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❖ ガイドライン作成の背景と目的
沖縄県では、景観法の成立や県民の関心の高まりを受け、景観行政の再構築に取り組んでいます。
平成 20 年度には県の景観施策の体系を「“ 美ら島沖縄 ” 風景づくり計画 ( 素案 )」にまとめ、あわせ
て景観条例を改正しました。
一方、景観づくりの主体となるのは地域、そして市町村です。現在多くの市町村が景観行政団体と
なり、景観計画を策定しようとしています。
本ガイドラインは、次ページの図にあるように、市町村が景観計画を策定する際、技術的に支援す
る手引書として位置づけています。
❖ ガイドラインの使い方
本ガイドラインは、景観法に基づく景観計画の策定を念頭においています。ただし景観行政は、景
観計画だけでなく、他の法制度の活用やソフト面の活動などの総体であることから、これらとの連携
のあり方も記述しています。
ガイドラインは、ひな型やマニュアルとは異なります。景観計画は地域の状況に応じて柔軟に設計
できるのが特徴であり、地域に密着した市町村が主体となって作成するものです。ただし沖縄ならで
はの特性や課題には共通するものも多いと考えられるため、それらを踏まえた、景観計画策定のため
の技術的なヒント集です。市町村の状況に応じ、必要な項目を役立ててください。
また、届出等に基づいた景観誘導のためには、具体的な基準の設定が必要ですが、その根拠や考え
方もできるだけ盛り込んでいます。景観計画策定の参考にするほか、設計者や施主にとっても参考に
なることと思います。
なお県全体の景観形成方針は、風景づくり計画を参照してください。
❖ ガイドラインの構成

Ⅰ章

景観を守り育てる手段

多様な視点

（景観計画の全体像のイメージ）

Ⅱ章

景観づくりの方針をたてる

手
･ 段からなる景観行政

（景観形成方針のプロセスとイメー
ジ）

・どのようなときに景観ルールが必要なのか
・景観計画やその他の手段により、どのような誘導が
可能か

・景観を捉え、目標や方針を考えるプロセス
・都市、農村など大まかな風景タイプごとの景観形成方
針のイメージ

景観計画に特化

Ⅲ章

景観計画の細目をつくる

（景観法に基づく「景観計画」に沿
った項目の解説）

Ⅳ章

景観計画や関連制度を有効
にするために

（条例の組み立て、運用面の手法）

・景観法に規定された項目ごと、活用方法と基
準の考え方

・関連制度との関係、条例の組み立て方
・ソフトを活用した景観誘導手法
・住民や専門家の参加する仕組みなど
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景観ルールをつかいこなす

Ⅰ章 景観を守り育てる手段
風景はつねに私たちの眼前にある、あたりまえの
存在です。いつの間にか、いろいろな人や経済や
歴史の中でかたちづくられてきた、誰の所有物で
もない、誰の責任でもない、あいまいなもの。そ
んなふうに受け止められてきました。
けれど、あたりまえにあると思っていた風景が今、
どんどん変わっていっています。
私たちの生活とともに移り変わる風景は、ほかで
もない、私たちがつくりかえているのです。
先祖たちが築いてきた美しい風景を守るのも壊す
のも、私たちです。
いままでは法律上のルールがなくても、先祖や近
所への心配りなどによって、それなりに秩序が保
たれていました。しかし人や経済のグローバル化、
新しい素材や技術の広がりなどにより、暗黙の了
解だけではすまなくなってきています。
｢景観法」は地域のルールを誰もが尊重できるよう
に明文化し、制度化するためのものです。
これをどう使いこなすかは、地域の主体性と工夫
次第です。



景観計画を活用する

1
1)

景観法の概要

2004 年に景観法が施行され、5 年が経過した現在、県内でも多くの市町村が景観施策づくりに取り組み
つつある。
景観法の特色は、国が全国一律の規制を定めるのではなく、地域の主体性、個性を国がバックアップする
ところにある。法の特性を理解し、地域に合ったまちづくり、景観づくりを実現するためのツールとして
使いこなしたい。
□景観法の基本理念□
景観法には、５つの基本理念が定められている。
※図：国土交通省ＨＰより引用

