて準用する。この場合において、

同条第二項及び第三項中「景観重

要建造物」とあるのは、「景観重要

樹木」と読み替えるものとする。  

（原状回復命令等についての準

用）  

第三十二条  第二十三条の規定

は、前条第一項の規定に違反した

者又は同条第二項において準用す

る第二十二条第三項の規定により

許可に付された条件に違反した者

がある場合について準用する。こ

の場合において、第二十三条第一

項中「景観重要建造物」とあるの

は、「景観重要樹木」と読み替える

ものとする。  

２  第二十四条の規定は、前条第

一項の許可を受けることができな

いために受けた景観重要樹木の所

有者の損失について準用する。 

（景観重要樹木の所有者の管理義

務等）  

第三十三条  景観重要樹木の所

有者及び管理者は、その良好な景

観が損なわれないよう適切に管理

しなければならない。  

２  景観行政団体は、条例で、景

観重要樹木の管理の方法の基準を

定めることができる。 

（管理に関する命令又は勧告）  

第三十四条  景観行政団体の長

は、景観重要樹木の管理が適当で

ないため当該景観重要樹木が滅失

し若しくは枯死するおそれがある

と認められるとき、又は前条第二

項の規定に基づく条例が定められ

ている場合にあっては景観重要樹

木の管理が当該条例に従って適切

に行われていないと認められると

きは、当該景観重要樹木の所有者

又は管理者に対し、管理の方法の

改善その他管理に関し必要な措置

を命じ、又は勧告することができ

る。 

（指定の解除）  

第三十五条  景観行政団体の長

は、景観重要樹木について、第二

十八条第三項に規定する樹木に該

当するに至ったとき、又は滅失、

枯死その他の事由によりその指定
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の理由が消滅したときは、遅滞な

く、その指定を解除しなければな

らない。  

２  景観行政団体の長は、景観重

要樹木について、公益上の理由そ

の他特別な理由があるときは、そ

の指定を解除することができる。  

３  第三十条第一項の規定は、前

二項の規定による景観重要樹木の

指定の解除について準用する。  

第三款 管理協定  

（管理協定の締結等）  

第三十六条  景観行政団体又は

景観整備機構は、景観重要建造物

又は景観重要樹木の適切な管理の

ため必要があると認めるときは、

当該景観重要建造物又は景観重要

樹木の所有者（所有者が二人以上

いるときは、その全員。第四十二

条第一項において同じ。）と次に掲

げる事項を定めた協定（以下「管

理協定」という。）を締結して、当

該景観重要建造物又は景観重要樹

木の管理を行うことができる。  

一  管理協定の目的となる景観

重要建造物（以下「協定建造物」

という。）又は管理協定の目的とな

る景観重要樹木（以下「協定樹木」

という。）  

二  協定建造物又は協定樹木の

管理の方法に関する事項  

三  管理協定の有効期間  

四  管理協定に違反した場合の

措置  

２  管理協定の内容は、次の各号

に掲げる基準のいずれにも適合す

るものでなければならない。  

一  協定建造物又は協定樹木の

利用を不当に制限するものでない

こと。  

二  前項第二号から第四号まで

に掲げる事項について国土交通省

令（都市計画区域外の協定樹木に

係る管理協定にあっては、国土交

通省令・農林水産省令。以下この

款において同じ。）で定める基準に

適合するものであること。  

３  景観整備機構が管理協定を

締結しようとするときは、あらか

じめ、景観行政団体の長の認可を

受けなければならない。  

（管理協定の縦覧等）  

第三十七条  景観行政団体又は

その長は、それぞれ管理協定を締

結しようとするとき、又は前条第

三項の規定による管理協定の認可

の申請があったときは、国土交通

省令で定めるところにより、その

旨を公告し、当該管理協定を当該

公告の日から二週間関係人の縦覧

に供さなければならない。  

２  前項の規定による公告があ

ったときは、関係人は、同項の縦

覧期間満了の日までに、当該管理

協定について、景観行政団体又は

その長に意見書を提出することが

できる。 

（管理協定の認可）  

第三十八条  景観行政団体の長

は、第三十六条第三項の規定によ

る管理協定の認可の申請が、次の

各号のいずれにも該当するときは、

当該管理協定を認可しなければな

らない。  

一  申請手続が法令に違反しな

いこと。  

二  管理協定の内容が、第三十六

条第二項各号に掲げる基準のいず

れにも適合するものであること。  

（管理協定の公告）  

第三十九条  景観行政団体又は

その長は、それぞれ管理協定を締

結し、又は前条の認可をしたとき

は、国土交通省令で定めるところ

により、その旨を公告し、かつ、

当該管理協定の写しを当該景観行

政団体の事務所に備えて公衆の縦

覧に供しなければならない。  

（管理協定の変更）  

第四十条  第三十六条第二項及

び第三項並びに前三条の規定は、

管理協定において定められた事項

の変更について準用する。  

（管理協定の効力）  

第四十一条  第三十九条（前条に

おいて準用する場合を含む。）の規

定による公告があった管理協定は、

その公告があった後において当該

協定建造物又は協定樹木の所有者

となった者に対しても、その効力

があるものとする。 

（緑地管理機構の業務の特例）  

第四十二条  都市緑地法（昭和四

十八年法律第七十二号）第六十八

条第一項の規定により指定された

緑地管理機構であって同法第六十

九条第一号イの業務を行うもの

（以下この節において「緑地管理

機構」という。）は、景観重要樹木

の適切な管理のため必要があると

認めるときは、同条各号に掲げる

業務のほか、当該景観重要樹木の

所有者と管理協定を締結して、当

該景観重要樹木の管理及びこれに
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附帯する業務を行うことができる。  

