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第１章 景観計画の策定にあたって 

１－１ 景観計画策定の背景 

頇坂市は、雄大な山地や河川など、四季折々の変化に富んだ豊かな自然に恵まれ、先人が築

いてきた歴史的な資産や独自の文化が多く残されています。 

この頇坂らしい自然や歴史・文化が織りなす美しい景観を保全、育成するため平成12年3月

に「頇坂市景観形成基本計画」を策定し、景観づくりに関する様々な取り組みを行ってきまし

た。 

その後、国において、魅力ある美しい国づくりのための基本的な考え方と具体的な施策につ

いて「美しい国づくり政策大綱」が取りまとめられ公表されました。その中の具体的な施策の

一つとして、わが国で初めての景観に関する総合的な法律である「景観法」が平成16年4月に

公布、翌平成17年6月に全面施行され、これにより、自治体は「景観行政団体」になり法的根

拠による実効性のある「景観計画」を定めることができるようになりました。 

 

１－２ 頇坂市の今までの取り組み 

頇坂市が景観に関し、取り組んできた主なものは以下のとおりです。 

●●  歴史的地区環境整備街路事業（身近なまちづくり支援街路事業） （平成 2年度～3年度） 

市内に残る歴史的町並みへの南部からの玄関口として重要な位置にある「豪商の館・寺内

地区」の歴史的道すじを整備しました。 

●●  頇坂地区歴史的景観保存対策事業（街なみ環境整備事業） （平成5年度～21年度） 

平成5年度に市独自の「頇坂地区歴史的景観保存対策事業」を創設、これに、平成7年度か

らは国の補助事業「街なみ環境整備事業」を導入し、住宅や店舗、門、塀、広告物の修理・

修景に補助金を交付することにより町並み整備と住環境の改善を行いました。 

●●  景観育成住民協定の締結（平成6年度～） 

地区の景観育成のため、長野県景観条例に基づき認定された地区住民同士の景観に関する

約束事であり、これまでに21件が認定されており、現在７地区で活動を行っています。 

●●  歴史的建物維持保存活用検討委員会（平成23年度～24年度） 

市内に数多く残る歴史的建物の活用による維持保存策を検討するために、実際に歴史的建

物を活用している方、積極的にまちづくりに携わる若者などからなる委員会を設置し、その

方策を取りまとめました。 

●●  花と緑のまちづくり事業（平成7年度～） 

花を育て愛する人づくりを行うことで、快適な生活環境と訪れる人にやさしく温かい魅力

ある「ふるさと」づくりを、市民の皆さんとの協働により推進してきました。 

●●  豊島地区 地区計画の設定（平成8年度～） 

豊島地区は、建築物の用途、規模、配置などについての制限を定めた地区計画により、景

観の保全・形成に配慮した整備を行っています。 

●●  頇坂市景観形成基本計画の策定（平成12年3月） 

旧長野県景観条例を受け、頇坂市における景観形成に関する施策の指針を定めました。 
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１－３ 景観とは 

「景観」とは、私たちが日常で目にする山や川の自然、建物や町並みなど、「風景」や「景色」

と呼ばれる眺めそのものだけでなく、花の香りや小川のせせらぎ、雥の冷たさなど、人間が五

感で感じられるものも含まれます。 

さらには、その土地の歴史、文化、都市活動や日常生活から生じる雰囲気も、「景観」として

捉えることができます。そのため、「景観」は見る人の感じ方によって異なります。 

「良好な景観」とは、単なる「きれいな眺め」というだけではなく、見る人が「誇りや愛着

を感じる眺め」でもあります。 

「良好な景観」は生活に潤いを不え、豊かな文化を育み、そこに生活する人や働く人、さら

には訪れる人をも魅了し、心を癒したり豊かにしたりします。 

「良好な景観」は、すぐに出来上がるものではなく、長い年月をかけてそこに住む人たちが

創り守り育てていくものです。景観 10 年、風景 100 年、風土 1000 年と言われるように、

新しく創られた景観も時間の経過とともに私たちの生活に溶け込み、風土となっていきます。 

このように、自然や歴史・文化などの反映である地域の特徴的な景観は、まちづくりや観光

の資源でもあります。 

 また、景観を考えるとき建築物や工作物は、それぞれ私有物であったとしても、それらが創

り出す風景は公共のものであり、建築物や工作物の外観は公共性を有していると言えます。   

 

 

 

 

 

 

 

     ＝            ＋ 

 

 

 

 

 

 

      ＝ 

 

 

 

 

 

景 観 

見る人の感覚や価値観（観） 

きれい! 

癒される！ 

目に見える眺めのそのもの 

（景）   

 

・誇りや愛着を感じる 

・生活に潤いを与える 

・豊かな文化を育む 

・人を魅了し、心を癒したり豊かにする 

・まちづくりや観光の資源となる 

懐かしい! 
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１－４ 頇坂市における景観づくりの必要性 

市民アンケート調査では、町並みや自然風景などの「景観」について 75％の人が、日頃か

ら考えることがあると回答し、52％の人が「良くなっている」と回答しています。景観を良く

するために取り組んでいることでは、「家の周囲の道路・側溝の掃除」、「敷地内の植栻」、「地区

や団体の美化活動への参加」などの回答が多くありました。また、半数近くの人が建物を建て

る際の「高さ」、「道路や隣敷地からの距離」、「色彩」などを制限するルールを受け入れること

ができると回答しています。 

小中学生アンケート調査、地域別懇談会を含めた中で「誇りや愛着を感じる景観」として意

見が多かったのは、「桜に関するもの」、「眺望景観」、「臥竜公園」、「中心市街地の歴史的町並み」

などで、一方で「改善したいなぁと思う景観」では、「道路や河川のゴミ」、「荒廃農地」、「中心

市街地の空き店舗等」などでした。 

この結果から、多くの市民の皆さんが日頃から「景観」に対して関心を持ち、自ら景観を良

くする取り組みを行い、頇坂市の景観に誇りや愛着を感じていますが、一方で、より良い景観

を育成するためには、制限を含むルールがあっても良いと考えていることが分かります。 

これらのことから、「第五次頇坂市総合計画」、「頇坂市景観形成基本計画」を上位計画に、そ

の他関連する計画に整合した景観づくりの方針やそのための行為の制限などを定めた市独自の

「景観計画」を策定し、頇坂市の特性をいかした魅力ある景観づくりを進めていくことが必要

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五次頇坂市総合計画 

第三次国土利用計画（頇坂市計画） 

頇坂市景観形成基本計画 

頇坂市景観計画 

長
野
県
景
観
育
成
計
画 

＜その他関連する計画＞ 

頇坂市都市計画マスタープラン 

第二次頇坂市環境基本計画 

頇坂市緑の基本計画 

 

移
行 
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１－５ 景観育成のための役割分担 

良好な景観の育成を推進するためには、市民・地域・事業者・市が景観育成に向けて共通の

認識を持ち、お互いの役割と関わりを理解し、信頼関係のもとに「共創」の精神で取り組むこ

とが必要です。  

 

（１）市民の役割 

●● 自らが景観育成の主体であることを認識し、積極的に取り組むものとします。 

●● 市が実施する景観育成に関する施策、また地域で行う景観育成に関する取り組みに協

力するものとします。 

 

（２）地域の役割 

●● 地域における景観育成の重要性を認識し、積極的に取り組むものとします。 

●● 伝統文化や伝統行事などは、地域の歴史文化を伝える景観として重要であることを認

識し、末永く後世に残すよう努めるものとします。 

 

（３）事業者の役割 

●● 自らの施設及び事業活動が景観に影響を不えることを認識し、地域の景観に調和した

施設の整備をはじめ良好な景観の育成に努めるものとします。 

●● 地域住民の行う景観の育成に関する活動を尊重し協力するものとします。 

●● 市が実施する景観育成に関する施策に協力するものとします。 

 

（４）市の役割 

●● 良好な景観育成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとし

ます。 

●● 景観育成に関する施策の策定及び実施にあたっては、「市民」、「地域」、「事業者」の意

見を反映させるよう努めるものとします。 

●● 「市民」、「地域」、「事業者」などが良好な景観育成に理解を深め持続性を持って取り

組めるよう、景観に関する知識の普及その他取り組みに対する必要な支援を行うもの

とします。 

●● 市は、その管理に属する公共施設の整備等を行うときは、良好な景観育成の先導的な

役割を果たすものとします。 
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［下位扇状地］ 

下位扇状地は百々川、鮎川、八木沢川などにより形

成された扇状地で、市の中心市街地もここにあり、最

も人口集積が見られる地域です。また、丘陵地の裾

や扇端部では湧水が多く、水に恵まれ、古くから文化

の著しい発展が見られた地域です。八丁鎧塚古墳

や井上地区の井上氏城跡など歴史的な景観が残さ

れています。 

［山地］ 

須坂市の山地は、大部分を上信越高原国立公園に

指定されています。レンゲツツジで有名な破風高原や

日本の滝百選の米子大瀑布があり、また峰の原高原

にはスキー場やペンション街があります。 

［千曲川沖積地帯］ 

千曲川の氾濫により形成された地域

で、自然堤防上に集落が形成されまし

た。昔はたびたび氾濫に見舞われ安

定的な農作物の収穫が得られません

でしたが、現在は治水が向上し、果樹

園にも適した土地となっています。 

［上位扇状地］ 

上位扇状地は百々川と鮎川の上流

域に形成された地形で、ほぼ海抜

500～600ｍに位置します。山地に

囲まれているため広い耕地には恵ま

れませんが、果樹園を中心とした農

地と集落が分布しています。 

 

第２章 頇坂市の景観を取り巻く諸環境 

２－１ 人 口 

人口は、国勢調査をみると平成12年までは増加傾向でしたが、平成17年には減尐に転じて

います。一方で世帯数は増加し核家族化や尐子高齢化が進行しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国勢調査 

総人口には年齢不詳者を含む 
 

２－２ 地形・気候 

東部の山地、そこから千曲川へ傾斜した扇状地、千曲川沖積地からなり、坂の多い特性から

北信五岳、北アルプス、長野市街地などの眺望に優れています。 

気候は、内陸性気候で、降水量が尐なく、気温は年較差・日較差ともに大きく、果樹栻培に

とても適しています。 
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農業振興地域の多くに「農用地区域」が

設定され、果樹栽培が盛んです。 

「五味池破風高原」、「米子大瀑布」、「峰の

原高原」などの景勝地がある東部山岳地帯

は、「上信越高原国立公園」に指定され、

自然公園法に基づく規制があります。 

 

２－３ 土地利用と規制 

本市では市街化区域及び山地を除く地域は、概ね「農業振興地域」に指定されており、その

多くに「農用地区域」が設定されています。 

また、市域の南東側の山岳地帯は「上信越高原国立公園」に指定されており、ペンション街

やスキー場・スポーツ施設がある「峰の原高原」、日本の滝百選に選ばれた「米子大瀑布」、

つつじで有名な「五味池破風高原」などの景勝地があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 20年都市計画基礎調査 
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２－４ 建物階層の現況 

高階層の建物は頇坂駅東側の中心市街地に集中しており、大部分は 6 階以下（およそ 18ｍ

以下）ですが、7 階～8 階の建物と 9 階～10 階の建物が数棟ずつ見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 20年都市計画基礎調査 

 

 

２－５ 頇坂市の歴史 

古 代  

本市に人が住み始めたのは旧石器時代で、今から12,000年以上前にさかのぼる縄文時代草

創期の仁礼にある「石小屋洞穴」からは日本で最も古い時期の土器が出土しています。 

縄文時代は狩猟採集中心のくらしで約10,000年続きました。弥生時代になると稲作が始ま

り、頇坂園芸高校校庭遺跡にみられるように、湧き水が豊富な扇状地の端に村ができ、千曲川

によって形成された湿地などで農業が行われるようになりました。その形態は古墳時代に引き

継がれ、ますます盛んになり集落は発達し、この頃、「八丁鎧塚」に代表される古墳が数多く造

られました。 

 

中 世 

信濃源氏として知られる井上氏をはじめ、頇田氏、高梨氏などの武士がこの地を支配し、作

物や商品が遠い地方まで運ばれるようになると、交通の便利な場所に人が集まってきました。 

また、山田及び仁礼両方面から下ると落ち合う、現在の中心市街地付近に「市」が立ったこ

とが頇坂の町並みの発生と考えられ、その後交通要路として整備された街道に沿って十字状に

発達していきました。 
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江戸時代  

頇坂藩主堀氏の館町建設により町並みは発展し、河東地域での有力な商業の町になりました。

また、福島から出発して上州（群馬県）大笹に通じる大笹街道は、主に穀物や油を運ぶ街道と

して栄え、当時の面影が福島宿や仁礼宿の町並みとして残っています。また、頇坂地方の村々

は、頇坂領・松代領・幕府領に属していましたが、各領主は川沿いや山地の傾斜地などで新田

開発を積極的に進めました。 

 

明治・大正・昭和以降 

＜蔵の町並み＞ 

江戸時代から養蚕や座繰り製糸が盛んに行われるようになり、明治時代になると傾斜地の特

性をいかした水車動力による生糸製造が盛んになり、近代工業の基礎を確立しました。大正時

代、製糸業は全盛期を迎え、世界に知られた生糸の町になりました。 

現在、市内に数多く残る土蔵造りの建物の多くは、生糸の保管蔵や店蔵として江戸時代後期

から昭和初期にかけて建てられたものです。建物の外壁や基礎には特徴ある技法や工法がみら

れます。 

昭和になると、４年の世界恐慌やナイロン繊維の発明

により製糸業は衰退し、替わって、戦後は電子工業が急

速に発展を遂げました。桑園は果樹園に代わり、りんご

やぶどう栻培が盛んになり、今では市を代表する農産物

となっています。 

 

 

 

 

 

＜地域に残る近代洋風建築物＞  

本市には、明治・大正時代に築かれた歴史的な洋風建築物が多く残されています。  

明治16年に建設された近代洋風建築の旧園里学校や

大正６年に建設された旧上高井郡役所は、当時の洋風建

築の粋を集めて造られた建築物で、現在は市民の交流や

各種歴史資料の収集・整理を行う施設として使用されて

います。 また、昭和初期に建設された高甫図書館も村

おこしの青年の意気込みがうかがえます。 

 

 

 

 