これら理念はそのまま、景観法の特徴をも表している。
①景観の価値を認めたこと。これまでは経済や土地利用の
自由などの論理が優先しがちだったが、景観が国民共
通の資産であると明確に位置づけられた。
②景観は地域の自然・歴史・文化、人々の生活、経済活動
と切り離せないものとしたこと。良好な景観は人々の
営みとともにあり、固定化したものではない。
③地域の個性・特色を活かすこと。全国一律のものにはせ
ず、むしろ多様性を尊重する。
④地域活性化に資する景観形成のため、行政、事業者、住
民が一体的に取り組む必要性が強調された。
⑤景観は保存だけでなく新たに良好な景観を創出すること
を含むことが明記された。すなわち、現在これといっ
て特徴のない場所であっても対象となる。
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□景観計画の特徴□
景観法の中核、基本制度となるのが景観計画である。そ
の特徴を次に挙げる。
①都市計画区域の内外にかかわらず計画区域とできる。
・市街地でも、農村、離島でも対象となる。
・縦割りの土地利用区分を越え、総合的にまちづくりに
取組むことができる。
・都市計画法に基づく地区計画や高度地区などのルール
と違い、都市計画区域に限定されない。
②形態意匠の基準が定められる。
・数値によらない基準も基準として認められる。「周囲と
調和する」などの基準も可能である。
・反面、それをどのように合理的に判断するか、またど

景観を守り育てる手段

□景観計画で定める必須事項□
「区域」
「良好な景観の形成に関する方針」
「行為の制限に関する事項」
「景観重要建造物又は景観重要樹木の指定
の方針」（必要な場合のみ）
□景観計画に付加できる選択事項□
「屋外広告物の制限に関する事項」
「景観重要公共施設に関する基準」
「景観農業振興地域整備計画の策定に関
する事項」
「自然公園法の許可の基準」

の程度まで厳しく運用するかについて、市町村の工夫
が必要となる。
③地域らしさを創造できる。
・景観計画として定めるべき必須項目のほか、必要に応
じて定められるメニューが用意されている。
・行政、事業者、市民が一体的に取り組むための「しくみ」
が用意され、内容は地域が主体になって進めていくこ
とができるようになっている。
④計画の内容について市町村の自由度が高い。
・景観計画の構成、内容は市町村の自由裁量に任されて
いる。
・地域全体の景観マスタープランとすることも、特定の
課題だけに対応することも可能。
⑤計画を運用するしくみに市町村の自由度が高い。
・基準を定めても、許可制や罰則などといった強い規制
はせず、緩やかな目標として運用することも可能であ
る。
・逆に条例や協定などを別途定めたり、都市計画にリン
クさせることなどにより、実効性を高めることも可能
となっている。



景観計画を活用する

1
2)

景観計画の活用イメージ

景観計画や景観法制度によって何ができるのか、どういう場面で活用できるのか。
ここでは県内における代表的な課題・テーマを想定し、活用のイメージを描いている。地域の状況
に応じ、必要な取り組みを検討してほしい。
なお景観計画、景観法だけではなく、他の法制度も組み合わせながら最適な手法をとることが望ま
しいため、関連すると思われる制度もあわせて記載している。

テーマ (1)

山並み、美しい海、グスクなどの眺望景を守り、

地域のこれぞという眺めを大切にしたい！
❖ 課題となる場所の例
・地域のシンボルであるグスク山。周囲に高い建物が建
ちはだかったり、山腹に鉄塔や派手な広告物が並ぶこ
とがあると、仰ぎ見る景色が台無しになる。
・世界遺産とその周辺。高台に立地するグスクは眺望景
観も歴史的要素として欠かせない。庭園も、背景にビ
ルや広告が出現しては台無しになる。周辺バッファー

特徴ある岬の周辺は厳しく開発を抑え、湾全体の
風景のシンボル性を高めている。（ハワイ）

ゾーンも、歴史文化にふさわしいまちなみにしたい。
・ダイナミックな自然景が印象的な岬。海と空の雄大な
自然の中で、人工物が景観阻害要因にならないように
コントロールする必要がある。
・遠方の聖地を拝む「お通し」。沖縄の信仰文化の大切
な要素だが、遠く望む先が風景として見えなくなれば
人々の意識からも消えていきかねない。
❖ 取り組みのイメージ
○眺望の妨げとなる建築物等の高さを規制誘導する。