２  前項の場合においては、都市

緑地法第七十条中「又はニ（１）

に掲げる業務」とあるのは、「若し

くはニ（１）に掲げる業務又は景

観法第四十二条第一項に規定する

業務」とする。  

３  第三十六条第二項及び第三

項並びに第三十七条から前条まで

の規定は、前二項の規定により緑

地管理機構が業務を行う場合につ

いて準用する。  

第四款 雑則  

（所有者の変更の場合の届出）  

第四十三条  景観重要建造物又

は景観重要樹木の所有者が変更し

たときは、新たに所有者となった

者は、遅滞なく、その旨を景観行

政団体の長に届け出なければなら

ない。 

（台帳）  

第四十四条  景観行政団体の長

は、景観重要建造物又は景観重要

樹木に関する台帳を作成し、これ

を保管しなければならない。  

２  前項の台帳の作成及び保管

に関し必要な事項は、国土交通省

令（都市計画区域外の景観重要樹

木に関する台帳にあっては、国土

交通省令・農林水産省令）で定め

る。 

（報告の徴収）  

第四十五条  景観行政団体の長

は、必要があると認めるときは、

景観重要建造物又は景観重要樹木

の所有者に対し、景観重要建造物

又は景観重要樹木の現状について

報告を求めることができる。  

（助言又は援助）  

第四十六条  景観重要建造物の

所有者は景観行政団体又は景観整

備機構に対し、景観重要樹木の所

有者は景観行政団体又は景観整備

機構若しくは緑地管理機構に対し、

それぞれ景観重要建造物又は景観

重要樹木の管理に関し必要な助言

又は援助を求めることができる。  

第四節 景観重要公共施設の整備

等  

（景観重要公共施設の整備）  

第四十七条  景観計画に第八条

第二項第五号ロの景観重要公共施

設の整備に関する事項が定められ

た場合においては、当該景観重要

公共施設の整備は、当該景観計画

に即して行われなければならない。  

（電線共同溝の整備等に関する特

別措置法の特例）  

第四十八条  景観計画に景観重

要公共施設として定められた道路

法による道路（以下「景観重要道

路」という。）に関する電線共同溝

の整備等に関する特別措置法（平

成七年法律第三十九号）第三条の

規定の適用については、同条第一

項中「その安全かつ円滑な交通の

確保と景観の整備を図るため」と

あるのは「景観計画（景観法第八

条第一項に規定する景観計画をい

う。）に即し、その景観の整備と安

全な交通の確保を図るため」と、

「特に必要である」とあるのは「必

要である」と、同条第二項中「市

町村を除く。）」とあるのは「市町

村を除く。）、当該指定に係る道路

の存する区域において景観行政団

体（景観法第七条第一項に規定す

る景観行政団体をいう。以下同

じ。）である都道府県（当該指定に

係る道路の道路管理者が都道府県

である場合の当該都道府県及び次

項の規定による要請をした都道府

県を除く。）」と、同条第三項中「市

町村」とあるのは「市町村又は景

観行政団体である都道府県」とす

る。 

（道路法の特例）  

第四十九条  景観計画に第八条

第二項第五号ハ（１）の許可の基

準に関する事項が定められた景観

重要道路についての道路法第三十

三条、第三十六条第二項及び第八

十七条第一項の規定の適用につい

ては、同法第三十三条及び第三十

六条第二項中「政令で定める基準」

とあるのは「政令で定める基準及

び景観法第八条第一項に規定する

景観計画に定められた同条第二項

第五号ハ（１）の許可の基準」と、

同法第八十七条第一項中「円滑な

交通を確保する」とあるのは「円

滑な交通を確保し、又は良好な景

観を形成する」とする。 

（河川法の規定による許可の特

例）  

第五十条  景観計画に第八条第

二項第五号ハ（２）の許可の基準

が定められた景観重要公共施設で

ある河川法による河川（以下この

条において「景観重要河川」とい

う。）の河川区域（同法第六条第一

項（同法第百条第一項において準

用する場合を含む。）に規定する河

川区域をいう。）内の土地における
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同法第二十四条、第二十五条、第

二十六条第一項又は第二十七条第

一項（これらの規定を同法第百条

第一項において準用する場合を含

む。）の規定による許可を要する行

為については、当該景観重要河川

の河川管理者（同法第七条（同法

第百条第一項において準用する場

合を含む。）に規定する河川管理者

をいう。）は、当該行為が当該景観

計画に定められた同号ハ（２）の

許可の基準に適合しない場合には、

これらの規定による許可をしては

ならない。 

（都市公園法の規定による許可の

特例等）  

第五十一条  景観計画に第八条

第二項第五号ハ（３）の許可の基

準（都市公園法第五条第一項の許

可に係るものに限る。以下この項

において同じ。）が定められた景観

重要公共施設である同法による都

市公園（以下この条において「景

観重要都市公園」という。）におけ

る同法第五条第一項の許可を要す

る行為については、当該景観重要

都市公園の公園管理者（同項に規

定する公園管理者をいう。）は、当

該行為が当該景観計画に定められ

た同号ハ（３）の許可の基準に適

合しない場合には、同項の許可を

してはならない。  

２  景観計画に第八条第二項第

五号ハ（３）の許可の基準（都市

公園法第六条第一項又は第三項の

許可に係るものに限る。）が定めら

れた景観重要都市公園についての

同法第七条の規定の適用について

は、同条中「政令で定める技術的

基準」とあるのは、「政令で定める

技術的基準及び景観法第八条第一

項に規定する景観計画に定められ

た同条第二項第五号ハ（３）の許

可の基準」とする。 

（海岸法の特例等）  

第五十二条  景観計画に第八条

第二項第五号ハ（４）の許可の基

準（海岸法第七条第一項又は第八

条第一項の許可に係るものに限

る。）が定められた景観重要公共施

設である海岸保全区域等に係る海

岸（次項において「景観重要海岸」

という。）についての同法第七条第

二項及び第八条第二項の規定の適

用については、同法第七条第二項

中「及ぼすおそれがある」とある

のは「及ぼすおそれがあり、又は

景観法第八条第一項に規定する景

観計画に定められた同条第二項第

五号ハ（４）の許可の基準（前項

の許可に係るものに限る。）に適合

しないものである」と、同法第八

条第二項中「前条第二項」とある

のは「景観法第五十二条第一項の

規定により読み替えて適用する前

条第二項」と、「準用する」とある

のは「準用する。この場合におい

て、同条第二項中「前項の許可に

係るもの」とあるのは、「次条第一

項の許可に係るもの」と読み替え

るものとする」とする。  

２  景観計画に第八条第二項第

五号ハ（４）の許可の基準（海岸

法第三十七条の四又は第三十七条

の五の許可に係るものに限る。以

下この項において同じ。）が定めら

れた景観重要海岸の一般公共海岸

区域（同法第二条第二項に規定す

る一般公共海岸区域をいう。）内に

おける同法第三十七条の四又は第

三十七条の五の許可を要する行為

については、当該景観重要海岸の

海岸管理者（同法第二条第三項に

規定する海岸管理者をいう。）は、

当該行為が当該景観計画に定めら

れた同号ハ（４）の許可の基準に

適合しない場合には、これらの規

定による許可をしてはならない。  

（港湾法の特例）  

第五十三条  景観計画に第八条

第二項第五号ハ（５）の許可の基

準が定められた景観重要公共施設

である港湾法による港湾について

の同法第三十七条第二項の規定の

適用については、同項中「又は第

三条の三第九項」とあるのは「若

しくは第三条の三第九項」と、「与

えるものである」とあるのは「与

えるものであり、又は景観法第八

条第一項に規定する景観計画に定

められた同条第二項第五号ハ（５）

の許可の基準に適合しないもので

ある」とする。  

（漁港漁場整備法の特例）  

第五十四条  景観計画に第八条

第二項第五号ハ（６）の許可の基

準が定められた景観重要公共施設

である漁港漁場整備法による漁港

についての同法第三十九条第二項

及び第三項の規定の適用について

は、同条第二項中「又は漁港」と

あるのは「若しくは漁港」と、「与

える」とあるのは「与え、又は景

観法第八条第一項に規定する景観
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計画に定められた同条第二項第五

号ハ（６）の許可の基準に適合し

ない」と、同条第三項中「保全上」

とあるのは「保全上又は良好な景

観の形成上」とする。  

第五節 景観農業振興地域整備計

画等 

（景観農業振興地域整備計画）  

第五十五条  市町村は、第八条第

二項第五号ニに掲げる基本的な事

項が定められた景観計画に係る景

観計画区域のうち農業振興地域

（農業振興地域の整備に関する法

律第六条第一項の規定により指定

された地域をいう。）内にあるもの

について、農業振興地域整備計画

を達成するとともに、景観と調和

のとれた良好な営農条件を確保す

るため、その地域の特性にふさわ

しい農用地（同法第三条第一号に

規定する農用地をいう。以下同

じ。）及び農業用施設その他の施設

の整備を一体的に推進する必要が

あると認める場合には、景観農業

振興地域整備計画を定めることが

できる。  

２  景観農業振興地域整備計画

においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。  

一  景観農業振興地域整備計画

の区域  

二  前号の区域内における景観

と調和のとれた土地の農業上の利

用に関する事項  

三  第一号の区域内における農

業振興地域の整備に関する法律第

八条第二項第二号、第二号の二及

び第四号に掲げる事項  

３  景観農業振興地域整備計画

は、景観計画及び農業振興地域整

備計画に適合するとともに、農業

振興地域の整備に関する法律第四

条第三項に規定する計画との調和

が保たれたものであり、かつ、前

項第一号の区域の自然的経済的社

会的諸条件を考慮して、当該区域

において総合的に農業の振興を図

るため必要な事項を一体的に定め

るものでなければならない。  

４  農業振興地域の整備に関す

る法律第八条第四項前段、第十条

第二項、第十一条（第九項後段及

び第十二項を除く。）、第十二条並

びに第十三条第一項前段及び第四

項の規定は、景観農業振興地域整

備計画について準用する。この場

合において、同法第十一条第三項

中「農業振興地域整備計画のうち

農用地利用計画に係る農用地区域

内」とあるのは「景観農業振興地

域整備計画（景観法第五十五条第

一項の規定により定められた景観

農業振興地域整備計画をいう。以

下同じ。）に係る同条第二項第一号

の区域内」と、「当該農用地利用計

画」とあるのは「当該景観農業振

興地域整備計画」と、「同項」とあ

るのは「第一項」と、同条第十項

中「農用地区域」とあるのは「景

観法第五十五条第二項第一号の区

域」と、同条第十一項中「農用地

等としての利用に供する」とある

のは「景観農業振興地域整備計画

に従つて利用する」と、同法第十

三条第一項前段中「農業振興地域

整備基本方針」とあるのは「景観

法第八条第一項の景観計画若しく

は農業振興地域整備計画」と、「変

更により、前条第一項の規定によ

る基礎調査の結果により」とある

のは「変更により」と、「生じたと

きは、政令で定めるところにより」

とあるのは「生じたときは」と、

同条第四項中「第八条第四項及び

第十一条（第十二項を除く。）」と

あるのは「第八条第四項前段及び

第十一条（第九項後段及び第十二

項を除く。）」と読み替えるものと

する。 

（土地利用についての勧告）  

第五十六条  市町村長は、前条第

二項第一号の区域内にある土地が

景観農業振興地域整備計画に従っ

て利用されていない場合において、

景観農業振興地域整備計画の達成

のため必要があるときは、その土

地の所有者又はその土地について

所有権以外の権原に基づき使用及

び収益をする者に対し、その土地

を当該景観農業振興地域整備計画

に従って利用すべき旨を勧告する

ことができる。  

２  市町村長は、前項の規定によ

る勧告をした場合において、その

勧告を受けた者がこれに従わない

とき、又は従う見込みがないと認

めるときは、その者に対し、その

土地を景観農業振興地域整備計画

に従って利用するためその土地に

ついて所有権又は使用及び収益を

目的とする権利を取得しようとす

る者で市町村長の指定を受けたも

のとその土地についての所有権の

移転又は使用及び収益を目的とす
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る権利の設定若しくは移転に関し