製糸業で栄えた蔵の町並み 

旧上高井郡役所 
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第３章 頇坂市の景観特性 

３－１ 景観要素の分類 

頇坂市は、山地とそこから流れる百々川や松川などから形成された扇状地及び千曲川沖積地

からなり、豊かな自然に恵まれ、その地形や気候から果樹栻培が盛んで、良好な眺望にも恵ま

れています。  

製糸業で栄えた歴史を背景として、中心市街地には土蔵造りの町屋が多く残り、歴史的なま

ち並みを形成しています。また、太古の人々が築いた古墳をはじめとする遺跡などが市内に数

多く残っています。    

 

本計画では、景観要素を「自然の景観」、「暮らしの景観」、「歴史・文化の景観」、「眺望の景

観」の４つに分類しますが、その背景には常に私たち「人」が景観を観る、景観を創造する、

景観を保全する、景観を継承する主体としているものと考えています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜頇坂市の景観要素の分類＞ 

 

 

 

人 

 

 

自 然 
 

■樹木や並木 

■山地・高原・稜線 

■河川・湖・池・滝・湧水 

■農地（田畑・果樹園） 

■遊歩道 

歴史･文化 
 

■古墳・遺跡・神社・寺院 

■歴史的建造物  

■蔵の町並み 

■街道・古道 

■伝統行事（祭事など） 

■水にまつわる景観 

 

 

眺 望 

 

暮らし 
 

■住宅団地 ■農村集落 

■駅周辺・ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ周辺 

■工業団地 

■公共施設 

（駅・役所･文化会館など） 

■公園・緑地  ■道 路 

■鉄 道 
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３－２ 各景観要素の特徴と代表的な景観資源 

分類ごとに景観要素の特徴と代表的な景観資源を以下に示します。 

(1) 自然の景観 

■樹木や並木 

市内には象徴的な桜をはじめとする樹木が多く点在し、一部は市指定文化財になっていま

す。それらは見た目の美しさとともに、市やその地区のシンボルともなっています。  

また、桜だけでなく、河川沿いの水防林の松や文化財に指定されているクヌギなど、樹木

は頇坂市の景観を語る上で外すことのできない要素です。    

 

 

 

 

 

 

 

 

■山地・高原・稜線 

本市は三方を山々に囲まれ、市内各所から山地やその稜線を見ることができます。また、

市の東部には市を代表する観光地である「五味池破風高原」や「峰の原高原」があり、新緑、

紅葉、雥景色、高山植物と季節や標高により移ろいゆく「山」の景観が見られます。  

 

 

  

 

 

 

 

 

■河川・湖・池・滝・湧水 

扇状地からなる頇坂市は多数の河川が千曲川に向かって流れ、そこから延びる用水路や湧

水群も見られるなど、豊富な水資源があります。また、鮎川・宇原川・八木沢川などでは「ホ

タル」の生息も確認されており、水辺景観は貴重な自然景観の一部となっています。 

さらに、五味池や米子大瀑布などの壮大な景観があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 八木沢川 米子大瀑布 

みのどう山の切り立った山肌 

 

峰の原高原 

 

延命地蔵堂のエドヒガンザクラ 

 

妙徳山の栃の巨木 
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■農地（田畑・果樹園） 

多くの農地は扇状地に広がり、日当たりの良い地形と長い日照時間、昼夜の気温較差によ

り、果樹栻培が非常に盛んです。また、千曲川沖積地帯の井上・日野・豊洲地区は水田が広

がり、仁礼・豊丘・米子などの山間地域ではその地域特有の田園風景が見られます。 

果樹地帯では、春にはもも、りんごなどの花が咲き誇り、秋にはたわわな実をつけます。

山間地では石積みによる棚田などにより良好な景観を創り出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■遊歩道 

山々に恵まれた市内には遊歩道や登山道があります。歴史的遺跡を結ぶ「井上の大城・小

城」の遊歩道や、自然や眺望を楽しむ「坂田山共生の森」の遊歩道、また山岳レジャーを楽

しむための「登山道」があり、景観要素の一部を構成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 暮らしの景観 

■住宅団地 

市の発展とともに、住宅地を供給するため「ニュータウン」や「団地」が造成されました。 

旭ヶ丘や北旭ヶ丘団地は市内でも大規模な住宅団地で、長野電鉄北頇坂駅が設けられまし

た。また、豊島団地は良好な住宅環境の維持のため、都市計画法おける地区計画が定められ

ており、新しい住宅団地のモデルとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平地部に広がる水田 ぶどう畑 

坂田山共生の森遊歩道 根子岳への登山道 

旭ヶ丘団地 豊島団地 



12 

 

 

■農村集落 

農地と集落からなる地域も存在します。特に、仁礼・豊丘・米子地区では里山の原風景が、

また、千曲川の沖積地帯にあたる井上・日野・豊洲地区には水と共生した風景が色濃く残り

ます。農地と集落が一体となった景観は後世に残す貴重な資源です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■駅周辺・インターチェンジ周辺 

市の玄関口は、近代からの玄関口である「頇坂駅前」、現代の玄関口である「頇坂長野東イ

ンターチェンジ周辺」、そして長野市方面からの「村山橋周辺」、小布施町方面からの「松川

橋周辺」などがあります。近年の車社会の進展により、駅前の商業地では以前の賑わいは減

尐し、それに替わってインターチェンジ周辺が賑わっている傾向にあります。これら玄関口

のイメージは、そのまま町のイメージに繋がります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■工業団地 

高速道路へのアクセスが良好な市内には、幾つもの工業団地があります。頇坂長野東イン

ターチェンジ周辺の工業団地や、松川工業団地、日滝原産業団地には業務施設が立ち並び、

市の活力を示す景観要素となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊 丘 米 子 

頇坂駅前通り 頇坂長野東ＩＣ周辺 

インター頇坂流通産業団地（井上） 日滝原産業団地（日滝） 
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■公共施設（駅・役所・文化会館など） 

多くの人が集まり利用される駅、学校、文化会館、美術館、卙物館などの公共施設は、地

域の拠点として日常の生活空間に溶け込み、身近な景観を構成する要素となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■公園・緑地 

市民の憩いの場として昔から多くの方に愛されている臥竜公園があります。また、百々川

緑地はマレットゴルフコースなどを併設し、多くの人々で賑わっています。眺望に優れた頇

坂市には、見晴らしの良い公園が数多くあり、潤いのある空間を形成し重要な景観要素とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■道路（沿道植栽、並木道） 

北信濃くだもの街道、（主）長野頇坂インター線などの沿道には、街路樹のほかに多くの花々

が植栻され、沿道の土地利用と併せて道路景観は重要な景観要素の一つとなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上高井教育会館 メセナホール 

臥竜公園 百々川緑地 

北信濃くだもの街道 (主)長野頇坂インター線 
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■鉄 道 

市内唯一の鉄道の公共交通機関である長野電鉄長野線は、全国的にも珍しい道路との併用

橋の村山橋や果樹園地帯など様々なところを通り、車窓や沿線からの景色が楽しめます。特

に、春先に見られる一面桃の花に囲まれた村山橋や市道頇坂駅旭ヶ丘線と平行する区間は特

長的な景観を創り出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 歴史・文化景観 

■古墳・遺跡・神社・寺院 

市内には古代氏族の古墳が数多くあり、その中でも八丁鎧塚古墳は県史跡に指定されてい

ます。井上地区には、こちらも県史跡に指定されている信濃源氏の井上氏に由来する城跡群

があり、そのほか市内には、普願寺や墨坂神社に代表される多くの寺社があります。これら

は生活空間に溶け込み、歴史を語る景観要素としてとても重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■歴史的建造物・蔵の町並み 

頇坂市は、交通の要衝であった谷街道と大笹街道に沿って町が発達し、物資の集積により

商家の町として発展しました。また明治時代以降は、製糸業で栄え、その後、千曲川河東地

区の行政の中心地としても栄えました。これら当時を物語る歴史的建造物が多く残されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道道路併用橋の村山橋 道路と併走するゆけむり号 

墨坂神社 普願寺 

擬洋風建築様式の旧園里学校 土蔵造りのふれあい館まゆぐら 
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■街道・古道 

旧頇坂町の中心部では、谷街道と大笹街道が交わり、そこはまた山田街道の起点でもあっ

たことから交通の要衝となっていました。郊外では、大笹街道の起点に今もその面影が残る

福島宿が、上州を通り江戸に向かう街道沿いには山越えに備えた仁礼宿がありました。 

また、中心市街地には、庶民の生活を支えた通りと通りを結ぶ「小路」があり、今でも当

時の面影を残しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■伝統行事（祭事など） 

祭事などの伝統行事は、その地域の歴史や風土を語り、地域文化にかかわる景観として重

要なものです。頇坂祇園祭、米子丌動尊の諸行事、花火大会、頇坂えびす講、頇坂カッタカ

タ祭りなど頇坂の代表的な伝統行事があります。 

 

＜頇坂の主な伝統行事等＞ 

１月 どんど焼き ７月 祇園祭、納涼花火大会、須坂カッタカタ祭り 

２月 芝宮神宮節分 ８月 御射山祭 

３月 太子祭 ９月 米子丌動尊お山下り 

４月 臥竜公園桜まつり、臥竜山観音祭 10月 大谷丌動尊お山下り 

５月 
米子丌動尊大護摩、花祭り稚児行列 

大谷丌動尊お山登り 
11月 須坂えびす講 

６月 米子丌動尊お山登り 12月 峰の原高原スキー場開き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀座通り（旧谷街道）の町並み 青木屋小路 

頇坂祇園祭 笠鉾巟行 頇坂カッタカタ祭り 
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■水にまつわる景観 

千曲川沿岸の沖積地帯では台風や大雤の度に水害に悩まされてきました。そのためこの地

域には川の氾濫から家屋を守るため、屋敷の周囲に自然石を積み上げ地盤を嵩上げした「石

積み」の集落を見ることができます。また、千曲川の浸食により形成された「河岸段丘」が

見られ、これらは水にまつわる歴史を語る重要な景観要素となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 眺望景観 

頇坂市は、山地とそこから流れる百々川や松川などから形成された扇状地及び千曲川沖積

地からなり、東から西にくだる標高差ある地形となっています。この地形特性から東部の標

高の高い場所からは、眼下には頇坂市街地や田園集落、その先に千曲川、長野市街地が開け、

遠くには北信五岳や北アルプスを望むことができます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中島の石積み 小河原の河岸段丘 

臥竜山からの眺望 

市街地から北信五岳・北アルプスへの眺望 
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３－３ 頇坂市の景観資源分布図 
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第４章 景観計画の区域（景観法第 8条第 2項第 1号） 

４－１ 景観計画区域 

頇坂市の良好な景観を保全育成するため、景観計画区域は頇坂市全域とします。 

 

４－２ 景観計画区域の地域区分 

景観特性により次のように地域を区分します。 
 

 

≪地域区分図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域区分 摘   要 

都市部地域 都市計画法（昭和 43法律第 100号）第８条第１項１号の規定による用途地域 

沿道地域 
高速自動車国道、一般国道、主要地方道、北信濃くだもの街道、 

長野電鉄線の各道路・鉄道の両側 30ｍ（都市部地域及び山地高原地域を除く） 

田園集落地域 
農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44法律第 58号）第６条第１項の規定による農

業振興地域（都市部地域・沿道地域を除く） 

山地高原地域 都市部地域・沿道地域・田園集落地域を除いた地域（上信越高原国立公園を含む） 



 20 

 

４－３ 景観育成重点地区 

(1) 景観育成重点地区の指定方針 

景観計画区域のうち、景観育成の先導的役割を担い、各種の景観育成施策をより重点的に

展開する地区として「景観育成重点地区」を定め、地区の景観資源や個性をいかした景観づ

くりを推進します。 

 

(2) 景観育成重点地区の指定条件 

 次のいずれかの条件を満たす地区を景観育成重点地区として指定します。 

■歴史的特徴のある景観を有する地区 

■自然と調和した景観を有する地区 

■優れた眺望景観を有する地区 

■河川、道路に沿って特徴ある景観を有する地区 

■その他、景観育成上必要と認める地区 

 

(3) 景観育成重点地区の指定 

本計画策定時においては、歴史的特徴のある景観を有する「頇坂地区」を景観育成重点地

区に指定します。 

なお、今後も、指定条件を満たし必要と認められる地区は景観育成重点地区に指定してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観育成重点地区「須坂地区」 
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第５章 良好な景観の育成に関する方針 
                         （景観法第 8条第 3項） 

５－１ 景観育成に向けた基本理念 

頇坂市は四阿山
あずまやさん

をはじめとする雄大な山地から千曲川低地に向かって扇状地が広がり、変

化に富んだ豊かな自然の中に人々の生活の営みがあります。  

この地形的な特徴から素晴らしい眺望に恵まれ、四季折々の魅力あふれる自然景観、先人

が築いてきた歴史的・文化的な景観などが多く残されています。 

この頇坂らしい“私たちの景観”を「かけがえのない頇坂の財産」として大切に守り育て

いかすとともに、より良い姿で後世に伝えることが今を生きる私たちに不えられた責務です。 

頇坂市総合計画の将来像「一人ひとりが輝き、磨かれた“ほんもの”の魅力あふれるまち

頇坂」のもと、全ての市民による「共創」の精神により、誇りがもて、訪れる人にも魅力あ

る「景観をいかしたまちづくり」を推進するため、基本理念を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊豊かかなな自自然然とと歴歴史史・・文文化化がが織織りりななすす  

魅魅力力ああふふれれるる私私たたちちのの景景観観をを  

        共共創創ででいいかかしし伝伝ええるる  
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５－２ 景観育成の基本方針 

良好な景観育成に向けた「基本理念」に基づき、私たちが景観育成に取り組む上での基本方

針を次のとおり定めます。 

 

１．豊かな自然景観の保全  

■ 豊かな自然景観の保全 

  上信越高原国立公園を形成する土鍋山、四阿山、根子岳、また里山として市民に親しま

れている鎌田山、坂田山、妙徳山、臥竜山や、地域の誇りとなっている臥竜公園の桜・松

など市内には豊かな自然景観が多くあります。これらの景観をかけがえのない財産として

保全します。   

 