協議すべき旨を勧告することがで

きる。 

（農地法の特例）  

第五十七条  前条第二項に規定

する場合において、同項の規定に

より景観整備機構が指定されたと

きは、農業委員会（農業委員会等

に関する法律（昭和二十六年法律

第八十八号）第三条第五項の規定

により農業委員会を置かない市町

村にあっては、市町村長）又は都

道府県知事は、前条第二項の勧告

に係る協議がととのったことによ

りその勧告を受けた者がその勧告

に係る農地又は採草放牧地（農地

法（昭和二十七年法律第二百二十

九号）第二条第一項に規定する農

地又は採草放牧地をいう。以下同

じ。）につき当該景観整備機構のた

めに使用貸借による権利又は賃借

権を設定しようとするときは、農

地法第三条第二項（第二号の二、

第四号、第五号、第七号及び第八

号に係る部分に限る。）の規定にか

かわらず、同条第一項の許可をす

ることができる。  

２  前条第二項の勧告に係る協

議がととのったことにより景観整

備機構のために使用貸借による権

利又は賃借権が設定されている農

地については、農地法第六条第一

項の規定は、適用しない。  

３  前条第二項の勧告に係る協

議がととのったことにより景観整

備機構のために賃借権が設定され

ている農地又は採草放牧地の賃貸

借については、農地法第十九条本

文並びに第二十条第一項本文、第

七項及び第八項の規定は、適用し

ない。 

（農業振興地域の整備に関する法

律の特例）  

第五十八条  都道府県知事は、農

業振興地域の整備に関する法律第

十五条の二第一項の許可をしよう

とする場合において、同項に規定

する開発行為に係る土地が第五十

五条第二項第一号の区域内にある

ときは、当該開発行為が同法第十

五条の二第四項各号のいずれかに

該当するほか、当該開発行為によ

り当該開発行為に係る土地を景観

農業振興地域整備計画に従って利

用することが困難となると認める

ときは、これを許可してはならな

い。  

２  前項の許可についての農業

振興地域の整備に関する法律第十

五条の二第五項の規定の適用につ

いては、同項中「農業上の利用を

確保するために」とあるのは、「農

業上の利用又は景観法第五十五条

第一項の規定により定められた景

観農業振興地域整備計画に従った

利用を確保するために」とする。  

（市町村森林整備計画の変更）  

第五十九条  市町村は、森林法

（昭和二十六年法律第二百四十九

号）第十条の六第二項及び第三項

に規定する場合のほか、その区域

内にある同法第五条第一項の規定

によりたてられた地域森林計画の

対象とする森林につき、景観計画

に即してその公益的機能の維持増

進を図ることが適当と認める場合

には、同法第十条の五第一項の規

定によりたてられた市町村森林整

備計画の一部を変更することがで

きる。  

２  前項の規定による変更は、森

林法第十条の六第三項の規定によ

りしたものとみなす。  

第六節 自然公園法の特例  

第六十条  第八条第二項第五号

ホに掲げる事項が定められた景観

計画に係る景観計画区域内におけ

る自然公園法第十三条第四項、第

十四条第四項及び第二十四条第四

項の規定の適用については、これ

らの規定中「環境省令で定める基

準」とあるのは、「環境省令で定め

る基準及び景観法第八条第一項に

規定する景観計画に定められた同

条第二項第五号ホの許可の基準」

とする。  

第三章 景観地区等  

第一節 景観地区  

第一款 景観地区に関する都市計

画  

第六十一条  市町村は、都市計画

区域又は準都市計画区域内の土地

の区域については、市街地の良好

な景観の形成を図るため、都市計

画に、景観地区を定めることがで

きる。  

２  景観地区に関する都市計画

には、都市計画法第八条第三項第

一号及び第三号に掲げる事項のほ

か、第一号に掲げる事項を定める

とともに、第二号から第四号まで

に掲げる事項のうち必要なものを

定めるものとする。この場合にお

いて、これらに相当する事項が定
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められた景観計画に係る景観計画

区域内においては、当該都市計画

は、当該景観計画による良好な景

観の形成に支障がないように定め

るものとする。  

一  建築物の形態意匠の制限  

二  建築物の高さの最高限度又

は最低限度  

三  壁面の位置の制限  

四  建築物の敷地面積の最低限

度  

第二款 建築物の形態意匠の制限  

（建築物の形態意匠の制限）  

第六十二条  景観地区内の建築

物の形態意匠は、都市計画に定め

られた建築物の形態意匠の制限に

適合するものでなければならない。

ただし、政令で定める他の法令の

規定により義務付けられた建築物

又はその部分の形態意匠にあって

は、この限りでない。 

（計画の認定）  

第六十三条  景観地区内におい

て建築物の建築等をしようとする

者は、あらかじめ、その計画が、

前条の規定に適合するものである

ことについて、申請書を提出して

市町村長の認定を受けなければな

らない。当該認定を受けた建築物

の計画を変更して建築等をしよう

とする場合も、同様とする。  

２  市町村長は、前項の申請書を

受理した場合においては、その受

理した日から三十日以内に、申請

に係る建築物の計画が前条の規定

に適合するかどうかを審査し、審

査の結果に基づいて当該規定に適

合するものと認めたときは、当該

申請者に認定証を交付しなければ

ならない。  

３  市町村長は、前項の規定によ

り審査をした場合において、申請

に係る建築物の計画が前条の規定

に適合しないものと認めたとき、

又は当該申請書の記載によっては

当該規定に適合するかどうかを決

定することができない正当な理由

があるときは、その旨及びその理

由を記載した通知書を同項の期間

内に当該申請者に交付しなければ

ならない。  

４  第二項の認定証の交付を受

けた後でなければ、同項の建築物

の建築等の工事（根切り工事その

他の政令で定める工事を除く。第

百一条第三号において同じ。）は、

することができない。  

５  第一項の申請書、第二項の認

定証及び第三項の通知書の様式は、

国土交通省令で定める。  

（違反建築物に対する措置）  

第六十四条  市町村長は、第六十

二条の規定に違反した建築物があ

るときは、建築等工事主（建築物

の建築等をする者をいう。以下同

じ。）、当該建築物の建築等の工事

の請負人（請負工事の下請人を含

む。以下この章において同じ。）若

しくは現場管理者又は当該建築物

の所有者、管理者若しくは占有者

に対し、当該建築物に係る工事の

施工の停止を命じ、又は相当の期

限を定めて当該建築物の改築、修

繕、模様替、色彩の変更その他当

該規定の違反を是正するために必

要な措置をとることを命ずること

ができる。  

２  市町村長は、前項の規定によ

る処分をした場合においては、標

識の設置その他国土交通省令で定

める方法により、その旨を公示し

なければならない。  

３  前項の標識は、第一項の規定

による処分に係る建築物又はその

敷地内に設置することができる。

この場合においては、同項の規定

による処分に係る建築物又はその

敷地の所有者、管理者又は占有者

は、当該標識の設置を拒み、又は

妨げてはならない。  

４  第一項の規定により必要な

措置を命じようとする場合におい

て、過失がなくてその措置を命ぜ

られるべき者を確知することがで

きず、かつ、その違反を放置する

ことが著しく公益に反すると認め

られるときは、市町村長は、その

者の負担において、その措置を自

ら行い、又はその命じた者若しく

は委任した者に行わせることがで

きる。この場合においては、相当

の期限を定めて、その措置を行う

べき旨及びその期限までにその措

置を行わないときは、市町村長又

はその命じた者若しくは委任した

者がその措置を行うべき旨をあら

かじめ公告しなければならない。  

５  前項の措置を行おうとする

者は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係人の請求があった場合

においては、これを提示しなけれ

ばならない。 

（違反建築物の設計者等に対する

措置）  
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第六十五条  市町村長は、前条第

一項の規定による処分をした場合

においては、国土交通省令で定め

るところにより、当該処分に係る

建築物の設計者、工事監理者（建

築士法（昭和二十五年法律第二百

二号）第二条第七項に規定する工

事監理をする者をいう。以下同

じ。）若しくは工事の請負人又は当

該建築物について宅地建物取引業

（宅地建物取引業法（昭和二十七

年法律第百七十六号）第二条第二

号に規定する宅地建物取引業をい

う。以下同じ。）に係る取引をした

宅地建物取引業者（同条第三号に

規定する宅地建物取引業者をいう。

以下同じ。）の氏名又は名称及び住

所その他国土交通省令で定める事

項を、建築士法、建設業法（昭和

二十四年法律第百号）又は宅地建

物取引業法の定めるところにより

これらの者を監督する国土交通大

臣又は都道府県知事に通知しなけ

ればならない。  

２  国土交通大臣又は都道府県

知事は、前項の規定による通知を

受けた場合においては、遅滞なく、

当該通知に係る者について、建築

士法、建設業法又は宅地建物取引

業法による業務の停止の処分その

他必要な措置を講ずるものとし、

その結果を同項の規定による通知

をした市町村長に通知しなければ

ならない。 

（国又は地方公共団体の建築物に

対する認定等に関する手続の特

例）  

第六十六条  国又は地方公共団

体の建築物については、第六十三

条から前条までの規定は適用せず、

次項から第五項までに定めるとこ

ろによる。  

２  景観地区内の建築物の建築

等をしようとする者が国の機関又

は地方公共団体（以下この条にお

いて「国の機関等」という。）であ

る場合においては、当該国の機関

等は、当該工事に着手する前に、

その計画を市町村長に通知しなけ

ればならない。  

３  市町村長は、前項の通知を受

けた場合においては、当該通知を

受けた日から三十日以内に、当該

通知に係る建築物の計画が第六十

二条の規定に適合するかどうかを

審査し、審査の結果に基づいて、

当該規定に適合するものと認めた

ときにあっては当該通知をした国

の機関等に対して認定証を交付し、

当該規定に適合しないものと認め

たとき、又は当該規定に適合する

かどうかを決定することができな

い正当な理由があるときにあって

はその旨及びその理由を記載した

通知書を当該通知をした国の機関

等に対して交付しなければならな

い。  

４  第二項の通知に係る建築物

の建築等の工事（根切り工事その

他の政令で定める工事を除く。）は、

前項の認定証の交付を受けた後で

なければ、することができない。  

５  市町村長は、国又は地方公共

団体の建築物が第六十二条の規定

に違反すると認める場合において

は、直ちに、その旨を当該建築物

を管理する国の機関等に通知し、

第六十四条第一項に規定する必要

な措置をとるべきことを要請しな

ければならない。 

（条例との関係）  

第六十七条  第六十三条第二項

及び前条第三項の規定は、市町村

が、これらの規定による認定の審

査の手続について、これらの規定

に反しない限り、条例で必要な規

定を定めることを妨げるものでは

ない。 

（工事現場における認定の表示

等）  

第六十八条  景観地区内の建築

物の建築等の工事の施工者は、当

該工事現場の見やすい場所に、国

土交通省令で定めるところにより、

建築等工事主、設計者（その者の

責任において、設計図書を作成し

た者をいう。以下同じ。）、工事施

工者（建築物に関する工事の請負

人又は請負契約によらないで自ら

その工事をする者をいう。以下同

じ。）及び工事の現場管理者の氏名

又は名称並びに当該工事に係る計

画について第六十三条第二項又は

第六十六条第三項の規定による認

定があった旨の表示をしなければ

ならない。  

２  景観地区内の建築物の建築

等の工事の施工者は、当該工事に

係る第六十三条第二項又は第六十

六条第三項の規定による認定を受

けた計画の写しを当該工事現場に

備えて置かなければならない。  

（適用の除外）  

第六十九条  第六十二条から前
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条までの規定は、次に掲げる建築

物については、適用しない。  

一  第十九条第一項の規定によ

り景観重要建造物として指定され

た建築物  

二  文化財保護法の規定により

国宝、重要文化財、特別史跡名勝

天然記念物又は史跡名勝天然記念

物として指定され、又は仮指定さ

れた建築物  

三  文化財保護法第百四十三条

第一項の伝統的建造物群保存地区

内にある建築物  

四  第二号に掲げる建築物であ

ったものの原形を再現する建築物

で、市町村長がその原形の再現が

やむを得ないと認めたもの  

五  前各号に掲げるもののほか、

良好な景観の形成に支障を及ぼす

おそれが少ない建築物として市町

村の条例で定めるもの  

２  景観地区に関する都市計画

が定められ、又は変更された際現

に存する建築物又は現に建築等の

工事中の建築物が、第六十二条の

規定に適合しない場合又は同条の

規定に適合しない部分を有する場

合においては、当該建築物又はそ

の部分に対しては、同条から前条

までの規定は、適用しない。  

３  前項の規定は、次の各号のい

ずれかに該当する建築物又はその

部分に対しては、適用しない。  

一  景観地区に関する都市計画

の変更前に第六十二条の規定に違

反している建築物又はその部分  

二  景観地区に関する都市計画

が定められ、又は変更された後に

増築、改築又は移転の工事に着手

した建築物  

三  景観地区に関する都市計画

が定められ、又は変更された後に

外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替又は色彩の変更の工

事に着手した建築物の当該工事に

係る部分 

（形態意匠の制限に適合しない建

築物に対する措置）  

第七十条  市町村長は、前条第二

項の規定により第六十二条から第

六十八条までの規定の適用を受け

ない建築物について、その形態意

匠が景観地区における良好な景観

の形成に著しく支障があると認め

る場合においては、当該市町村の

議会の同意を得た場合に限り、当

該建築物の所有者、管理者又は占

有者に対して、相当の期限を定め

て、当該建築物の改築、模様替、

色彩の変更その他都市計画におい

て定められた建築物の形態意匠の

制限に適合するために必要な措置

をとることを命ずることができる。

この場合においては、市町村は、

当該命令に基づく措置によって通

常生ずべき損害を時価によって補

償しなければならない。  

２  前項の規定によって補償を

受けることができる者は、その補

償金額に不服がある場合において

は、政令で定めるところにより、

その決定の通知を受けた日から一

月以内に土地収用法第九十四条第

二項の規定による収用委員会の裁

決を求めることができる。 

（報告及び立入検査）  

第七十一条  市町村長は、この款

の規定の施行に必要な限度におい

て、政令で定めるところにより、

建築物の所有者、管理者若しくは

占有者、建築等工事主、設計者、

工事監理者若しくは工事施工者に

対し、建築物の建築等に関する工

事の計画若しくは施工の状況に関

し報告させ、又はその職員に、建

築物の敷地若しくは工事現場に立

ち入り、建築物、建築材料その他

建築物に関する工事に関係がある

物件を検査させることができる。  

２  前項の規定により立入検査

をする職員は、その身分を示す証

明書を携帯し、関係者に提示しな

ければならない。  

３  第一項の規定による立入検

査の権限は、犯罪捜査のために認

められたものと解釈してはならな

い。  

第三款 工作物等の制限  

（工作物の形態意匠等の制限）  

第七十二条  市町村は、景観地区

内の工作物について、政令で定め

る基準に従い、条例で、その形態

意匠の制限、その高さの最高限度

若しくは最低限度又は壁面後退区

域（当該景観地区に関する都市計

画において壁面の位置の制限が定

められた場合における当該制限と

して定められた限度の線と敷地境

界線との間の土地の区域をいう。

第四項において同じ。）における工

作物（土地に定着する工作物以外

のものを含む。同項において同

じ。）の設置の制限を定めることが

できる。この場合において、これ
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らの制限に相当する事項が定めら