■ 魅力ある水景観の保全・創出 

   市内を流れる河川には多くの自然が残り、一部は緑地や親水河川として整備され市民の

憩いの場となっています。ホタルやスギナ藻などの希尐水生動植物が生息する河川や湧水

がありますが、一方で、水生動植物の生息阻害要因も見られることから、水辺における自

然環境の復元に努め、併せて生息環境を保全します。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

２．素晴らしい眺望景観の保全  

■ 傾斜地がもたらす眺望景観の保全 

頇坂市は、山地とそこから流れる百々川や松川などにより形成された扇状地及び千曲川

沖積地からなる標高差ある地形により眺望に優れ、頇坂市街地や田園集落、その先に千曲

川、長野市街地が開け、遠くには北信五岳や北アルプスを望むことができます。 

この広大で素晴らしい眺望景観をもたらす自然の展望台とも言える環境は、建築物等の

影響を受けやすいため、妨げとなる建築物等の規制を行うことにより良好な眺望を保全し

ます。 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

峰の原高原の沿道植栻 親水河川として整備された宇原川 

敷 

塩野の田園集落と北信五岳 

眺望 
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３．先人が築いた歴史的景観の保全  

■ 古代をしのぶ遺跡景観の保全 

市内の扇状地には古くから文明が開け、天神１号墳・八丁鎧塚古墳・本郷大塚古墳をは

じめとする多くの古墳があります。これらの古墳は、貴重な歴史的・文化的遺産であるこ

とから、積極的に保全し、古代をしのぶ景観として後世に伝えていきます。  

 

■ 歴史の香りただよう景観の保全 

市内には、明治、大正時代に製糸業の繁栄などにより建てられた土蔵造りの建物が多く

残り、旧街道沿いには歴史を感じる町並みを見ることができます。 

これら中心市街地や福島地区・仁礼地区などに残る歴史的建物は、市の発展の歴史を伝

える大切なものであると同時に、都市の魅力を高める資源となることから保全と活用を図

ります。 

 

■ 古くから伝わる伝承景観の保全 

地域の景観の中には、民話にまつわる景観も数多くあります。これらは地域に根ざした

景観要素として守っていく必要があります。 

また、絵画や版画などに残された景観も懐かしさを伝えており、今後も残していきたい

景観要素として大切に保全します。  

 

■ 地域の文化を伝える伝統行事の継承 

   地域の祭りや伝統行事は、歴史を今に伝える貴重なものです。市内に数多く残る伝統行

事を地域の文化を伝える景観資源として守り伝えていきます。 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

上八町の赤熊
しゃあま

 

眺望 

仁礼町御祭礼 

眺望 
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４．生活の営みの景観の保全と創造  

■ ふるさとを感じさせる景観の保全 （農地農村の景観） 

   市内に広がる水田や果樹園などの農地

と集落が織りなす農村の風景は、人々の生

活の営みのなかでつくり守られてきたも

ので、農地は季節によりその姿を変え、私

たちに豊かな緑と実りをもたらしてくれ

ます。そのため、耕作放棄地の解消などを

図り、のどかでふるさとを感じさせる景観

として保全します。 

 

■ にぎわいの景観の創造（中心市街地、駅、インター周辺の景観） 

   店舗や事業所が多い中心市街地では、歩行者にやさしいゆとりある道路空間の確保やポ

ケットパーク等の沿道整備、沿道民地の緑化、電線類の地中化などにより、親しみのある

にぎわいの景観を創造します。また駅、インター周辺は頇坂市の玄関口にふさわしい景観

の創造に努めます。 

 

■ ゆとりとうるおいの景観の創造 （住宅地の景観） 

   景観育成住民協定などによる地区独自のルール作りを推進し、人々が安心・安全でゆと

りとうるおいのある生活を営める良好な景観を育成します。 

 

■ 身近な憩いの景観の創造 （公園等の景観） 

   公園やオープンスペースは、憩いの公共空間であり人々にやすらぎを不えます。こうし

た空間を創造することにより、ゆとりとうるおいの景観を育成します。 

 

■ 快適な道路景観の創造 （道路景観） 

   道路や沿道の風景は、そこを通る人が先ず目にするものであることから景観上重要な役

割を果たしています。そのため、交通の安全を確保しながら、道路植栻による沿道の緑化、

景観阻害要因の除去などにより道路景観の創造に努めます。 

 

 

５．共創による景観まちづくり  

 ■ みんなの共創による景観まちづくり 

私たちの景観を地域の特性を生かし、より

魅力的で誇りが持てるものとするため、全て

の市民の共創により景観をいかしたまちづく

りに持続的に取り組みます。 

 

 

 

 

子ども達との田植え 

眺望 

地域で取り組む花壇 

眺望 
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５－３ 地域区分ごとの景観特性及び景観育成に関する方針 

(1) 都市部地域 

■景観特性 

明治・大正時代には養蚕・製糸業で栄え、岡谷・諏訪地方と並ぶ日本有数の製糸の町として

発展しました。そのため、繭の保管や商売を行う店舗として建てられた「土蔵造り」の建物

が今でも数多く残っています。 

近年は、土蔵造りの建物を保存・活用する取り組みや銀座通りを始めとする歴史的みち筋の

整備が行われ、土蔵造りの町並みと普願寺・勝善寺・墨坂神社などといった多くの由緒ある

寺社とが融合し、歴史的なまちの雰囲気を随所に漂わせています。 

また、河東地区（千曲川東側）の中心都市として栄え、その際に建てられた擬洋風建築の「旧

上高井郡役所」は修理保存され、今も活用されています。 

中心部は頇坂駅を中心に商業施設や一戸建て住宅、マンションが集積しています。しかし、

郊外への大規模店の出店や長野市などへの買い物客流出、また人口減尐により空洞化が進行

しており、建物の老朽化や空き家が一部に見られます。 

市民の憩いの場である「臥竜公園」は桜や動物園で有名であり、市郊外部に位置する都市部

地域には、果樹園地帯の中に大規模な住宅団地、産業団地があり、頇坂らしい田園都市空間

を形成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■景観育成の方針 

１．豊かな自然環境の保全    

■頇坂の象徴である臥竜公園の桜や松などの自然景観を保全します。 

２．傾斜地がもたらす眺望景観の保全    

■建築物や工作物を計画する際には、北信五岳・長野市街地方面や周辺の田園景観の眺望

を阻害しないよう配慮します。 

３．歴史の香りただよう景観の保全    

■歴史的景観を形成する建物を活用することで町並みの維持・保存を進めます。 

■町並みとしての調和に配慮し、建築物等は形態、色彩などの連続性を確保したものとし

ます。 

４．にぎわいの景観の創造    

■寺社、名跡、土蔵造りの建物、公園などを結ぶ回遊性のあるルートを確立します。  

■駅やインター周辺等は、頇坂市の玄関口にふさわしい景観の育成を図ります。 

５．快適な道路景観の創造    

■ゆとりのある歩行者空間や緑の空間を確保し、魅力ある道路景観の育成を図ります。 

銀座通りの町並み 

眺望 

臥竜公園・竜ヶ池と桜 

眺望 
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(2) 沿道地域 

■景観特性 

市内には、上信越自動車道、主要幹線道路の国道 403 号・406 号、(主)長野頇坂インター

線、(主)頇坂中野線、(主)豊野南志賀公園線、それに、市街地東部を南北に横断する北信濃く

だもの街道、公共交通機関である長野電鉄長野線などの道路や鉄道があります。 

上信越自動車道は千曲川沿岸の田園集落地域を南北に通り、道路上からは市内や長野市方面

をはじめ上信山地や北信五岳・北アルプスの眺望が開けています。  

国道403号・406号は市のメインストリートとして、交通量も多く、賑わいある沿道景観

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

主要地方道の多くは川筋に沿っており、扇状地ゆえに眺望に優れています。また、（主）長

野頇坂インター線は、地域住民や高校生によって沿道に色彩豊かな花々が植栻され、市内有

数のフラワーロードとなっています。 

くだもの街道はその名の通り果樹園地帯を通る道路で、沿道には里山集落、田園集落が見ら

れ、遠方には頇坂市街地、北信五岳などの眺望が広がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野電鉄長野線は市内の住宅地や田園地帯、中心市街地などを通り、走る姿は周囲の景観と

も調和し、車窓からの景色も含め特長的な景観となっています。 

 

■景観育成の方針 

１．快適な道路景観の創造 

■沿道のゴミ対策及び緑化を市民との共創により取り組み、沿道景観の保全育成を図りま

す。 

■沿道・沿線の建物や工作物は、周囲と調和し、眺望景観を阻害しないよう配慮します。 

■沿道の屋外広告物は、周囲と調和したものとします。 

国道 403 号（頇坂長野東ＩＣ付近） 

眺望 

国道 406 号（村山駅付近） 

眺望 

(主)長野頇坂インター線 

眺望 

くだもの街道 

眺望 
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(3) 田園集落地域 

■景観特性 

この地域は、製糸業で栄えた時代は桑の栻培が盛んに行われていましたが、その後、昼夜の

温度差が大きく、降水量の尐ない気候と日当たりの良い扇状地の特性をいかしたりんごやぶ

どうの栻培が盛んとなり、果樹地帯が広がりました。  

標高の高い山間地域は、昔からの農地と周辺の集落や自然が「里山の集落景観」を形成して

います。   

市内で最も低地にあたる千曲川沿岸の沖積地帯には、千曲川の河川敷も含め、りんごや桃な

どの果樹園や水田地帯が広がり、春になると色とりどりの花が咲き、目を楽しませてくれま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域内には扇状地がゆえに北信五岳・北アルプス・長野市の市街地、そして菅平方面を望む

眺望スポットが数多くあり、千曲川の堤防、河川に架かる橋の上なども含め、標高の高い地

域ではどこからでも雄大な景観を眺めることができます。 

その扇状地をつくったのは市内を流れる河川です。河川敷を緑地公園として整備し、人気の

スポットとして多くの市民に利用されている百々川、ホタルの舞う川として親しまれている

鮎川、清流が親しめる宇原川、多様な魚が生息する八木沢川、眺望に優れた松川など河川ご

とに特徴ある景観をつくっています。 

この地域は、数多くの歴史的景観も有しています。鮎川沿いを上り、上州を通り江戸に向か

う「大笹街道」が通り、その宿場町と栄えたのが「福島宿」と「仁礼宿」です。福島宿は大

笹街道の起点と同時に千曲川の水運文化があった所で、当時の面影が町並みに残っています。 

また、井上地区からでた武士「井上氏」が本拠地を構えた「井上氏居館跡」、それを守るた

めの「大城・小城・竹の城」といった史跡があります。 

千曲川河川敷の桃畑 

眺望 

小城からの眺望 

眺望 

果樹園地帯 

眺望 

福島宿の町並み 

眺望 
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積石塚で東日本最大級、最古級の規模を誇る「八丁鎧塚古墳」では、平成 22 年から「八丁

鎧塚まつり」が開催されるなど、保全とともに積極的な活用がされています。 

この地域には寺社も多く、東部には「米子瀧山丌動寺」「長玅寺」といった由緒あるお寺が

あります。その多くは山裾に建ち、桜の名木を従え、歴史的な建造物と相まって見ごたえの

ある景観を形成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■景観育成の方針 

１．豊かな自然環境の保全 

■地域の誇りである里山の一本桜や桜並木をはじめとする樹木を保全します。 

２．魅力ある水景観の保全    

■河川の下草の手入れや水質・環境を保全し、良好な河川景観を育成します。 

■良好な水質の湧水群を保全します。 

３．傾斜地がもたらす眺望景観の保全 

■建築物や工作物を計画する際には、北信五岳や周辺の田園景観、長野市街地方面への眺

望を阻害しないよう配慮します。 

■地域に数多くある眺望スポットからの眺望景観を保全します。 

４．古代をしのぶ遺跡景観の保全    

■旧街道や史跡、古墳群などの歴史的景観を保全しまちづくりに活用します。 

５．ふるさとを感じさせる景観の保全    

■広大な果樹園や水田地帯、里山の農地などの景観を保全するため、耕作放棄地の活用や 

解消に向けた取り組みを推進します。 

６．快適な道路景観の創造 

■沿道の景観を阻害するゴミ等の対策を図り、良好な沿道景観を確保します。 

■自然豊かな田園景観を守るため、屋外広告物は周囲と調和したものとします。 

 

八丁鎧塚古墳とその眺望 

眺望 

弁天さんのしだれ桜 

眺望 
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(4) 山地高原地域 

■景観特性 

市域の東部に広がるこの地域には、レンゲツツジが美しい「五味池破風高原」、新緑や紅葉

が美しい雄大な丌動滝と権現滝からなる「米子大瀑布」、ペンション群やスキー場・テニスコ

ートなどのスポーツ施設がある「峰の原高原」があり、頇坂を代表する景勝地であり観光地

となっています。これら地域の大半は「上信越高原国立公園」に指定されており、多様な生

物、高山植物・野生動物が生息し、四季折々の自然景観を楽しむことができます。 

峰の原高原では、開村当時から独自のルールにより地域の景観づくりを行ってきており、建

物はペンション風にまとめられるなど、特長的な景観が保全されています。 

また、この地域は標高が高いことから、北アルプスをはじめとする山々を広範囲に眺望でき、

特に峰の原高原からの「槍ヶ岳に沈む夕日」は幻想的な眺めです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■景観育成の方針 

１．豊かな自然環境の保全 

■五味池破風高原、米子大瀑布、峰の原高原などの雄大な自然景観を保全します。 

■雄大な眺望景観を保全します。 

■良好な景観を保全するため、登山道、遊歩道、展望スペース、駐車場などの施設につい

て維持管理に努めます。 

 

 

五味池破風高原 

眺望 

米子大瀑布 

眺望 

峰の原高原 

眺望 
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５－４ 景観育成重点地区 

『頇坂地区』 

頇坂市では明治、大正時代に製糸業で栄えたことにより、多くの土蔵造りの建物が建てられ

ました。特に交通の要衝であり、政治経済文化の中心であった頇坂地区は土蔵造りの建物が多

く残り歴史的な町並みを形成しています。この歴史的・文化的資源である歴史的な町並みを大

切にし、個性あるまちづくりを積極的に進めるため、平成５年から21年にかけ頇坂地区歴史的

景観保存対策事業により歴史的建物の修理・保存及び新築建物の修景などに取り組んできまし

た。 
 

(1) 地区の範囲 

以前実施した、街なみ環境整備事業促進区域内の指定した道路に面し、道路と敷地の境界か

ら幅１０ｍの範囲 

(2) 頇坂地区の育成方針 

頇坂地区の歴史的な町並みの景観を貴重な市民の財産、かつ、地域の資源として保全し、歴

史的景観をいかしたまちづくりを積極的に推進します。 

 

「頇坂地区」 
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第６章 良好な景観の育成のための行為の制限 

                に関する事項（景観法第8条第2項第2号） 

６－１ 届出対象行為 
 

景観計画区域における建設や開発の行為のうち、景観への影響が大きい一定規模以上の行為

について景観法に基づく届出が必要です。 

なお、届出が必要な規模は、「一般地域」と「景観育成重点地区」で（高さ、長さ、面積）が

異なり、景観育成重点地区については、より規模の小さな行為まで届出が必要となります。 

※増築・改築については増築後、改築後に当該規模を超えるものを含みます。 

 

*1プラント類   ：コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの 

*2貯蔵施設類   ：飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設 

*3処理施設類   ：汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 

*4電気供給施設等 ：電気事業法第2条第9号に規定する「電気事業」のための施設又は電気通信事業

法第2条第1号に規定する「電気通信」のための施設 

 

行為の種類 一般地域 景観育成重点地区 

建

築

物 

新築、増築、改築若しくは移転 
高さ10ｍを超えるもの又は建

築面積が500㎡を超えるもの 

高さ10ｍを超えるもの又は 

床面積が10㎡を超えるもの 

外観を変更することとなる修繕 

若しくは模様替え又は色彩の変更 

変更に係る面積が400㎡を 

超えるもの 

変更に係る面積が15㎡を 

超えるもの 

工

作

物 

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

替え又は色

彩の変更 

プラント類*1、自動車

車庫（建築物とならな

い機械式駐車装置）、

貯蔵施設類*2、処理施

設類*3 

高さ10ｍを超えるもの又は 

築造面積500㎡を超えるもの 

高さ10ｍを超えるもの又は 

築造面積10㎡を超えるもの 

電気供給･通信施設*4 高さ20ｍを超えるもの 高さが8ｍを超えるもの 

煙突、鉄柱、木柱、 

記念塔等 
高さ10ｍを超えるもの 高さ5ｍを超えるもの 

擁壁、垣、柵、塀類等 
高さが3ｍかつ長さ30ｍを 

超えるもの 
高さ2ｍを超えるもの 

その他 高さ10ｍを超えるもの 高さ5ｍを超えるもの 

行為の規模が上記以下であっても、その行為に特定外観意匠（外観に公衆の関心を引くための形態若しく

は色彩その他の意匠（屋外広告物を含む））があり、その特定外観意匠の面積が景観育成重点地区において

３平方メートルを超えるもの及び一般地域において25平方メートルを超えるもの（営利を目的としないも

の及び当該意匠がある状態が30日を超えて継続しないものを除く。）がある場合は届出が必要です。 

開発行為（土地の形質の変更） 面積が1,000㎡を超えるもの

又は生じる法面・擁壁の高さ

が3ｍかつ長さが30ｍを超え

るもの 

面積が300㎡を超えるもの又

は生じる法面・擁壁の高さが

1.5ｍを超えるもの 土石類の採取及び鉱物の掘採 

屋外における物件の堆積 
高さ3ｍ又は面積1,000㎡を超

えるもの 

高さ3ｍ又は面積100㎡を超え

るもの 



32 

《届出対象行為のイメージ》 

建築物の新築、増築、改築等 建築物の外観の変更 

 
（届出対象外） （届出対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作物の新設、増築、改築等 

 
〈プラント類等〉     〈通信施設等〉     〈煙突、鉄柱、木柱等〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作物の新築、増築、改築等 開発行為（土地の形質の変更）･土石類の採取 

 
〈擁壁、塀等〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外における物件の堆積 特定外観意匠があるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※黒数字：一般地域 ／（赤数字）：景観育成重点地区 

面積が 25㎡超 
(3㎡超) 

10m超 

(10m超) 

築造面積 500㎡超 
(10㎡超) 

10m超 
(10m超) 

面積 1,000㎡超(300㎡超) 

法面・擁壁の高さ 3m超(1.5m超) 

かつ長さが 30m超(-) 

3.0m超 
(1.5m超) 

30m超 
(-) 

建築面積 500㎡超 
(床面積 10㎡超) 

変更に係わる面積 400㎡超 
(15㎡超) 

3.0m超 
(2.0m超) 

30m超 
(-) 

20m超 
(8m超) 10m超 

(5m超) 

面積 1,000㎡超 
(100㎡超) 

高さ 3m超 
(3m超) 

擁壁又は 

法面 
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《行為の届出手順》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい                    いいえ 

 

 

 

 

 

丌適合 

 

 

適 合 

適 合 

 

 

助言･指導に 

応じない 

 

 

 

 

 

 

 

行為の着手 

勧告・公表 

変更命令（特定届出対象行為） 

※具体的な計画を立てる前に、

構想・企画段階で事前にご相談

ください。 

行
為
の
届
出
か
ら
３
０
日
以
内
は
工
事
の
着
手
は
で
き
ま
せ
ん
。 

た
だ
し
、
審
査
に
よ
る
適
合
日
以
降
は
着
手
可
能
で
す
。 

助言・指導による 

計画の変更 

適合審査 

届出された内容が景観育成基準

に適合しているか審査します 

届出対象行為の規模を超えていますか？ 

建築物、工作物の新築（新設）、増築、改築若しくは移転、 

土地の開発などを行いたい※※ 

行為の届出 

（須坂市へ） 

適合の通知 
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６－２ 一般地域における景観育成基準 

良好な景観の育成のため一般地域においては「都市部」、「沿道」、「田園集落」、「山地高原」

の地域区分毎に、「景観育成の基本方針」に基づき、地域の景観特性や土地利用に配慮し景観育

成基準を設けています。 

なお、景観法第１６条第１項第１号及び２号による届出を法第１７条第１項に基づく特定届

出対象行為とし、建築物及び工作物の新築（新設）、増築、改築若しくは移転、外観の変更にか

かる行為のうち景観育成基準の形態意匠（色彩を含む）に適合しない行為については、法第１

７条第１項に基づき変更命令の対象となります。  

その他の景観育成基準に適合しない行為については、法第１６条第３項の規定により設計の

変更その他の必要な処置をとることを勧告する対象となります。 

ただし、法第１６条第７項に規定する適用除外行為については、この限りではありません。 

 

(1) 建築物及び工作物の新築（新設）、増築、改築若しくは移転、外観の変更 

ア）配 置 

事項＼地域 都市部 沿 道 田園集落 山地高原 

道路後退 

周辺と壁面線を合わせ

つつ、極力道路から後

退し、連続した沿道の

空間を構成するよう努

めること。 

特に支障のある場合を

除いて、５ｍ以上道路

から後退するように努め

ること。 

道路からできるだけ後

退し、道路側に空地を

確保するよう努めるこ

と。 

道路側に既存林を残せ

るように 10ｍ以上後退

するよう努めること。 

隣接地後退 

隣接地と相互に協力し

て、まとまった空間を生

み出すように努めるこ

と。 

隣地の敷地境界からできるだけ離し、ゆとりのある空間を確保すること。  

敷地内配置 敷地内に大径木や良好な樹林、樹木や河川、水辺がある場合、これらをいかせる配置とすること。 

眺望確保 北信五岳や周辺の山々への眺望を極力阻害しないような配置とすること。 

地形の高低差をいかし

て、周辺の自然景観に

調和するような配置と

すること。 

稜線や斜面上部への

配置はできるだけ避け

ること。 

その他 電柱・鉄塔類はできるだけ目立たないように設置すること。 
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イ）規 模 

事項＼地域 都市部 沿 道 田園集落 山地高原 

高 さ 

周辺の基調となる景観から著しく突出した印象を不えないような規模、建築物等と敷地との釣り合い、高

さとすること。 

高さは周囲のまち並み

の連続性に配慮すると

ともに、高層の場合は、

圧迫感を生じないよう

努めること。 

高さは極力抑え、周辺

の田園景観等との調和

に配慮するよう努めるこ

と。 

高さは山並みの眺望の

確保、周辺の自然景

観、田園景観等との調

和に配慮し、できるかぎ

り低く抑えるよう努めるこ

と。 

高さは原則として周辺

の樹木の高さ以内にと

どめるよう努め、樹高以

上になる場合には周辺

景観と調和するよう形

態等に特に配慮するこ

と。 

定 量 下表「地域区分別の高さ制限値」とすること。 

 

 

「地域区分別の高さ制限値」 

地域区分 容積率/建ペイ率 制限値(m) 

都市部地域 

住 

居 

系 

第一種低層住居専用地域 80／50 10･12 

第二種低層住居専用地域 80／50 10･12 

第一種中高層住居専用地域 200／60 20 

第一種住居地域 
80／50 10･12 

200／60 20 

第二種住居地域 200／60 20 

準住居地域 200／60 20 

工
業
系 

準工業地域 200／60 20 

工業地域 200／60 20 

工業専用地域 200／60 20 

商
業
系 

近隣商業地域 
200／80 20 

300／80 25 

商業地域 400／80 31 

沿道地域 － 10 

田園集落地域 
市街化調整区域 － 10 

都市計画区域外 － － 

山地高原地域 
一般地区 － － 

国立公園特別地域 － 自然公園法の基準 

※都市部地域の各地域区分の範囲は須坂都市計画図（用途図）によりご確認ください。 

 

【高さ制限の緩和】 

■全地区共通 

・公益上必要な建築物※で、景観上支障なく、やむを得ないものは緩和を認めることができます。 

※公益上必要な建築物とは、学校、病院等とします。 

・電気供給・通信施設、その他施設機能上必要な施設で、市長が特に許可したものはこの限りではありません。 

■工業、工業専用地域 

・工業施設のみ、景観上支障のない範囲で制限の 1.5倍(30m)まで緩和を認めることができます。 

・また、施設機能上必要な施設で、市長が特に許可したものはこの限りではありません。 

■沿道地域、田園集落地域（市街化調整区域） 

・都市計画法に基づく開発許可等を受けたものについては、この限りではありません。 
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ウ）形態・意匠（変更命令の対象となる） 

事項＼地域 都市部 沿 道 田園集落 山地高原 

調 和 

周辺の基調となる景観に調和した形態であるとともに、全体としてまとまりある形態とすること。 

周辺の山並み及び周辺の建築物等の形態との調

和に努めること。 

周辺の山並み及び田

園の広がりに調和する

形態とすること。 

周辺の山並みと調和す

る形態とすること。 

意 匠 

建築物等の上部及び

正面のデザインに特に

留意し、都市美の育成

やランドマークの育成に

も努めること。 

建築物等の上部及び

正面のデザインを工夫

して質の高いものとなる

よう努めること。 

屋根は原則としてこう配

屋根で、適度な軒の出

を有するものとし、背景

の山並みや周辺の建築

物との調和に努めるこ

と。 

屋根は原則としてこう配

屋根で、適度な軒の出

を有するものとし、山並

みとの調和に努めるこ

と。 

周辺に伝統的な様式を持つ建築物が多い地域では、その様式を継承、又は取り入れた意匠とするよう努

めること。   

大規模な平滑面が生じないよう、陰影等壁面の処理に配慮すること。  

周辺の基調となる建築物等に比べて、規模が大きい場合には、屋根、壁面、開口部等の意匠の工夫に

より圧迫感や威圧感を軽減し、周辺との調和を図ること。  

河川、鉄道及び道路に面する壁面等は、公共性の高い部分として、デザイン等に配慮すること。 

屋上設備は外部から見えにくいよう、壁面、ルーバーの設置等の工夫をすること。  

非常階段、パイプ等付帯設備や付帯の広告物等は、繁雑な印象を不えないようにデザインに配慮し、建

築物等本体との調和を図ること。  

電気供給 

通信施設 

亜鉛メッキの場合は曝露処理もしくは低光沢処理を施し、その他の場合は落ち着いた色を基調とするこ

と。 

 

エ）材 料 

事項＼地域 都市部 沿 道 田園集落 山地高原 

材料の質 周辺の景観と調和し、耐久性に優れた材料を用いること。 

反射光素材 

反射光のある素材を使

用する場合は周辺との

調和に十分配慮するこ

と。 

反射光のある素材を壁面の大部分に使用すること

は避けること。 

反射光のある素材を極

力使用しないように努

め、やむを得ず使用す

る場合には、着色等の

工夫をすること。 

地域特性配慮 地域の優れた景観を特徴づける素材を活用すること。  

 

オ）色彩等（変更命令の対象となる） 

事項＼地域 都市部 沿 道 田園集落 山地高原 

調 和 

（定 性） 

周辺の建築物等と調和

した色調とすること。 

できるだけ落ち着いた

色彩を基調とし、周辺

の景観又は周辺の建築

物等と調和した色調と

すること。 

できるだけ落ち着いた

色彩を基調とし、周辺

の田園や集落の景観と

調和した色調とするこ

と。 

できるだけ落ち着いた

色彩を基調とし、周辺

の自然景観と調和した

色調とすること。 

調 和 

（彩 度） 

（定 量） 

けばけばしい色彩を避けるため外壁及び屋根等に使用できる色彩の範囲は以下のとおりとする。 

マンセル値による彩度は橙（YR）６、黄（Y）・赤（R）４、その他３以下。（P48「一般地域でのマンセル値」参

照）ただし、次に該当するものは、この限りではない。 

・外壁の５分の１以内にアクセント色（低層部、窓枠、換気フード等の小面積で街並みに彩りを不える色）

として着色される部分。ただし屋根は認めない。 

・表面に着色していない自然石、木材、土壁、レンガ及びガラス等の素材が本来持つ色彩。 

・地域の伝統的建造物及びその特徴的な形態・意匠を継承するもの。 

・その他法令などで着色が義務付けられているもの。 

色 数 使用する色数を尐なくするよう努めること。 

照 明 照明を行う場合は、周辺の建築物等との調和に留意すること。 
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カ）敷地の緑化 

事項＼地域 都市部 沿 道 田園集落 山地高原 

調 和 

敷地境界には極力樹木等を活用し、門、塀等による場合は、周辺の景観と調和するよう配慮すること。 

建築物等の周囲は緑化することにより、周辺への圧迫感、威圧感の軽減に努めること。 

駐車場、自転車置場等を設ける場合には、道路等から直接見えにくいように周囲の緑化に努めること。 

樹 種 

緑化に使用する樹種は地域の風土にあったものと

し、特に道路等の公共空間や周囲の緑化との連続

性に配慮すること。 

緑化に使用する樹種は周辺の樹林等、周辺の景

観と調和するものとすること。  

水辺景観 河川等がある場合は、樹木を活用して、水辺の景観に配慮すること。 

 