れた景観計画に係る景観計画区域

内においては、当該条例は、当該

景観計画による良好な景観の形成

に支障がないように定めるものと

する。  

２  前項前段の規定に基づく条

例（以下「景観地区工作物制限条

例」という。）で工作物の形態意匠

の制限を定めたものには、第六十

三条、第六十四条、第六十六条、

第六十八条及び前条の規定の例に

より、当該条例の施行に必要な市

町村長による計画の認定、違反工

作物に対する違反是正のための措

置その他の措置に関する規定を定

めることができる。  

３  前項の規定は、第六十三条第

二項及び第六十六条第三項の規定

の例により景観地区工作物制限条

例に定めた市町村長の認定の審査

の手続について、これらの規定に

反しない限り、当該条例で必要な

規定を定めることを妨げるもので

はない。  

４  工作物の高さの最高限度若

しくは最低限度又は壁面後退区域

における工作物の設置の制限を定

めた景観地区工作物制限条例には、

第六十四条及び前条の規定の例に

より、当該条例の施行に必要な違

反工作物に対する違反是正のため

の措置その他の措置に関する規定

を定めることができる。  

５  景観地区工作物制限条例に

は、市町村長は、当該条例の規定

により第六十四条第一項の処分に

相当する処分をしたときは、当該

処分に係る工作物の工事の請負人

の氏名又は名称及び住所その他国

土交通省令で定める事項を、建設

業法の定めるところにより当該請

負人を監督する国土交通大臣又は

都道府県知事に通知しなければな

らない旨を定めることができる。  

６  国土交通大臣又は都道府県

知事は、前項の規定に基づく景観

地区工作物制限条例の規定により

同項の通知を受けた場合において

は、遅滞なく、当該通知に係る請

負人について、建設業法による業

務の停止の処分その他必要な措置

を講ずるものとし、その結果を当

該通知をした市町村長に通知しな

ければならない。 

（開発行為等の制限）  

第七十三条  市町村は、景観地区

内において、都市計画法第四条第

十二項に規定する開発行為（次節

において「開発行為」という。）そ

の他政令で定める行為について、

政令で定める基準に従い、条例で、

良好な景観を形成するため必要な

規制をすることができる。  

２  都市計画法第五十一条の規

定は、前項の規定に基づく条例の

規定による処分に対する不服につ

いて準用する。  

第二節 準景観地区 

（準景観地区の指定）  

第七十四条  市町村は、都市計画

区域及び準都市計画区域外の景観

計画区域のうち、相当数の建築物

の建築が行われ、現に良好な景観

が形成されている一定の区域につ

いて、その景観の保全を図るため、

準景観地区を指定することができ

る。  

２  市町村は、準景観地区を指定

しようとするときは、あらかじめ、

国土交通省令で定めるところによ

り、その旨を公告し、当該準景観

地区の区域の案を、当該準景観地

区を指定しようとする理由を記載

した書面を添えて、当該公告から

二週間公衆の縦覧に供しなければ

ならない。  

３  前項の規定による公告があ

ったときは、住民及び利害関係人

は、同項の縦覧期間満了の日まで

に、縦覧に供された準景観地区の

区域の案について、市町村に意見

書を提出することができる。  

４  市町村は、第一項の規定によ

り準景観地区を指定しようとする

ときは、あらかじめ、前項の規定

により提出された意見書の写しを

添えて、都道府県知事に協議し、

その同意を得なければならない。  

５  準景観地区の指定は、国土交

通省令で定めるところにより、公

告することにより行う。  

６  前各項の規定は、準景観地区

の変更について準用する。  

（準景観地区内における行為の規

制）  

第七十五条  市町村は、準景観地

区内における建築物又は工作物に

ついて、景観地区内におけるこれ

らに対する規制に準じて政令で定

める基準に従い、条例で、良好な

景観を保全するため必要な規制

（建築物については、建築基準法

第六十八条の九第二項の規定に基

 小値賀町景観計画 



 131 

づく条例により行われるものを除

く。）をすることができる。  

２  市町村は、準景観地区内にお

いて、開発行為その他政令で定め

る行為について、政令で定める基

準に従い、条例で、良好な景観を

保全するため必要な規制をするこ

とができる。  

３  都市計画法第五十一条の規

定は、前項の規定に基づく条例の

規定による処分に対する不服につ

いて準用する。  

第三節 地区計画等の区域内にお

ける建築物等の形態意匠の制限  

第七十六条  市町村は、地区計画

等の区域（地区整備計画、特定建

築物地区整備計画、防災街区整備

地区整備計画、歴史的風致維持向

上地区整備計画、沿道地区整備計

画又は集落地区整備計画において、

建築物又は工作物（以下この条に

おいて「建築物等」という。）の形

態意匠の制限が定められている区

域に限る。）内における建築物等の

形態意匠について、政令で定める

基準に従い、条例で、当該地区計

画等において定められた建築物等

の形態意匠の制限に適合するもの

としなければならないこととする

ことができる。  

２  前項の規定による制限は、建

築物等の利用上の必要性、当該区

域内における土地利用の状況等を

考慮し、当該地区計画等の区域の

特性にふさわしい良好な景観の形

成を図るため、合理的に必要と認

められる限度において行うものと

する。  

３  第一項の規定に基づく条例

（以下「地区計画等形態意匠条例」

という。）には、第六十三条、第六

十四条、第六十六条、第六十八条

及び第七十一条の規定の例により、

当該条例の施行のため必要な市町

村長による計画の認定、違反建築

物又は違反工作物に対する違反是

正のための措置その他の措置に関

する規定を定めることができる。  

４  前項の規定は、第六十三条第

二項及び第六十六条第三項の規定

の例により地区計画等形態意匠条

例に定めた市町村長の認定の審査

の手続について、これらの規定に

反しない限り、当該条例で必要な

規定を定めることを妨げるもので

はない。  

５  地区計画等形態意匠条例に

は、市町村長は、当該条例の規定

により第六十四条第一項の処分に

相当する処分をしたときは、当該

処分が建築物の建築等に係る場合

にあっては当該処分に係る建築物

の設計者、工事監理者若しくは工

事の請負人又は当該建築物につい

て宅地建物取引業に係る取引をし

た宅地建物取引業者の氏名又は名

称及び住所その他国土交通省令で

定める事項を建築士法、建設業法

又は宅地建物取引業法の定めると

ころによりこれらの者を監督する

国土交通大臣又は都道府県知事に、

当該処分が工作物の建設等に係る

場合にあっては当該処分に係る工

作物の工事の請負人の氏名又は名

称及び住所その他国土交通省令で

定める事項を建設業法の定めると

ころにより当該請負人を監督する

国土交通大臣又は都道府県知事に、

それぞれ通知しなければならない

旨を定めることができる。  

６  国土交通大臣又は都道府県

知事は、前項の規定に基づく地区

計画等形態意匠条例の規定により

同項の通知を受けた場合において

は、遅滞なく、当該通知に係る者

について、建築士法、建設業法又

は宅地建物取引業法による業務の

停止の処分その他必要な措置を講

ずるものとし、その結果を当該通

知をした市町村長に通知しなけれ

ばならない。  

第四節 雑則  

（仮設建築物又は仮設工作物に対

する制限の緩和）  

第七十七条  非常災害があった

場合において、その発生した区域

又はこれに隣接する区域で市町村

長が指定するものの内においては、

災害により破損した建築物若しく

は工作物の応急の修繕又は次の各

号のいずれかに該当する応急仮設

建築物の建築等若しくは応急仮設

工作物の建設等若しくは設置でそ

の災害が発生した日から一月以内

にその工事に着手するものについ

ては、この章の規定は、適用しな

い。  

一  国、地方公共団体又は日本赤

十字社が災害救助のために建築等

又は建設等若しくは設置をするも

の  

二  被災者が自ら使用するため

に建築等をする建築物でその延べ

面積が政令で定める規模以内のも
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の  