キ）特定外観意匠（公衆の関心を引く目的で外観に施される形態または色彩その他の意匠（屋

外広告物を含む））に関する付加事項（変更命令の対象となる） 

事項＼地域 都市部 沿 道 田園集落 山地高原 

配 置 
道路等からできるだけ後退させるよう努めること。 

北信五岳・周辺の山並みや河川など水辺景観への眺望を阻害しないように努めること。 

規模・形態・

意匠 
基調となる周辺の景観に調和する意匠・形態とし、必要最小限の規模とすること。 

材 料 周辺の景観と調和し、耐久性に優れ、退色・はく離などの生じにくいものとすること。  

反射光 

反射光のある素材を使

用する場合は、周辺と

の調和に十分配慮する

こと。 

反射光のある素材を極力使用しないように努め、やむを得ず使用する場合

は、着色等の工夫をすること。 

色彩等 

けばけばしい色彩とせ

ず、周辺の建築物等と

調和した色調とするこ

と。 

けばけばしい色彩とせ

ず、できるだけ落ち着い

た色彩を基調とし、周

辺の景観又は周辺の建

築物等と調和した色調

とすること。 

けばけばしい色彩とせ

ず、できるだけ落ち着い

た色彩を基調とし、周

辺の田園や集落の景観

と調和した色調とするこ

と。 

けばけばしい色彩とせ

ず、できるだけ落ち着い

た色彩を基調とし、周

辺の自然景観と調和し

た色調とすること。 

多色使いに際しては、

使用する色彩相互の調

和、使用する量のバラ

ンスに十分配慮するこ

と。 

使用する色数を尐なくするよう努めること。 

光源で動きのあるものは、周辺の景観との調和に

留意すること。 
光源で動きのあるものは、原則として避けること。 

その他 建築物等の屋上への掲出は、眺望を阻害しないようにできるだけ控えること。 

眺望を阻害するような

建築物等の屋上への

掲出は、避けること。 
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(2) 開発行為（土地の形質の変更） 

 

事項＼地域 都市部 沿 道 田園集落 山地高原 

変更後の土地

の形状、修景、

緑化等 

大規模な法面、擁壁をできるだけ生じないようにし、やむをえない場合は、緩やかなこう配とし、緑化に努

めること。 

擁壁は材料、表面処理の工夫、前面の緑化等により周辺の景観との調和を図ること。 

敷地内にある樹木、河川、水辺等は極力保全し、活用するよう努めること。 

 

 

 

(3) 土石類の採取及び鉱物の掘採 

 

事項＼地域 都市部 沿 道 田園集落 山地高原 

採取等の方

法、採取等後

の緑化等 

周辺から目立ちにくいよう、採取の位置、方法を工夫し、敷地の周辺の緑化等に努めること。 

採取後は、自然植生と調和した緑化等により修景すること。  

 

 

 

(4) 屋外における物件の堆積 

 

事項＼地域 都市部 沿 道 田園集落 山地高原 

高 さ 
物件を積み上げる場合には、高さをできるだけ低くするとともに、整然と、かつ威圧感のないように積み上

げること。 

調 和 
道路等から見えにくいよう遮へいし、その際には植栽の実施、木塀の設置等周辺の景観に調和するよう

努めること。 
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６－３ 景観育成重点地区（頇坂地区）における景観育成基準 

 

＜頇坂地区の景観育成イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建築物及び工作物の新築（新設）、増築、改築若しくは移転、外観の変更 

ア）配 置 

事  項 内    容 

道路後退 周辺と壁面線を合わせ、連続した沿道の空間を構成するよう努めること。 

隣接地後退 隣接地と相互に協力して、まとまった空間を生み出すように努めること。 

敷地内配置 敷地内に大径木や良好な樹林、樹木や河川、水辺がある場合、これらをいかせる配置とすること。 

眺望確保 北信五岳や周辺の山々への眺望を極力阻害しないような配置とすること。 

その他 電柱・鉄塔類はできるだけ目立たないように設置すること。 

 

イ）規 模 

事  項 内    容 

高 さ 
周辺の基調となる景観から著しく突出した印象を不えないような規模、建築物等と敷地との釣り合い、高

さとし、周囲の町並みの連続性に配慮すること。 

定 量 最高の高さを 13 メートル以下とすること。 
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ウ）形態・意匠（変更命令の対象となる） 

事  項 内    容 

調 和 歴史的な町並みとの調和に努めること。 

意 匠 

屋根はこう配屋根で和瓦などの日本的な素材を使い、１階又は２階部分に屋根庇をつけること。 

ただし、既存の伝統的外観イメージを継承する場合はこの限りではない。 

外壁は大壁造りなどの伝統的な意匠を継承したものとすること。 

配管類や室外機等は沿道から見えないよう工夫すること。  

電気供給 

通信施設 

亜鉛メッキの場合は曝露処理もしくは低光沢処理を施し、その他の場合は落ち着いた色を基調とするこ

と。 

その他 自動販売機を設置する場合は遮へい又は色彩の工夫等により歴史的町並みとの調和に配慮すること。 

 

 

エ）材 料 

事  項 内    容 

材料の質 周辺の景観と調和し、耐久性に優れた材料を用いること。 

反射光素材 反射光のある素材の使用は極力控えること。 

その他 のれんやすだれなど、伝統的な意匠や表現のものを用いること。 

 

 

オ）色彩等（変更命令の対象となる） 

事  項 内    容 

調 和 

歴史的な町並みと調和した色調とすること。  

屋根の色は黒、灰とすること。 

外壁の色は白、灰、茶、黒とすること。 

工作物の色は灰、茶、黒とすること。 

色 数 使用する色数を尐なくするよう努めること。 

照 明 照明を行う場合は、周辺の町並み等との調和に留意すること。 
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カ）敷地の緑化 

事 項 内    容 

調 和 

敷地境界には極力樹木等を活用し、門、塀等による場合は、周辺の歴史的な町並みの景観と調和する

よう配慮すること。 

建築物等の周囲は緑化することにより、周辺への圧迫感、威圧感の軽減に努めること。 

駐車場、自転車置場等を設ける場合には、道路等から直接見えにくいように周囲の緑化に努めること。 

樹 種 
緑化に使用する樹種は地域の風土にあったものとし、特に道路等の公共空間や周囲の緑化との連続性

に配慮すること。 

 

 

キ）特定外観意匠（公衆の関心を引く目的で外観に施される形態または色彩その他の意匠（屋

外広告物を含む））に関する付加事項（変更命令の対象となる） 

事 項 内    容 

配 置 
道路等からできるだけ後退させるよう努めること。 

町並みや北信五岳・周辺の山並みなどへの眺望を阻害しないように努めること。 

規模・形態・

意匠 
基調となる周辺の景観に調和する意匠・形態とし、必要最小限の規模とすること。 

材 料 歴史的な町並みの景観と調和し、耐久性に優れ、退色・はく離などの生じにくいものとすること。 

反射光 
反射光のある素材を極力使用しないように努め、やむを得ず使用する場合は、着色等の工夫をするこ

と。 

色彩等 

歴史的町並みの景観に調和するよう、彩度６を超える色彩は１表示面につき表示面積の３分の１以下と

すること。 

使用する色数を尐なくするよう努めること。 

光源で動きのあるものは、原則として避けること。 

その他 眺望を阻害するような建築物等の屋上への掲出は、避けること。 

 

 

(2) 開発行為（土地の形質の変更） 

一般地域の都市部地域の景観育成基準のとおり 

 

 

(3) 土石類の採取及び鉱物の掘採 

一般地域の都市部地域の景観育成基準のとおり 

 

 

(4) 屋外における物件の堆積 

一般地域の都市部地域の景観育成基準のとおり 
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第７章 景観重要建造物、景観重要樹木の指定方針 
                     （景観法第 8条第 2項第 3号） 
 

頇坂市内には、良好な景観を形成すると共に地域のシンボルとなっている建造物や樹木が数

多くあります。これらについては、後世に継承すべきものとして景観重要建造物及び景観重要

樹木に指定し、保全・活用に努めます。 

 

７－１ 景観重要建造物の指定方針 

道路やその他の公共の施設から誮もが容易に見ることができ、建造物の外観等において、次

に示す事項に該当するものを景観育成上重要な建造物として指定します。  

 

 

 

 

 

 

 

７－２ 景観重要樹木の指定方針 

道路やその他の公共の施設から誮もが容易に見ることができ、地域の景観を構成する上で、

次に示す項目に該当する樹木を景観育成上重要な樹木として指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪適用除外について≫ 

文化財保護法により景観法よりも厳しい現状変更の規制が課せられる国宝、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については、景観計画に基づく景観重要建造物や景観重

要樹木としての指定の実益がないことから、適用除外となっています。（景観法第19条第3項及び第

28条第3項） 

ただし、県や市が県文化保護条例や市条例に基づき指定するものについては、景観重要建造物や

景観重要樹木に指定することはできます。 

 

 

○ 須坂市の自然、歴史、文化などからみて、建造物の外観が地域を象徴するもの 

○ 地域の良好な景観育成に大きく影響・貢献するもの 

○ 市民に広く愛され、親しまれているもの 

○ 須坂市の自然、歴史、文化などからみて、樹容が地域を象徴するもの 

○ 地域の良好な景観に大きく影響・貢献するもの 

○ 市民に広く愛され、親しまれているもの 
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第８章 良好な景観の育成のために必要な事項 
                     （景観法第 8条第 2項第 4号） 
 

８－１ 屋外広告物の表示及び掲出する物件の設置に関する 

             行為の制限に関する事項（景観法第 8条第 2項第 4号イ） 

屋外広告物は、道行く人々に様々な情報を提供するほか、街のにぎわいを演出する役割を果

たしていますが、無秩序な乱立や周囲と調和しない物は地域の景観を損ねます。 

現在、頇坂市における屋外広告物の表示などについては、長野県屋外広告物条例により規制

等を行っています。 

 

(1) 頇坂市における屋外広告物規制の現状 

  頇坂市は、「長野県屋外広告物条例」により、「屋外広告物禁止地域」として用途地域内

の「住居専用地域」、「上信越自動車道の両側 500ｍ以内（一部地域を除く）」、「（主）長野

頇坂インター線の一部両側 50ｍ以内」が、また、「屋外広告物許可地域」として「上信越

自動車道の両側 500ｍ超～1,000ｍ以内（500ｍ以内の一部地域を含む）」が指定されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■屋外広告物規制の方針 

 

 

 

 

屋外広告物禁止地域 

屋外広告物許可地域 

良好な景観の保全及び育成のため、長野県屋外広告物条例による現行の規制に加え、本計

画における地域区分「沿道地域」等への規制区域拡大について、市独自の屋外広告物条例の

制定も含め検討していきます。 
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８－２ 景観重要公共施設の整備に関する事項（景観法第 8条第 2項第 4号ロ） 

景観上重要な道路、河川、公園など公共施設について、施設管理者と協議のうえ、必要に応

じて景観重要公共施設として指定し、その整備に関する事項等を定めることができます。 

 

■■景観重要公共施設の指定方針 

 

 

 

 

 

 

 

８－３ 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 
                             （景観法第 8条第 2項第 4号ニ） 

 

農業振興地域内にあるものについて、景観と調和のとれた良好な営農条件を確保し、地域特

性にふさわしい農用地や農業用施設などの整備を一体的に進めるために、景観農業振興地域整

備計画を定めることができます。 

 

■■景観農業振興地域整備計画に関する方針 

 

 

 

 

 

 

 

景観的な配慮を優先的に実施することにより、地域の良好な景観づくりの促進や誘導につ

ながることが期待される公共施設について指定を検討します。 

農地は四季折々の特徴ある景観をつくりだし、須坂市の景観を形成する重要な要素の一つ

ですが、近年、耕作放棄地が増加し景観を阻害しているといった問題点もあります。 

今後必要に応じて農業を活用した景観育成や、地域づくりへの機運醸成のため、対象地域、

方針等を定めた景観農業振興地域整備計画を策定していきます。 
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第９章 計画の推進に向けて 

９－１ 景観育成のための取り組み体制 

(1) 頇坂市景観審議会 

景観計画の策定や変更、景観育成重点地区の指定など、景観育成に関する必要な事項につ

いて調査及び審議を行います。 

 

(2) まちづくり活動の主体づくり 

NPO やボランティア団体、地元組織など様々なまちづくり組織の設立を支援するとともに、 

これからのリーダーとなる担い手育成のための取り組みを検討します。 

 

 

９－２ 共創による景観育成の推進 

(1) 景観への関心を高めるために 

①広報活動 

広報すざかや市公式ホームページ等で景観に関する情報提供を随時行います。 

②講演会・研修会等の開催 

市民の皆様に景観への関心を高めていただくため、講演会や研修会等を開催します。 

 

(2) 市民参加の景観育成 

①花と緑のまちづくり事業 

頇坂市では平成７年度より市民協働での「花と緑のまちづくり」事業を行っており、各種

団体などが道路沿いや公共施設内に花壇やフラワーロードを整備する場合に、花苗や土など

の一部に援助をしています。これにより、市内には 100 箇所を超える花壇・フラワーロー

ドが見られます。その他、花のまちづくりコンクール、コンテナガーデンコンテスト、オー

プンガーデン、花と緑のボランティア講座などの取り組みを行っています。 

 

②耕作放棄地の活用 

耕作放棄地の解消と併せて地域の活性化を図るため、「その里活性化事業団」では｢そば｣

の栻培、「信州豊丘めん羊飼育協議会」では｢めん羊｣の飼育、「農業委員会」では地域ブロッ

ク毎に作物の栻培を行っています。 

 

③緑の募金 

家庭・職場等を通じて毎年実施される「緑の募金運動」は、緑豊かで健全な森林づくりを

目指し、公共施設の緑化、各区への苗木の配布、植樹祭の実施等に活用されています。 
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(3) 頇坂市景観育成住民協定の認定 

①須坂市景観育成住民協定 

地域の住民の皆さんが、景観育成のために一定の地域の建物の色彩や形態などの外観や、

緑化などに関しての自主的なルールを定め、皆でそれを守り育てるための協定を締結した場

合に、景観育成住民協定として市長が認定を行います。 

長野県景観条例（平成４年長野県条例第 22 号）第 32 条第１項の規定に基づき長野県知

事の認定を受けている景観育成住民協定は、景観行政団体移行に伴い頇坂市長の認定を受け

た頇坂市景観育成住民協定としてみなします。当計画策定時の協定締結は下記の７協定です

が、協定締結の増加に努めていきます。 

 

協 定 名 締 結 日 長野県景観育成住民協定の認定 

蔵の町中央通りまちづくり協定 平成10年１月22日 平成10年６月29日 認定番号 第85号 

上八町景観形成住民協定 平成11年１月１日 平成11年７月２日 認定番号 第98号 

福島町景観形成住民協定 平成13年２月17日 平成13年３月21日 認定番号 第118号 

坂田町地区景観形成住民協定 平成14年10月26日 平成15年１月15日 認定番号 第133号 

太子町景観育成住民協定 平成20年12月23日 平成21年３月23日 認定番号 第164号 

穀町区景観育成住民協定 平成21年１月１日 平成21年３月23日 認定番号 第163号 

新町景観育成住民協定 平成23年１月１日 平成23年３月24日 認定番号 第167号 

 

②協定の内容 

景観育成住民協定で約束する事項は、地域の景観の保全・育成に関することが含まれてい

れば、特に制限がなく、まちづくり全般についても約束をしていただけます。 

建築物・工作物等 建物・工作物などの位置・規模・デザイン・色彩などに関すること 

屋外広告物 広告物の規模・色彩・素材などに関すること 

緑化 敷地や沿道の緑化・樹木の保存などに関すること 

自動販売機 自動販売機の設置に関すること 

その他の事項 その他、小公園の整備や美化清掃など景観育成に関すること 

協定の運営 協定の名称・期間・運営組織・内容変更の手続きなどに関すること 

 

③認定の要件 

・概ね１ha 以上の一団の土地若しくは概ね 30 以上の建物をその範囲に含む一団の土地又は

沿道等概ね 100ｍ以上にわたる土地を住民協定の区域としていること。 

・協定区域の住民等の概ね３分の２以上の合意によること。 

・住民協定の有効期限が概ね５年以上であること。 

 

(4) 景観育成に資する事業を行う個人又は団体等に対する補助 

①市は、景観計画に基づいて、景観育成に資する事業を行う個人又は団体等に対し、予算の範

囲内において、その事業に対する経費の一部を補助することができるものとします。 

②市は、景観重要建造物等の所有者又は占有者に対し、予算の範囲内において、景観重要建造

物等に指定された物件の保全に対する経費の一部を補助することができるものとします。 
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資 料 編 
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資料１ マンセルカラー 

１－１ 一般地域でのマンセル値 

「一般地域」の景観育成基準で定める、外壁及び屋根等に使用できる色彩のマンセル値による

彩度は、橙（YR）６、黄（Y）・赤（R）４、その他３以下です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注）印刷の都合上正しい色彩を表示することができないため、あくまでも目安としてください。 
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１－２ マンセル値とは 

アメリカの美術教育者および画家であったアルバート・マンセルが1905年に考案したマンセ

ル表色系では、ひとつの色を「色相（いろあい）」、「明度（あかるさ）」、「彩度（あざやかさ）」と

いう３つの属性の組み合わせによって表現することができ、これに用いる値をマンセル値といい

ます。 

これにより、赤や青、黄色など色名による表現よりも個人差のない正確な色を表現することが

でき、日本工業規栺（JIS）にも色彩の規栺として採用され、「JIS標準色票」は色見本として広く

使用されています。 

 

 

① 色相：赤、黄、緑、青などの色あい 

② 明度：色の明るさの度合い 

③ 彩度：色のあざやかさの度合い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンセル表色系のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＩＳ標準色票 

＜色の３属性＞ 
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① 色 相（Hue） 

10 種の基本色「赤（R）、黄赤（YR）、黄（Y）、

黄緑（GY）、緑（G）、青緑（BG）、青（B）、青

紫（PB）、紫（P）、赤紫（RP）」とその度合を

表す 0～10 までの数字を組み合わせ、10R や

5Y などのように表記します。似た色あいを順番

に環状に並べた図を色相環といいます。 

色味のない無彩色はＮ（ニュートラル）と表

記します。 

 

 

 

マンセルの色相環 

② 明 度（Value） 

明るさの度合いを 0～10 までの数値で表します。暗い色ほど数値が小さく、明るい色ほど

数値が大きくなり 10 に近くなります。明るさが知覚的に等間隐になるように灰色を配置した

ものを明度の基準にしています。 

 

③ 彩 度（Chroma） 

あざやかさの度合いを 0～14 程度までの数値で表します。穏やかな色ほど数値が小さく、

白、黒、グレーなどの無彩色の彩度は 0 になります。逆に鮮やかな色ほど数値が大きく、赤の

原色の彩度は 14 程度です。各色相の中の最もあざやかな色への白・黒・灰色の混合量で彩度

に違いが生じます。 

 

【マンセル値の表記方法と読み方】 

マンセルによる色表記は、色相、明度、彩度の数値を用いて次のように表記します。 

下図の□の色を示す例では、「５Ｒ ４／１０」と表記し、「５アール、４の１０」と読み、色

相５Ｒ、明度４、彩度１０を表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５Ｒ ４／１０ 
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資料２ アンケート調査等 

 

市民の皆様のご意見を景観計画に反映させるため、市民アンケート、小中学生アンケート、

地域別説明懇談会を実施し、景観について日頃感じられていることなどをお聞きしました。 

２－１ 市民アンケート 

(1)アンケートの概要 

【調査対象】 

無作為に抽出した 15 歳以上の市民 4,000 人（平成 23 年 7 月 6 日現在）を対象としました。 

 

【調査方法】 

平成 23 年 8 月 1 日、対象者 4,000 人にアンケートを郵送で配布。約 1 ヵ月の期間で、郵

送または持ち込みにより回答されたアンケートの集計・分析を行いました。 

 

【回収数】 

有効回答数 878 件（回収率 22.0％） 

 

(2)集計結果 

問１．日頃、町並みや自然風景など「景観」について考えることはありますか？ 

■74.9％が「景観について考えている」と回答。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔回答数〕 

　169

　489

　123

　22

　75

19.2%

55.7%

14.0%

2.5%

8.5%

0% 20% 40% 60% 80%

日頃から考えている

たまに考えることがある

考えたことはほとんどない

全く考えたことがない

無回答
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問２．近年、須坂市の「景観」はどのように変化していると思いますか？ 

■52.1％が「良くなっている」と回答。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３．お住まいの地域を中心に、あなたが「誇りや愛着を感じる景観」を教えてください。 

■自然系景観についての意見が多く、その中でも「桜」に関する意見が多い。 

■次いで多いのは「眺望景観」 

■意見が多かった場所は「臥竜公園」、「銀座通りや駅前通りなどの中心市街地の景観」、「鮎川

沿いの道路」、「米子大瀑布」 

 

 

≪全体集計≫ 

 

 

 

 

 

 

【自然系景観の内訳】 

 

 

 

〔回答数〕 

　84

　373

　151

　106

　19

　72

　73

9.6%

42.5%

17.2%

12.1%

2.2%

8.2%

8.3%

0% 20% 40% 60%

明らかに良くなっている

どちらかというと良くなっている

変わらない

どちらかというと悪くなっている

明らかに悪くなっている

わからない

無回答

48.7% 12.7% 8.8% 24.6% 5.2%

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

自然系景観 都市系景観 歴史系景観 眺望景観 その他

11.5% 11.0% 6.9% 60.3% 10.3%

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

河川の景観 湖沼・湧水・池・滝の景観 山地・地形 緑・樹木 田畑

「自然系景観」「眺望景観」へ

の意見が多い 

自然系景観への意見の約 60％が「桜」を中心とする「樹木」への評価 
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≪意見の多かった場所≫ 

場所 意見数 主な意見 

臥竜公園 190件 ・桜が素晴らしい。四季を通じて楽しめる。 

・昔からある愛着のある場所。 

・北信五岳、北アルプス、長野市、四阿山、根子岳の眺

望が良い。 

銀座通りや駅前通りなどの中心

市街地の景観 

103件 ・蔵の町並みは保存されるべき。 

・電柱や電線が無くスッキリした。 

・蔵を利用したおしゃれな店が増えている。 

・駅前通りはメインストリートの風格を感じる。 

鮎川沿いの（主）長野須坂インタ

ー線や国道 406号 

79件 ・アサガオ、サルビア、カンナ等の花が沿道にきれいに

植えられている。 

・56災害復旧後に植えられた桜が 30年の年月と共に川

沿いにきれいな桜並木となっている。 

・ホタルが見られる素晴らしい景観。 

・北信五岳、北アルプス、妙徳山の眺望。 

米子大瀑布 70件 ・神秘的。 

・秋の紅葉が素晴らしい。 

・滝は迫力があり素晴らしい景観。 
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問４．お住まいの地域を中心に、あなたが「改善したいなぁと思う景観」を教えてください。 

■都市系景観についての意見が全体の約 6 割で、「道路沿いのゴミや雑草」、「商業地の空き店舗」

などについてが多い。 

■次いで多いのは自然系景観で、「河川のゴミや雑草」、「田畑の荒廃農地」。 

■「誇りに思う景観」において多かった「眺望景観」は、「改善したい景観」においては全体の

2.0％と少ない。 

■意見が多かった場所は「銀座通りや駅前通りなどの中心市街地の景観」、「百々川とその周辺」、

「臥竜公園」。 

 

 

≪全体集計≫ 

 

 

 

 

 

 

【自然系景観の内訳】 

 

 

 

 

 

 

【都市系景観の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪意見の多かった場所≫ 

場所 意見数 主な意見 

銀座通りや駅前通りなどの中心

市街地の景観 

246件 ・須坂駅前は須坂らしさのシンボルやイメージが希薄。 

・銀座通りやショッピングセンターは空き店舗が多く暗い。 

・町並みに統一感がない。 

・須坂駅は暗く駅舎がぼろぼろでさびしい。 

百々川とその周辺 47件 ・草が茂っている。 

・特に夏場、花火などのゴミが多い。 

臥竜公園 44件 ・臥竜山の木が大きくなり眺望がさえぎられている。 

・ゴミのポイ捨てや周辺の違法駐車が目立つ。 

56.8% 5.4% 10.4% 4.1% 23.4%

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

河川の景観 湖沼・湧水・池・滝の景観 山地・地形 緑・樹木 田畑

自然系景観への意見の約 60％が河川についてで、「ゴミ」「雑草」に

ついての意見が多い。 

都市系景観への意見の約 25％が「商業地の景観」につ

いてで、「空き家・空き店舗」に対する意見が多い。 

25.1% 63.0% 7.1%
2.7%

2.0%

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

自然系景観 都市系景観 歴史系景観 眺望景観 その他

4.8% 25.9% 4.3% 37.2% 4.5% 12.6% 1.8%

0.4%

1.4%

3.1% 0.5%

1.4%

2.2%

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

住宅地の景観 商業地の景観 工業地の景観
その他町なみ（花壇など） 公共施設 公園
レクリエーション 観光地 その他施設
道路の景観 鉄道の景観 駅周辺の景観
ＩＣ周辺の景観

都市系景観への意見の約 40％が「道路の景観」につい

てで、沿道の「ゴミ」「雑草」について意見が多い。 

「都市系景観」への意見が多い 「眺望景観」への意見は少ない 
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　455

　361

　335

　286

　247

　179

　160

　106

　93

　38

　35

51.8%

41.1%

38.2%

32.6%

28.1%

20.4%

18.2%

12.1%

10.6%

4.3%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80%

不法投棄対策や放置自転車、
空き家対策などの強化

休耕田や耕作放棄地を
農地に復活させる取り組み

景観上重要な建物や樹木の保全

景観を保全するための
一定の規制やルール作り

景観上特に重要な地区を
定めた重点的な景観整備

沿道の看板や屋外広告物の規制

市民が景観を良くするために行なう
活動に対する資金援助や専門家の派遣

市民が景観づくりに取り組むための
勉強会や講習会の開催

良好な建物や緑化などの優れた
取り組みを表彰する制度の創設

その他

無回答

 

問５．須坂市として保全あるいは整備した方が良いと思う景観は、どんな景観ですか？ 

   （複数回答 3つまで） 

■1 位「駅前・インターチェンジ周辺（52.2％）」、2 位「河川景観（48.5％）」、3 位「市街地の

歴史的町並みや建物（38.3％）」、4 位「商店街の景観（36.4％）」、5 位「眺望景観（27.1％）」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６．今後の景観づくりに向けた、市の取り組みとして期待することは何ですか？ 

   （複数回答 3つまで） 

■1 位「不法投棄や空き家対策などの強化（51.8％）」、2 位「耕作放棄地対策（41.1％）」、3 位

「建物や樹木の保全（38.2％）」、4 位「景観保全の一定のルール作り（32.6％）」、5 位「地区

を定めた重点的な景観整備（28.1％）」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔回答数〕 

〔回答数〕 

　458

　426

　336

　320

　238

　157

　124

　116

　44

　33

　38

52.2%

48.5%

38.3%

36.4%

27.1%

17.9%

14.1%

13.2%

5.0%

3.8%

4.3%

0% 20% 40% 60% 80%

駅前やインターチェンジ周辺など、
須坂市の玄関口の景観

千曲川、百々川、鮎川、松川等の
河川景観

市街地に残る、歴史的な
町並みや建物の景観

商店街の景観

北信五岳や峰の原高原などを
市内から望む眺望景観

田畑、果樹園を中心とした田園景観

市街地の周辺にある里山や
農村集落の景観

上信越高原国立公園を中心とした
山岳・山林景観

松川工業団地や旭ヶ丘工業団地等
の工場景観

その他

無回答
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　548

　494

　325

　129

　51

　35

　24

　17

　16

　227

62.4%

56.3%

37.0%

14.7%

5.8%

4.0%

2.7%

1.8%

25.9%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80%

家の周囲の道路や側溝などを
きれいに保つための清掃

自分の敷地内に鉢植えやフラワーポット
などを置いたり、花壇や生垣作り

地区や団体の清掃活動や沿道植栽
などの美化活動への参加

建物の建築や増改築の際の
景観に配慮した外観

地区の景観づくりの話し合い等への参加

緑化の推進や歴史資源の保全等、
景観保全のための基金への参加

景観の講習会やシンポジウム
に参加しての勉強

景観リーダー等、率先して地域の
景観づくりに携わる制度への参加

その他

無回答

　288

　272

　247

　238

　212

　212

　134

　131

　32

　328

32.8%

31.0%

28.1%

27.1%

24.1%

24.1%

15.3%

3.6%

37.4%

14.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

地区の景観づくりの話し合い等への参加

景観の講習会やシンポジウム
に参加しての勉強

建物の建築や増改築の際の
景観に配慮した外観

緑化の推進や歴史資源の保全等、
景観保全のための基金への参加

地区や団体の清掃活動や沿道植栽
などの美化活動への参加

景観リーダー等、率先して地域の
景観づくりに携わる制度への参加

家の周囲の道路や側溝などを
きれいに保つための清掃

自分の敷地内に鉢植えやフラワーポット
などを置いたり、花壇や生垣作り

その他

無回答

 