２  災害があった場合において

建築等又は建設等若しくは設置を

する停車場、官公署その他これら

に類する公益上必要な用途に供す

る応急仮設建築物若しくは応急仮

設工作物又は工事を施工するため

に現場に設ける事務所、下小屋、

材料置場その他これらに類する仮

設建築物若しくは仮設工作物につ

いては、この章の規定は、適用し

ない。  

３  前二項の応急仮設建築物の

建築等又は応急仮設工作物の建設

等若しくは設置をした者は、その

工事を完了した後三月を超えてこ

の章の規定の適用を受けないで当

該建築物又は工作物を存続しよう

とする場合においては、その超え

ることとなる日前に、市町村長の

許可を受けなければならない。た

だし、当該許可の申請をした場合

において、その超えることとなる

日前に当該申請に対する処分がさ

れないときは、当該処分がされる

までの間は、なおこの章の規定の

適用を受けないで当該建築物又は

工作物を存続することができる。  

４  市町村長は、前項の許可の申

請があった場合において、良好な

景観の形成に著しい支障がないと

認めるときは、二年以内の期間を

限って、その許可をすることがで

きる。  

５  市町村長は、第三項の許可の

申請があった場合において、良好

な景観の形成のため必要があると

認めるときは、許可に必要な条件

を付することができる。  

（国土交通大臣及び都道府県知事

の勧告、助言又は援助）  

第七十八条  市町村長は、都道府

県知事又は国土交通大臣に対し、

この章の規定の適用に関し必要な

助言又は援助を求めることができ

る。  

２  国土交通大臣及び都道府県

知事は、市町村長に対し、この章

の規定の適用に関し必要な勧告、

助言又は援助をすることができる。  

（市町村長に対する指示等）  

第七十九条  国土交通大臣は、市

町村長がこの章の規定若しくは当

該規定に基づく命令の規定に違反

し、又はこれらの規定に基づく処

分を怠っている場合において、国

の利害に重大な関係がある建築物

に関し必要があると認めるときは、

当該市町村長に対して、期限を定

めて、必要な措置をとるべきこと

を指示することができる。  

２  市町村長は、正当な理由がな

い限り、前項の規定により国土交

通大臣が行った指示に従わなけれ

ばならない。  

３  国土交通大臣は、市町村長が

正当な理由がなく、所定の期限ま

でに、第一項の規定による指示に

従わない場合においては、正当な

理由がないことについて社会資本

整備審議会の確認を得た上で、自

ら当該指示に係る必要な措置をと

ることができる。  

（書類の閲覧）  

第八十条  市町村長は、第六十三

条第一項の認定その他この章の規

定並びに当該規定に基づく命令及

び条例の規定による処分に関する

書類であって国土交通省令で定め

るものについては、国土交通省令

で定めるところにより、閲覧の請

求があった場合には、これを閲覧

させなければならない。  

第四章 景観協定  

（景観協定の締結等）  

第八十一条  景観計画区域内の

一団の土地（公共施設の用に供す

る土地その他の政令で定める土地

を除く。）の所有者及び借地権を有

する者（土地区画整理法（昭和二

十九年法律第百十九号）第九十八

条第一項（大都市地域における住

宅及び住宅地の供給の促進に関す

る特別措置法（昭和五十年法律第

六十七号。以下「大都市住宅等供

給法」という。）第八十三条におい

て準用する場合を含む。以下この

章において同じ。）の規定により仮

換地として指定された土地にあっ

ては、当該土地に対応する従前の

土地の所有者及び借地権を有する

者。以下この章において「土地所

有者等」という。）は、その全員の

合意により、当該土地の区域にお

ける良好な景観の形成に関する協

定（以下「景観協定」という。）を

締結することができる。ただし、

当該土地（土地区画整理法第九十

八条第一項の規定により仮換地と

して指定された土地にあっては、

当該土地に対応する従前の土地）

の区域内に借地権の目的となって

いる土地がある場合においては、

当該借地権の目的となっている土
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地の所有者の合意を要しない。  

２  景観協定においては、次に掲

げる事項を定めるものとする。  

一  景観協定の目的となる土地

の区域（以下「景観協定区域」と

いう。）  

二  良好な景観の形成のための

次に掲げる事項のうち、必要なも

の 

イ 建築物の形態意匠に関する基

準 

ロ 建築物の敷地、位置、規模、

構造、用途又は建築設備に関する

基準 

ハ 工作物の位置、規模、構造、

用途又は形態意匠に関する基準 

ニ 樹林地、草地等の保全又は緑

化に関する事項 

ホ 屋外広告物の表示又は屋外広

告物を掲出する物件の設置に関す

る基準 

ヘ 農用地の保全又は利用に関す

る事項 

ト その他良好な景観の形成に関

する事項 

三  景観協定の有効期間  

四  景観協定に違反した場合の

措置  

３  景観協定においては、前項各

号に掲げるもののほか、景観計画

区域内の土地のうち、景観協定区

域に隣接した土地であって、景観

協定区域の一部とすることにより

良好な景観の形成に資するものと

して景観協定区域の土地となるこ

とを当該景観協定区域内の土地所

有者等が希望するもの（以下「景

観協定区域隣接地」という。）を定

めることができる。  

４  景観協定は、景観行政団体の

長の認可を受けなければならない。  

（認可の申請に係る景観協定の縦

覧等）  

第八十二条  景観行政団体の長

は、前条第四項の規定による景観

協定の認可の申請があったときは、

国土交通省令・農林水産省令で定

めるところにより、その旨を公告

し、当該景観協定を当該公告の日

から二週間関係人の縦覧に供さな

ければならない。  

２  前項の規定による公告があ

ったときは、関係人は、同項の縦

覧期間満了の日までに、当該景観

協定について、景観行政団体の長

に意見書を提出することができる。  

（景観協定の認可）  

第八十三条  景観行政団体の長

は、第八十一条第四項の規定によ

る景観協定の認可の申請が、次の

各号のいずれにも該当するときは、

当該景観協定を認可しなければな

らない。  

一  申請手続が法令に違反しな

いこと。  

二  土地、建築物又は工作物の利

用を不当に制限するものでないこ

と。  

三  第八十一条第二項各号に掲

げる事項（当該景観協定において

景観協定区域隣接地を定める場合

にあっては、当該景観協定区域隣

接地に関する事項を含む。）につい

て国土交通省令・農林水産省令で

定める基準に適合するものである

こと。  

２  建築基準法第四条第一項の

建築主事を置かない市町村である

景観行政団体の長は、第八十一条

第二項第二号ロに掲げる事項を定

めた景観協定について前項の認可

をしようとするときは、前条第二

項の規定により提出された意見書

の写しを添えて、都道府県知事に

協議し、その同意を得なければな

らない。  

３  景観行政団体の長は、第一項

の認可をしたときは、国土交通省

令・農林水産省令で定めるところ

により、その旨を公告し、かつ、

当該景観協定の写しを当該景観行

政団体の事務所に備えて公衆の縦

覧に供するとともに、景観協定区

域である旨を当該区域内に明示し

なければならない。 

（景観協定の変更）  

第八十四条  景観協定区域内に

おける土地所有者等（当該景観協

定の効力が及ばない者を除く。）は、

景観協定において定めた事項を変

更しようとする場合においては、

その全員の合意をもってその旨を

定め、景観行政団体の長の認可を

受けなければならない。  

２  前二条の規定は、前項の変更

の認可について準用する。 

（景観協定区域からの除外）  

第八十五条  景観協定区域内の

土地（土地区画整理法第九十八条

第一項の規定により仮換地として

指定された土地にあっては、当該

土地に対応する従前の土地）で当

該景観協定の効力が及ばない者の

所有するものの全部又は一部につ
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いて借地権が消滅した場合におい