問７-１．お住まいの地域やその周辺の景観を良くするために、現在取り組んでいることはありま

すか？（複数回答） 

■1 位「家の周囲の道路・側溝などの掃除（62.4％）」、2 位「敷地内の植栽（56.3％）」、3 位「地

区や団体の美化活動への参加（37.0％）」 

■他の設問と比較して無回答が 25.9％と多いことから、取り組みを行っていない方も相当数い

ると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７-２．お住まいの地域やその周辺の景観を良くするために、今後取り組みたいことはあります

か？（複数回答） 

■１位「地区の話し合い等への参加（32.8％）」、2 位「講習会等への参加（31.0％）」、3 位「建

物の建築時などの景観への配慮（28.1％）」、４位「景観保全のための基金への参加（27.1％）」

（無回答を除いた順位） 

■「家の周囲の道路・側溝などの掃除」、「敷地内の植栽」は、前問の「現在取り組んでいるこ

と」での回答が多かったこともあり、「今後取り組みたいこと」としては少ない。 

■他の設問に比べて無回答が 37.4％と多いことから、新たに取り組みたいことがない方も相当

数いると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔回答数〕 

〔回答数〕 
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問８．自分の家（ビル）を建てる時に、どのようなルールなら受け入れられますか？ 

   （複数回答） 

■「規制やルールは受け入れられない」と回答した人の割合は 2.5％と少なく、市民の多くは「何

らかの規制やルールを受け入れることができる」と考えている。 

■1 位「高さの制限（55.0％）」、2 位「道路や隣敷地からの距離の制限（53.4％）」、3 位「色彩

の制限（47.8％）」、４位「緑化の推進（44.2％）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔回答数〕 

　483

　469

　420

　388

　203

　161

　22

　31

　137

55.0%

53.4%

47.8%

44.2%

23.1%

18.3%

2.5%

15.6%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80%

建物を建てる際、高さを制限するルール

建物を建てる際、道路や隣敷地からの
距離を制限するルール

建物を建てる際、色彩を制限するルール

敷地や塀の緑化の推進を定めるルール

建物を建てる際、屋根の勾配など
形態を制限するルール

建物を建てる際、材質を制限するルール

規制やルールは受け入れることはできない

その他

無回答
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２－２ 小・中学生アンケート 

(1)アンケートの概要 

【調査対象】 

市内全小中学校の小学 6 年の全児童 540 人と中学 2 年の全生徒 515 人の計 1,055 人（平成

23 年 9 月 1 日現在）を対象としました。 

 

【調査方法】 

平成 23 年 9 月 5 日、各学校にアンケートを送付。約１ヶ月の期間で各学校より回収の後、

アンケートの集計・分析を行いました。 

 

【回収数】 

回答数 812 件（回収率 77.0％）  
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(2)集計結果 

問１．家から学校までの通学路、または普段遊んでいる場所などで、好きだなと思う景色や場所・

建物ベスト３を教えてください。 

■最も回答が多いのは公園、公共施設などの「都市系景観」。 

■次いで多いのは学校からの眺め、臥竜山からの眺めなど「眺望景観」、山、河川、樹木などの

「自然系景観」と続く。 

 

 

≪全体集計≫ 

 

 

 

 

 

 

【自然系景観の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

【都市系景観の内訳】 

 

 

 

 

 

 

 

≪意見の多かった場所≫ 

場所 意見数 主な意見 

臥竜公園 145件 ・臥竜公園の桜。 

・臥竜山の上から眺める景色。 

・臥竜山頂上から眺めるたくさんの家。 

百々川 67件 ・百々川の河川敷。 

・通学路で見るきれいな百々川。 

森上小学校 
39件 ・学校から眺める山、桜、町。 

・桜が咲いている小学校のグラウンド。 

鎌田山 
39件 ・鎌田山の頂上から眺める北信五岳などの山並み。 

・秋に見られる鎌田山の木々。 

 

6.0% 37.4% 10.6%

1.0%

1.6%

16.8% 12.9% 11.8%

1.9%

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

住宅地の景観 商業地の景観 工業地の景観
その他町なみ（花壇など） 公共施設 公園
レクリエーション 観光地 その他施設
道路の景観 鉄道の景観 駅周辺の景観
ＩＣ周辺の景観

26.2% 3.9% 28.2% 26.4% 15.3%

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

河川の景観 湖沼・湧水・池・滝の景観 山地・地形 緑・樹木 田畑

自然系景観への意見は「山」「樹木」「河川」の

３要素が各々約 30％の回答。 

都市系景観への意見は 37％が臥竜公園などの「公園」、17％が学

校などの「公共施設」、13％が湯っ蔵んどなどの「レクリエーシ

ョン施設」 

25.9% 33.8% 0.6%13.4% 26.3%

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

自然系景観 都市系景観 歴史系景観 眺望景観 その他

最も多い意見は公園、公共施設などの「都市系景観」 
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問２．家から学校までの通学路、または普段遊んでいる場所などで、良くしたほうがいいなと思

う景色があれば３つまで教えてください。 

■沿道や河川、公園のゴミが気になるという意見が多い。 

■意見が多かった場所は、百々川、臥竜公園、八木沢川であった。特にゴミや草に関する意見

が多い。 

 

 

≪全体集計≫ 

 

 

 

 

 

 

【自然系景観】 

 

 

 

 

 

 

 

【都市系景観】 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪意見の多かった場所≫ 

場所 意見数 主な意見 

百々川 51件 ・百々川にポイ捨てが多い。 

・百々川はよく見ると汚い。 

臥竜公園 45件 ・臥竜公園にはゴミが目立つ。 

・臥竜山の木が切られていき景色が悪くなっている。 

・小学校でも活動しているが、臥竜公園の池をきれいに

したほうが良い。 

八木沢川 42件 ・八木沢川のゴミが目立つ。 

・草が多い。 

 

都市系景観への意見の約 54％が「道路の景観」

についてで、そのうち「ゴミ」が約半数を占める。 

4.0% 4.2% 20.1% 53.8%

0.4%

5.9% 4.0% 5.2%

0.6%

1.9%

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

住宅地の景観 商業地の景観 工業地の景観
その他町なみ（花壇など） 公共施設 公園
レクリエーション 観光地 その他施設
道路の景観 鉄道の景観 駅周辺の景観
ＩＣ周辺の景観

都市系景観への意見の約 20％が「公園」についてで、そ

のうち「ゴミ」が約 40％を占める。 

27.4% 50.8% 14.7%7.1%

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

自然系景観 都市系景観 歴史系景観 眺望景観 その他

74.8% 7.4% 7.4% 10.5%

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

河川の景観 湖沼・湧水・池・滝の景観 山地・地形 緑・樹木 田畑

「都市系景観」「自然系景観」への意見が多い 

自然系景観への意見の約 75％が「河川」についてで、

そのうち「ゴミ」が約 60％を占める。 
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２－３ 地域別説明懇談会 

(1)第１回説明懇談会 

【概要】 

平成 23年 10月 24日から 11月 18日にかけ地域ブロック毎に開催。 

景観計画の概要について説明し、市民アンケートの集計結果を参考に「誇りに思う景観」、

「改善したいと思う景観」、「どのように景観を守り育てていくか」などについてグループ毎

にワークショップ形式で考えていただきました。 

 

【参加人数】 168名 

 開 催 日 ブロック 会  場 

10月 24日（月） 第 11 ブロック（峰の原） 峰の原高原集会場 

10月 25日（火） 第 3ブロック（西部） シルキーホール 

10月 27日（木） 第 1･2ブロック（上部・東部） 中央公民館 

10月 31日（月） 第 6ブロック（豊洲） 豊洲地域公民館 

11 月２日（水） 第 4ブロック（南部） 南部地域公民館 

11 月４日（金） 第 5ブロック（日滝） 日滝地域公民館 

11 月７日（月） 第 7ブロック（旭ヶ丘） 旭ヶ丘ふれあいプラザ 

11 月９日（水） 第 8ブロック（日野） 農村環境改善センター 

11月 11日（金） 第 9ブロック（井上） 井上地域公民館 

11月 14日（月） 第 10 ブロック（高甫） 高甫地域公民館 

11月 16日（水） 第 11 ブロック（仁礼） 仁礼コミュニティセンター 

11月 18日（金） 第 12 ブロック（豊丘） 豊丘地域公民館 

 

(2)第２回説明懇談会 

【概要】 

平成 24年７月９日から 23日にかけ地域毎に開催。 

景観計画の素々案について説明し、ご意見をお聞きしました。 

 

【参加人数】 117名 

 開 催 日 地  域 会  場 

７月９日（月） 南部地域 井上地域公民館 

７月 11日（水） 東部地域 仁礼コミュニティセンター 

７月 13日（金） 市街地地域 旧上高井郡役所 

７月 17日（火） 北部地域 旭ヶ丘ふれあいプラザ 

７月 23日（月） 西部地域 日野地域公民館 

 

(3)実施結果 

懇談会で出された意見は「市民アンケート」の集計結果（問３、問４）、また、景観計画に反

映しています。 
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２－４ まとめ 

(1)市民アンケート 

質問 結果 

「景観」についての

認識 

■7割以上の人が「景観について考えている」と回答。 

須坂市の「景観」の

変化について 

■半数以上の人が「良くなっている」と回答。 

誇りに思う景観 ■最も多いのは「桜」をはじめとする自然系景観で、次いで眺望景観が多い。 

■意見が多い場所は「臥竜公園」、「銀座通りや駅前通りなどの中心市街地の景観」、「鮎川

沿いの道路」、「米子大瀑布」。 

改善したい景観 ■最も多いのは「道路沿いのゴミや雑草」、「商業地の空き店舗」などの都市系景観、次いで

多いのは「河川のゴミや雑草」、「田畑の荒廃」などの自然系景観。 

■意見が多い場所は「銀座通りや駅前通りなどの中心市街地の景観」、「百々川とその周

辺」、「臥竜公園」。 

保全・整備した方が

良い景観 

■1 位「駅前・インターチェンジ周辺」、2 位「河川景観」、3 位「市街地の歴史的町並みや建

物」。 

市の取り組みとして

期待すること 

■1位「不法投棄や空き家対策などの強化」、2位「耕作放棄地対策」、3位「建物や樹木の保

全」。 

景観について取り組

んでいること 

■1 位「家の周囲の道路・側溝などの掃除」、2 位「敷地内の植栽」、3 位「地区や団体の美化

活動への参加」。 

■全体の約 26%は無回答で、取り組んでいない方も相当数いると考えられる。 

今後、景観について

取り組みたいこと 

■1位「地区の話し合い等への参加」、2位「講習会等への参加」、3位「建物の建築時などの

景観への配慮」、4位「景観保全のための基金への参加」。 

■全体の約 37%は無回答で、新たに取り組みたいことがない方も相当数いると考えられる。 

自宅の建築時に受

け入れられるルール 

■「規制やルールは受け入れられない」との回答は 2.5％と少なく、多くの市民は受け入れ可

能としている。 

■受け入れられるルール 1 位「高さの制限」、2 位「道路や隣敷地からの距離の制限」、3 位

「色彩の制限」。 

 

(2)小・中学生アンケート 

質問 結果 

好きだなと思う景観 ■公園や公共施設など「都市系景観」、学校や臥竜山からの眺めなどの「眺望景観」、そして

山、河川、樹木などの「自然系景観」が多い。 

■意見が多い場所は「臥竜公園」、「百々川」、「森上小学校」、「鎌田山」。 

良くしたいなと思う景

観 

■沿道や河川、公園のゴミについてが多い。 

■意見が多い場所は「百々川」、「臥竜公園」、「八木沢川」。 

 

(3)地域別説明会懇談会 

質問 結果 

誇りに思う景観 ■全地域で北信五岳、北アルプス、根子岳、長野市街地などの「眺望景観」が多い。 

■桜、果樹園に咲き誇る「花々」の景観に関するものが多い。 

改善したい景観 ■全地域で、「空き家・空き店舗対策」、また「耕作放棄地」に関するもの多い。 
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資料３ 景観法（抜粋） 

 

（平成十六年六月十八日法律第百十号） 最終改正：平成二三年一二月一四日法律第一二四号 

 

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、美しく風栺のある国土の形成、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

不することを目的とする。  

（基本理念）  

第二条  良好な景観は、美しく風栺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丌可欠なものである

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。  

（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。  

 

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、丌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  良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項  

三  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。）  
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四  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 （昭和二十丂年法律第百八十号）による道路、河川法 （昭和三十九年法律第

百六十丂号）による河川、都市公園法 （昭和三十一年法律第丂十九号）による都市公園、津波防災地域づくりに

関する法律 （平成二十三年法律第百二十三号）による津波防護施設、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丂号）による漁港、自然公園法 

による公園事業（国又は同法第十条第二項 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丂条第一項（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） 津波防災地域づくりに関する法律第二十二条第一項 又は第二十三条第一項 の許可の基準 

（５） 海岸法第丂条第一項 、第八条第一項、第三十丂条の四又は第三十丂条の五の許可の基準 

（６） 港湾法第三十丂条第一項 の許可の基準 

（７） 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 自然公園法第二十条第三項 、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可（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。） 

３  前項各号に掲げるもののほか、景観計画においては、景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針

を定めるよう努めるものとする。  

４  第二項第二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丂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 

５  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のでなければならない。  

６  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。  

７  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。  

８  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。  

９  景観計画に定める第二項第四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。  

１０  第二項第四号ニに掲げる事項を定める景観計画は、同項第一号及び第四号ニに掲げる事項並びに第三項に

規定する事項については、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。  

１１  景観計画に定める第二項第四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。  
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４  景観行政団体は、景観計画に前条第二項第四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四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四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

第二項第四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 （平成十年法律第丂号）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。  

（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
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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  

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四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、第八条第二項第四号ハ（１）から（７）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  

丂  国立公園又は国定公園の区域内において、第八条第二項第四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全てについて第丂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一号 に規定する地区整備計画をいう。第丂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

二項第一号 に規定する特定建築物地区整備計画をいう。第丂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二号 に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第丂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一号 に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。第丂十六条第一項

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

条第二項第一号 に規定する沿道地区整備計画をいう。第丂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。第丂十

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）  

第十丂条  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。第丂項及

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
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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  第丂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。第百三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。  

（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。  
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（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。  

 

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。  

（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。  

 

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丌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。  
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    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）  

第四十丂条  景観計画に第八条第二項第四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。  

（景観農業振興地域整備計画）  

第五十五条  市町村は、第八条第二項第四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、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、同法第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二

項第一号に掲げる事項に係るもの（以下「農用地利用計画」という。）について」とあるのは「ときは」と、「協

議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、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「（第十二項」とあるのは「（第

九条後段及び第十二項」と、「同条第二項」とあるのは「第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、

当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの（以下「農用地利用計画」という。）につ

いて」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十二条

第二項」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と読み替えるものとする。  

 

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  

 

    第二節 準景観地区  

（準景観地区の指定）  

第丂十四条  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。  

 

   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丂号。以下「大都市住宅等
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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。  

 

   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。  
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資料４ 頇坂市景観をいかしたまちづくり条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 景観計画の策定等（第５条―第８条） 

第３章 行為の規制等（第９条―第 15 条） 

第４章 景観重要建造物等の指定（第 16 条―第 19 条） 

第５章 景観育成住民協定及び景観育成団体（第 20 条・第 21 条） 

第６章 頇坂市景観審議会（第 22 条―第 27 条） 

第７章 雑則（第 28 条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、景観法（平成 16 年法律第 110 号。以下「法」という。）の規定に基づき、景観計画の策

定、行為の規制、その他景観の育成に関する基本となる事項を定めることにより、豊かな自然と歴史、文化を

育んだ良好な景観を保全、育成し、景観をいかしたまちづくりを推進するとともに、それらをより良い姿で後

世に伝えることを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）に定めるところによる。 

（市の責務） 

第３条 市は、良好な景観の育成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。 

２ 市は、景観の育成に関する施策の策定及び実施にあたっては、市民、地域、事業者（以下「市民等」という。）

の意見を反映させるよう努めなければならない。 

３ 市は、市民等が良好な景観の育成に理解を深め持続性を持って取り組むことができるよう、景観に関する知

識の普及その他取組に対する必要な支援を行わなければならない。 

４ 市は、その管理に属する公共施設の整備を行うときは、景観の育成に関し先導的な役割を果たすよう努めな

ければならない。 

（市民等の責務） 

第４条 市民は、自らが景観を育成する主体であることを認識し、積極的に景観の育成に取り組むよう努めなけ

ればならない。 

２ 事業者は、自らの施設及び事業活動が景観に影響を不えることを認識し、地域の景観に調和した施設の整備

及び良好な景観の育成に努めなければならない。 

３ 事業者は、地域住民が行う景観の育成に関する活動を尊重し、協力するよう努めなければならない。 

４ 市民等は、市が実施する景観の育成に関する施策及び地域で行う景観の育成に関する取組に協力するよう努

めなければならない。 

第２章 景観計画の策定等 

（景観計画の策定） 

第５条 市長は、良好な景観の育成を総合的かつ計画的に推進するため、法第８条第１項に規定する景観計画（以

下「景観計画」という。）を策定するものとする。 
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（策定の手続） 

第６条 市長は、景観計画を策定し、又は変更（規則で定める軽微な変更を除く。）しようとするときは、法第９

条の規定によるほか、あらかじめ、頇坂市景観審議会の意見を聴くものとする。 

（景観計画の策定又は変更の提案等） 

第７条 法第 11 条第２項の規定により条例で定める団体は、第 21 条の規定により認定された景観育成団体と

する。 

２ 市長は、法第 11 条第１項又は第２項の規定による提案があった場合において、法第 12 条の規定による判

断をするときは、あらかじめ、頇坂市景観審議会の意見を聴くものとする。 

（景観育成重点地区） 

第８条 市長は、法第８条第２項第１号に規定する景観計画区域内において、次に掲げる地区を特に重点的に景

観の育成を図る必要がある地区（以下「景観育成重点地区」という。）として定めることができる。 

(１) 歴史的特徴のある景観を有する地区 

(２) 自然と調和した景観を有する地区 

(３) 優れた眺望景観を有する地区 

(４) 河川、道路に沿って特徴ある景観を有する地区 

(５) その他景観の育成上必要と認める地区 

第３章 行為の規制等 

（景観計画への適合） 

第９条 景観計画区域内において、法第 16 条第１項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為を景観計

画に定める景観育成基準に適合させなければならない。 

（届出を要する行為） 

第 10 条 法第 16 条第１項の条例で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体

にあっては、その名称及び主たる事業所の所在地）並びに行為の完了予定日とする。 

２ 法第 16 条第１項及び第２項の規定による届出は、同条第１項の規定により届け出ることとされている事項

を記載した届出書に規則で定める図書を添付して行うものとする。 

３ 法第 16 条第１項第４号の条例で定める行為は、景観法施行令（平成 16 年政令第 398 号）第４条第１号及

び第４号に規定する行為とする。 

（届出を要しない行為） 

第 11 条 法第 16 条第７項第 11 号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。 

(１) 仮設の建築物の建築等 

(２) 農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更 

(３) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源その他の物件の堆積で、次に掲げるもの 

ア 堆積の期間が 30 日を超えて継続しないもの 

イ 農業、林業又は漁業を営むために行うもの 

(４) 法第 16 条第１項の届出を要する行為のうち、規則で定める規模以下のもの 

(５) 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届け出て行う行為のうち、景観を育成

するための措置が講じられているものとして規則で定めるもの 

（特定届出対象行為） 

第 12 条 法第 17 条第１項の条例で定める行為（以下「特定届出対象行為」という。）は、法第 16 条第１項第

１号及び第２号に掲げる行為とする。 

（助言、指導、勧告及び事実の公表） 

第 13 条 市長は、法第 16 条第１項又は第２項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、
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必要な助言又は指導をすることができる。 

２ 市長は、法第 16 条第３項の規定による勧告をしようとする場合においては、あらかじめ、頇坂市景観審議

会の意見を聴くものとする。 

３ 市長は、法第 16 条第３項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わな

いときは、その事実を公表することができる。 

４ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、勧告を受けた者に弁明の機会を不える

とともに、頇坂市景観審議会の意見を聴くものとする。 

（変更命令の手続） 

第 14 条 市長は、第 12 条の特定届出対象行為について、法第 17 条第１項又は第５項の規定により命令しよ

うとする場合においては、あらかじめ、頇坂市景観審議会の意見を聴くものとする。 

（行為の着手制限の短縮） 

第 15 条 市長は、法第 16 条第１項又は第２項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為

が景観計画に定める景観育成基準に適合していると認めるときは、当該届出をした者に対し、法第 18 条第２

項に規定する期間を短縮する旨を通知するものとする。 

第４章 景観重要建造物等の指定 

（景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等の手続） 

第 16 条 市長は、法第 19 条第１項に規定する景観重要建造物又は法第 28 条第１項に規定する景観重要樹木

（以下「景観重要建造物等」という。）を指定しようとするときは、あらかじめ、頇坂市景観審議会の意見を聴

くものとする。 

（現状変更の規制の手続） 

第 17 条 市長は、法第 22 条第１項又は法第 31 条第１項の規定による許可をしようとする場合においては、

あらかじめ、頇坂市景観審議会の意見を聴くものとする。 

（原状回復命令等の手続） 

第 18 条 市長は、法第 23 条第１項（法第 32 条第１項において準用する場合を含む。）の規定による命令をし、

又は法第 26 条若しくは法第 34 条の規定による管理に関する命令若しくは勧告をしようとする場合において

は、あらかじめ、頇坂市景観審議会の意見を聴くものとする。 

（指定の解除の手続） 

第 19 条 市長は、法第 27 条第２項又は法第 35 条第２項の規定により景観重要建造物等の指定の解除をしよ

うとするときは、あらかじめ、頇坂市景観審議会の意見を聴くものとする。 

第５章 景観育成住民協定及び景観育成団体 

（景観育成住民協定の認定） 

第 20 条 市長は、一定の区域内に存在する土地又は建築物等の所有者等が、規則に定める事項を規定した、そ

の区域における景観の育成に関する協定を締結した場合で、規則に定める認定要件を満たすときは、当該協定

を景観育成住民協定として認定することができる。 

２ 前項の規定による認定を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。 

３ 第１項の規定により認定された協定を締結した者は、当該協定を変更し、又は廃止したときは、速やかにそ

の内容を市長に届け出なければならない。 

（景観育成団体の認定） 

第 21 条 市長は、景観計画区域において、景観の育成を目的とした活動を行う団体で、次に掲げるものを、景

観育成団体として認定することができる。 

(１) 法第 81 条第１項に規定する景観協定を運営している団体 

(２) 前条に規定する景観育成住民協定を運営している団体 
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(３) 前各号に掲げるもののほか、景観の育成を推進する団体として市長が認める団体 

２ 前項の規定による認定を受けようとする団体は、市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、景観育成団体が第１項の要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができ

る。 

第６章 頇坂市景観審議会 

（設置） 

第 22 条 景観の育成に関する必要な事項を調査及び審議するため、頇坂市景観審議会（以下「審議会」という。）

を設置する。 

（任務） 

第 23 条 審議会は、この条例に定めるもののほか、景観の育成に関する事項について、市長の諮問に応じて調

査審議するものとする。 

（組織） 

第 24 条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 関係諸団体から推薦を受けた者 

(３) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第 25 条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員の再任は妨げない。 

（会長等） 

第 26 条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員が互選する。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事敀があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第 27 条 審議会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、審議会を初めて招集するときは、市

長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 

第７章 雑則 

（補則） 

第 28 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 25 年５月１日から施行する。ただし、第３章から第５章までの規定は、平成 25 年 10

月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成 25 年 10 月１日前に、長野県景観条例（平成４年長野県条例第 22 号）第 32 条第１項の規定により

長野県知事の認定を受けている景観育成住民協定（次項において「景観育成住民協定」という。）は、第 20 条

第１項に規定する市長の認定を受けた景観育成住民協定とみなす。 

３ 平成 25 年 10 月１日前に、景観育成住民協定を運営している団体は、第 21 条第１項に規定する市長の認

定を受けた景観育成団体とみなす。 
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（頇坂市特別職の職員等の給不に関する条例の一部改正） 

４ 頇坂市特別職の職員等の給不に関する条例（昭和 30 年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 （省略） 
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資料５ 景観計画の策定体制と経過 

５－１ 策定体制 

(1)景観計画策定委員会 委員名簿 

氏 名 所属・推薦団体 備 考 

土 本 俊 和 信州大学工学部建築学科教授 委員長 

中 野 博 勝 須坂商工会議所 副委員長 

佐 山   浩 信州大学工学部環境機能工学科教授 平成 23年度 

金 井 辰 巳 須坂市観光協会  

横 山   隆 農業委員会  

松 澤 三 雄 長野県建築士会須高支部  

青 柳 信 太 志賀高原自然保護官事務所 自然保護官  

小 林 健 吾 長野地方事務所建築課長 平成 23年度 

伊 藤   勇 長野地方事務所建築課長 平成 24年度 

藤 池   弘 須坂建設事務所整備課長 平成 23年度 

丸 山   進 須坂建設事務所整備課長 平成 24年度 

豊 田 泰 廣 須坂市商店会連合会  

篠 塚   真 須坂青年会議所 平成 23年度 

吉 﨑 栄 雄 須坂青年会議所 平成 24年度 

田 幸 宣 将 須坂青年会議所 平成 24年度 

堀    嘉 彦 須坂市区長会 平成 23年度 

小 林 英 次 須坂市区長会 平成 24年度 

最 上 隆 夫 須坂市景観育成推進委員会 平成 23年度 

宮 崎 時 雄 須坂市景観育成推進委員会 平成 24年度 

横 山 励 子 NPO法人 P・Kパラダイス 理事長  
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(2)景観計画庁内検討委員会 委員名簿 

 

氏 名 職 名 備 考 

樽 井 一 郎 まちづくり推進部長 委員長 

加 藤 光 弘 まちづくり課長 副委員長 平成 23年度 

滝 沢 健 一 まちづくり課長 副委員長 平成 24年度 

古 平 幸 正 総務課長 平成 23年度 

平 林 和 彦 総務課長 平成 24年度 

丸 田   誠 政策推進課長  

吉 田   孝 生涯学習スポーツ課長 平成 23年度 

丸 山 裕 範 生涯学習スポーツ課長 平成 24年度 

青 木 信一郎 生活環境課長  

関   政 雄 農林課長  

﨤 町 俊 昭 商業観光課長  

原 田 今朝男 道路河川課長 平成 23年度 

依 田 国 博 道路河川課長 平成 24年度 

宮 下 将 之 農業委員会事務局長  
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５－２ 策定の主な経過 

 

年 月 日 会議等の名称 内容等 

平成23年７月13日 第１回庁内検討委員会 景観法の概要、市民アンケート実施の説明 

７月19日 第１回策定委員会 景観法の概要、市民アンケート実施の説明 

８月１日 広報８月号掲載 アンケートのお願い 

８月１日～31日 市民アンケート  

９月５日～21日 小中学生アンケート  

10月１日 広報10月号掲載 地域別説明懇談会、景観育成懇談会周知 

10月13日 景観育成講演会  

10月24日～11月18日 第１回地域別説明懇談会 景観計画の必要性の説明、景観ワークショップ 

12月１日 広報12月号掲載 景観計画を策定します 

12月13日 第２回策定委員会 市民ｱﾝｹｰﾄ等集計結果、景観ﾎﾟｲﾝﾄ現地視察 

平成24年２月20日 第２回庁内検討委員会 素々案について意見交換 

３月14日 第３回策定委員会 素々案について意見交換 

４月25日 第３回庁内検討委員会 素々案について意見交換 

５月18日 第４回策定委員会 素々案について意見交換 

７月１日 広報７月号掲載 地域別説明懇談会周知 

７月９日～23日 第２回地域別説明懇談会 素々案の説明、意見交換 

８月６日 第４回庁内検討委員会 素案について意見交換 

８月30日 第５回策定委員会 素案について意見交換 

11月１日 広報11月号掲載 

みんなで考えよう須坂の景観 

景観計画素案に対する意見募集 

景観育成懇談会周知 

11月１日～30日 市民意見募集  

11月18日 景観育成講演会 景観計画素々案の説明 

平成25年１月28日 第６回策定委員会 計画案について意見交換 

２月22日 須坂市都市計画審議会 景観計画案の説明 

３月22日 須坂市景観条例市議会可決  

５月１日 須坂市が景観行政団体となる  

５月１日 景観条例一部施行  

５月１日 広報５月号掲載 景観条例一部施行、景観行政団体になりました 

７月１日 広報７月号掲載 景観計画案に対する意見募集 

７月１日～31日 市民意見募集  

７月18日 須坂市都市計画審議会 景観計画案の審議 

８月21日 須坂市景観審議会 景観計画案の審議 

８月26日～９月30日 景観計画告示・縦覧  

10月１日 景観条例全面施行  

10月１日 景観計画施行  
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