ては、当該借地権の目的となって

いた土地（同項の規定により仮換

地として指定された土地に対応す

る従前の土地にあっては、当該土

地についての仮換地として指定さ

れた土地）は、当該景観協定区域

から除外されるものとする。  

２  景観協定区域内の土地で土

地区画整理法第九十八条第一項の

規定により仮換地として指定され

たものが、同法第八十六条第一項

の換地計画又は大都市住宅等供給

法第七十二条第一項の換地計画に

おいて当該土地に対応する従前の

土地についての換地として定めら

れず、かつ、土地区画整理法第九

十一条第三項（大都市住宅等供給

法第八十二条において準用する場

合を含む。）の規定により当該土地

に対応する従前の土地の所有者に

対してその共有持分を与えるよう

に定められた土地としても定めら

れなかったときは、当該土地は、

土地区画整理法第百三条第四項

（大都市住宅等供給法第八十三条

において準用する場合を含む。）の

公告があった日が終了した時にお

いて当該景観協定区域から除外さ

れるものとする。  

３  前二項の規定により景観協

定区域内の土地が当該景観協定区

域から除外された場合においては、

当該借地権を有していた者又は当

該仮換地として指定されていた土

地に対応する従前の土地に係る土

地所有者等（当該景観協定の効力

が及ばない者を除く。）は、遅滞な

く、その旨を景観行政団体の長に

届け出なければならない。  

４  第八十三条第三項の規定は、

前項の規定による届出があった場

合その他景観行政団体の長が第一

項又は第二項の規定により景観協

定区域内の土地が当該景観協定区

域から除外されたことを知った場

合について準用する。 

（景観協定の効力）  

第八十六条  第八十三条第三項

（第八十四条第二項において準用

する場合を含む。）の規定による認

可の公告のあった景観協定は、そ

の公告のあった後において当該景

観協定区域内の土地所有者等とな

った者（当該景観協定について第

八十一条第一項又は第八十四条第

一項の規定による合意をしなかっ

た者の有する土地の所有権を承継

した者を除く。）に対しても、その

効力があるものとする。 

（景観協定の認可の公告のあった

後景観協定に加わる手続等）  

第八十七条  景観協定区域内の

土地の所有者（土地区画整理法第

九十八条第一項の規定により仮換

地として指定された土地にあって

は、当該土地に対応する従前の土

地の所有者）で当該景観協定の効

力が及ばないものは、第八十三条

第三項（第八十四条第二項におい

て準用する場合を含む。）の規定に

よる認可の公告があった後いつで

も、景観行政団体の長に対して書

面でその意思を表示することによ

って、当該景観協定に加わること

ができる。  

２  景観協定区域隣接地の区域

内の土地に係る土地所有者等は、

第八十三条第三項（第八十四条第

二項において準用する場合を含

む。）の規定による認可の公告があ

った後いつでも、当該土地に係る

土地所有者等の全員の合意により、

景観行政団体の長に対して書面で

その意思を表示することによって、

景観協定に加わることができる。

ただし、当該土地（土地区画整理

法第九十八条第一項の規定により

仮換地として指定された土地にあ

っては、当該土地に対応する従前

の土地）の区域内に借地権の目的

となっている土地がある場合にお

いては、当該借地権の目的となっ

ている土地の所有者の合意を要し

ない。  

３  景観協定区域隣接地の区域

内の土地に係る土地所有者等で前

項の意思を表示したものに係る土

地の区域は、その意思の表示のあ

った時以後、景観協定区域の一部

となるものとする。  

４  第八十三条第三項の規定は、

第一項又は第二項の規定による意

思の表示があった場合について準

用する。  

５  景観協定は、第一項又は第二

項の規定により当該景観協定に加

わった者がその時において所有し、

又は借地権を有していた当該景観

協定区域内の土地（土地区画整理

法第九十八条第一項の規定により

仮換地として指定された土地にあ

っては、当該土地に対応する従前

の土地）について、前項において
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準用する第八十三条第三項の規定

による公告のあった後において土

地所有者等となった者（当該景観

協定について第二項の規定による

合意をしなかった者の有する土地

の所有権を承継した者及び前条の

規定の適用がある者を除く。）に対

しても、その効力があるものとす

る。 

（景観協定の廃止）  

第八十八条  景観協定区域内の

土地所有者等（当該景観協定の効

力が及ばない者を除く。）は、第八

十一条第四項又は第八十四条第一

項の認可を受けた景観協定を廃止

しようとする場合においては、そ

の過半数の合意をもってその旨を

定め、景観行政団体の長の認可を

受けなければならない。  

２  景観行政団体の長は、前項の

認可をしたときは、その旨を公告

しなければならない。 

（土地の共有者等の取扱い）  

第八十九条  土地又は借地権が

数人の共有に属するときは、第八

十一条第一項、第八十四条第一項、

第八十七条第一項及び第二項並び

に前条第一項の規定の適用につい

ては、合わせて一の所有者又は借

地権を有する者とみなす。 

（一の所有者による景観協定の設

定）  

第九十条  景観計画区域内の一

団の土地（第八十一条第一項の政

令で定める土地を除く。）で、一の

所有者以外に土地所有者等が存し

ないものの所有者は、良好な景観

の形成のため必要があると認める

ときは、景観行政団体の長の認可

を受けて、当該土地の区域を景観

協定区域とする景観協定を定める

ことができる。  

２  景観行政団体の長は、前項の

規定による景観協定の認可の申請

が第八十三条第一項各号のいずれ

にも該当し、かつ、当該景観協定

が良好な景観の形成のため必要で

あると認める場合に限り、当該景

観協定を認可するものとする。  

３  第八十三条第二項及び第三

項の規定は、前項の規定による認

可について準用する。  

４  第二項の規定による認可を

受けた景観協定は、認可の日から

起算して三年以内において当該景

観協定区域内の土地に二以上の土

地所有者等が存することとなった

時から、第八十三条第三項の規定

による認可の公告のあった景観協

定と同一の効力を有する景観協定

となる。 

（借主等の地位）  

第九十一条  景観協定に定める

事項が建築物又は工作物の借主の

権限に係る場合においては、その

景観協定については、当該建築物

又は工作物の借主を土地所有者等

とみなして、この章の規定を適用

する。  

２  景観協定に農用地の保全又

は利用に関する事項を定める場合

においては、その景観協定につい

ては、当該農用地につき地上権、

永小作権、質権、賃借権、使用貸

借による権利その他の使用及び収

益を目的とする権利を有する者を

土地所有者等とみなして、この章

の規定を適用する。  

第五章 景観整備機構 

（指定）  

第九十二条  景観行政団体の長

は、一般社団法人若しくは一般財

団法人又は特定非営利活動促進法

第二条第二項の特定非営利活動法

人であって、次条に規定する業務

を適正かつ確実に行うことができ

ると認められるものを、その申請

により、景観整備機構（以下「機

構」という。）として指定すること

ができる。  

２  景観行政団体の長は、前項の

規定による指定をしたときは、当

該機構の名称、住所及び事務所の

所在地を公示しなければならない。  

３  機構は、その名称、住所又は

事務所の所在地を変更しようとす

るときは、あらかじめ、その旨を

景観行政団体の長に届け出なけれ

ばならない。  

４  景観行政団体の長は、前項の

規定による届出があったときは、

当該届出に係る事項を公示しなけ

ればならない。 

（機構の業務）  

第九十三条  機構は、次に掲げる

業務を行うものとする。  

一  良好な景観の形成に関する

事業を行う者に対し、当該事業に

関する知識を有する者の派遣、情

報の提供、相談その他の援助を行

うこと。  

二  管理協定に基づき景観重要

建造物又は景観重要樹木の管理を

行うこと。  
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三  景観重要建造物と一体とな

って良好な景観を形成する広場そ

の他の公共施設に関する事業若し

くは景観計画に定められた景観重

要公共施設に関する事業を行うこ

と又はこれらの事業に参加するこ

と。  

四  前号の事業に有効に利用で

きる土地で政令で定めるものの取

得、管理及び譲渡を行うこと。  

五  第五十五条第二項第一号の

区域内にある土地を景観農業振興

地域整備計画に従って利用するた

め、委託に基づき農作業を行い、

並びに当該土地についての権利を

取得し、及びその土地の管理を行

うこと。  

六  良好な景観の形成に関する

調査研究を行うこと。  

七  前各号に掲げるもののほか、

良好な景観の形成を促進するため

に必要な業務を行うこと。 

（機構の業務に係る公有地の拡大

の推進に関する法律の特例）  

第九十四条  公有地の拡大の推

進に関する法律（昭和四十七年法

律第六十六号）第四条第一項の規

定は、機構に対し、前条第四号に

掲げる業務の用に供させるために

同項に規定する土地を有償で譲り

渡そうとする者については、適用

しない。 

（監督等）  

第九十五条  景観行政団体の長

は、第九十三条各号に掲げる業務

の適正かつ確実な実施を確保する

ため必要があると認めるときは、

機構に対し、その業務に関し報告

をさせることができる。  

２  景観行政団体の長は、機構が

第九十三条各号に掲げる業務を適

正かつ確実に実施していないと認

めるときは、機構に対し、その業

務の運営の改善に関し必要な措置

を講ずべきことを命ずることがで

きる。  

３  景観行政団体の長は、機構が

前項の規定による命令に違反した

ときは、第九十二条第一項の規定

による指定を取り消すことができ

る。  

４  景観行政団体の長は、前項の

規定により指定を取り消したとき

は、その旨を公示しなければなら

ない。 

（情報の提供等）  

第九十六条  国及び関係地方公

共団体は、機構に対し、その業務

の実施に関し必要な情報の提供又

は指導若しくは助言をするものと

する。  

第六章 雑則 

（権限の委任）  

第九十七条  この法律に規定す

る国土交通大臣の権限は、国土交

通省令で定めるところにより、そ

の一部を地方整備局長又は北海道

開発局長に委任することができる。  

（政令への委任）  

第九十八条  この法律に定める

もののほか、この法律の実施のた

め必要な事項は、政令で定める。  

（経過措置）  

第九十九条  この法律の規定に

基づき命令を制定し、又は改廃す

る場合においては、その命令で、

その制定又は改廃に伴い合理的に

必要と判断される範囲内において、

所要の経過措置（罰則に関する経

過措置を含む。）を定めることがで

きる。  

第七章 罰則  

第百条  第十七条第五項の規定

による景観行政団体の長の命令又

は第六十四条第一項の規定による

市町村長の命令に違反した者は、

一年以下の懲役又は五十万円以下

の罰金に処する。 

第百一条  次の各号のいずれか

に該当する者は、五十万円以下の

罰金に処する。  

一  第十七条第一項の規定によ

る景観行政団体の長の命令又は第

七十条第一項の規定による市町村

長の命令に違反した者  

二  第六十三条第一項の規定に

違反して、申請書を提出せず、又

は虚偽の申請書を提出した者  

三  第六十三条第四項の規定に

違反して、建築物の建築等の工事

をした者  

四  第七十七条第三項の規定に

違反して、応急仮設建築物又は応

急仮設工作物を存続させた者  

第百二条  次の各号のいずれか

に該当する者は、三十万円以下の

罰金に処する。  

一  第十六条第一項又は第二項

の規定に違反して、届出をせず、

又は虚偽の届出をした者  

二  第十七条第七項又は第七十

一条第一項の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をした者  

三  第十七条第七項の規定によ
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る立入検査若しくは立入調査又は

第七十一条第一項の規定による立

入検査を拒み、妨げ、又は忌避し

た者  

四  第十八条第一項の規定に違

反して、届出に係る行為に着手し

た者  

五  第二十二条第一項又は第三

十一条第一項の規定に違反して、

行為をした者  

六  第二十二条第三項（第三十一

条第二項において準用する場合を

含む。）の規定により許可に付され

た条件に違反した者  

七  第二十三条第一項（第三十二

条第一項において準用する場合を

含む。）の規定による景観行政団体

の長の命令に違反した者  

八  第六十八条の規定に違反し

て、認定があった旨の表示をせず、

又は認定を受けた計画の写しを備

えて置かなかった者  

第百三条  法人の代表者又は法

人若しくは人の代理人、使用人そ

の他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、前二条の違反行為

をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対して各本

条の罰金刑を科する。 

第百四条  第二十六条又は第三

十四条の規定による景観行政団体

の長の命令に違反した者は、三十

万円以下の過料に処する。  

第百五条  第四十五条の規定に

よる報告をせず、又は虚偽の報告

をした者は、二十万円以下の過料

に処する。  

 

第百六条  第四十三条の規定に

違反して、届出をせず、又は虚偽

の届出をした者は、五万円以下の

過料に処する。 

第百七条  第七十二条第一項、第

七十三条第一項、第七十五条第一

項若しくは第二項又は第七十六条

第一項の規定に基づく条例には、

これに違反した者に対し、五十万

円以下の罰金に処する旨の規定を

設けることができる。 

附 則  

 この法律は、公布の日から起算

して六月を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行する。

ただし、第三章の規定は、公布の

日から起算して一年を超えない範

囲内において政令で定める日から

施行する。 

附 則 （平成一六年五月二八日

法律第六一号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、平成十七年

四月一日から施行する。  

附 則 （平成一七年六月一〇日

法律第五三号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日か

ら起算して三月を超えない範囲内

において政令で定める日から施行

する。 

（景観法の一部改正に伴う経過措

置）  

第十六条  この法律の施行前に

前条の規定による改正前の景観法

第五十五条第四項において準用す

る旧農振法第十一条第一項（旧農

振法第十三条第四項において準用

する場合を含む。）の規定による公

告がされた景観農業振興地域整備

計画の策定又は変更については、

なお従前の例による。  

附 則 （平成一七年七月二九日

法律第八九号） 抄  

（施行期日等） 

第一条  この法律は、公布の日か

ら起算して六月を超えない範囲内

において政令で定める日（以下「施

行日」という。）から施行する。た

だし、次項及び附則第二十七条の

規定は、公布の日から施行する。  

（政令への委任）  

第二十七条  この附則に規定す

るもののほか、この法律の施行に

関して必要な経過措置は、政令で

定める。  

附 則 （平成一七年一〇月二一

日法律第一〇二号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、郵政民営化

法の施行の日から施行する。  

（罰則に関する経過措置） 

第百十七条  この法律の施行前

にした行為、この附則の規定によ

りなお従前の例によることとされ

る場合におけるこの法律の施行後

にした行為、この法律の施行後附

則第九条第一項の規定によりなお

その効力を有するものとされる旧

郵便為替法第三十八条の八（第二

号及び第三号に係る部分に限る。）

の規定の失効前にした行為、この

法律の施行後附則第十三条第一項

の規定によりなおその効力を有す

るものとされる旧郵便振替法第七

十条（第二号及び第三号に係る部
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分に限る。）の規定の失効前にした

行為、この法律の施行後附則第二

十七条第一項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる旧郵

便振替預り金寄附委託法第八条

（第二号に係る部分に限る。）の規

定の失効前にした行為、この法律

の施行後附則第三十九条第二項の

規定によりなおその効力を有する

ものとされる旧公社法第七十条

（第二号に係る部分に限る。）の規

定の失効前にした行為、この法律

の施行後附則第四十二条第一項の

規定によりなおその効力を有する

ものとされる旧公社法第七十一条

及び第七十二条（第十五号に係る

部分に限る。）の規定の失効前にし

た行為並びに附則第二条第二項の

規定の適用がある場合における郵

政民営化法第百四条に規定する郵

便貯金銀行に係る特定日前にした

行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。  

附 則 （平成一八年六月二日法

律第五〇号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、一般社団・財団

法人法の施行の日から施行する。  

（調整規定） 

２  犯罪の国際化及び組織化並

びに情報処理の高度化に対処する

ための刑法等の一部を改正する法

律（平成十八年法律第   号）

の施行の日が施行日後となる場合

には、施行日から同法の施行の日

の前日までの間における組織的な

犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等

に関する法律（平成十一年法律第

百三十六号。次項において「組織

的犯罪処罰法」という。）別表第六

十二号の規定の適用については、

同号中「中間法人法（平成十三年

法律第四十九号）第百五十七条（理

事等の特別背任）の罪」とあるの

は、「一般社団法人及び一般財団法

人に関する法律（平成十八年法律

第四十八号）第三百三十四条（理

事等の特別背任）の罪」とする。  

３  前項に規定するもののほか、

同項の場合において、犯罪の国際

化及び組織化並びに情報処理の高

度化に対処するための刑法等の一

部を改正する法律の施行の日の前

日までの間における組織的犯罪処

罰法の規定の適用については、第

四百五十七条の規定によりなお従

前の例によることとされている場

合における旧中間法人法第百五十

七条（理事等の特別背任）の罪は、

組織的犯罪処罰法別表第六十二号

に掲げる罪とみなす。  

附 則 （平成一八年一二月二〇

日法律第一一四号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日か

ら起算して二年を超えない範囲内

において政令で定める日から施行

する。 

附 則 （平成二〇年五月二三日

法律第四〇号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日か

ら起算して六月を超えない範囲内

において政令で定める日から施行

する。  

 

附 則 （平成二一年六月三日法

律第四七号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日か

ら起算して一年を超えない範囲内

において政令で定める日から施行

する。 

附 則 （平成二一年六月二四日

法律第五七号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日か

ら起算して六月を超えない範囲内

において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から

施行する。  

一  附則第四十三条の規定 公

布の日  

（政令への委任） 

第四十三条  この附則に定める

もののほか、この法律の施行に関

し必要な経過措置は、政令で定め

る。  
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