首里城への絶景ポイント。以前は背景にテレビ塔
がそびえ、手前の建物も風景を損ねていた。

景観法だけでなく、他の都市計画制度によっても可能
であるため、現在活用中の制度体系と有効に連動させる。
→景観計画・景観地区による高さ制限
→地区計画による高さ制限
→高度地区による高さの設定
○建築物の形態 ･ 意匠・色彩等を調和するように誘導する。
景観法が柔軟に活用できるが、地区計画でも景観法と
の連動でよりきめこまかな対応が可能となっている。
→景観計画 ･ 景観地区による形態意匠等の誘導
→地区計画による意匠等の誘導



首里城からの見晴らし。まちなみを低く抑え、眺
望とともに城の存在感を大切にしている。
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○屋外広告物の規模 ･ 意匠を規制誘導する。
市町村が屋外広告物条例を定め、よりきめ細かに誘導
することができるようになっている。
→屋外広告物条例による指導
→景観計画において屋外広告物の基準を定める
○シンボル景観を地域資源・観光資源として活用し、景観
価値の普及啓発を図る。
海をはさんだ桜島への眺望を確保するため、手前
の市街地に絶対高さの制限をする空間を設定した
例。( 鹿児島市 )

テーマ (2)

豊かな自然景、農地景、そして自然と調和した

集落のたたずまいを守りたい！
❖ 課題となる場所の例
・ 自然公園にも指定されている風光明媚な場所だが、規
制は弱く大抵の建造物が建ってしまう。鉄塔、風力発
電施設にも指針がない。
・ 崖上の景色の良い場所や低層の集落内に中高層マン
自然公園内だが、景色の良い斜面緑地が開発され
マンションが林立する。

ションが建ちはじめ、異質な空間となっている。
・ 耕作放棄地や老朽化したハウスが放置されている。農
地からの赤土流出が海を汚している。
❖ 取り組みのイメージ
○周囲とかけ離れないよう建築物等の高さおよび意匠等を
規制する。
都市計画区域外でも規制可能な景観法の活用が有効で
ある。
→景観計画・準景観地区による高さ制限

周囲から浮いてしまっている鉄塔。配置や意匠の
指針があれば、重要な景観ポイントに建設してし
まうことや不調和な意匠を避けることができる。

○自然公園における工作物や広告物の設置を規制する。
→景観計画に位置づけた内容を、自然公園法の許可
基準に上乗せする
○農地の健全な景観づくりを進める。
防風防潮、表土保全機能に優れ、うるおいある風景を
つくるグリーンベルトの整備などを推進する。
むらづくりと連携し放棄耕作地の活用をすすめる。
→景観農業振興地域整備計画の作成
→景観整備機構と連携し農地を活用する

美しい農地景観を守り、向上させるために指針を
作成しておくことが望まれる。

○シ観価値の普及啓発を図る。



テーマ (3)

伝統的なまちなみを守りたい！地域の顔となる

表通りの風格をつくりたい！
❖ 課題となる場所の例
・ 昔からの集落で静かなスージグヮーや石垣が残ってい
るが、生活環境基盤の整備や駐車場設置、建替などに
より、昔ながらのたたずまいが失われつつある。
・ 古民家、屋敷林、拝所などの歴史文化資源が多く存在
している。
・ グスクなど重要な歴史資源や歴史の道に近接し、一体
的に景観形成をすすめるべきエリア。
・ 幹線道路やシンボルロード沿線、ウォーターフロント

屋敷林や石垣が沖縄ならではの集落景観をつくっ
ている。一度失われると再生が困難な歴史文化資
源を守り、活かすまちづくりが望まれる。

などで、地域の顔となる風格をつくるべきエリア。
・ ロードサイドショップの立地や巨大看板の林立により、
画一的で乱雑な景観が生じている幹線沿道。
❖ 取り組みのイメージ
○建築物等の規模、配置、および意匠等を規制する。
伝統的な集落にせよ、新しいまちなみにせよ、それぞ
れの場所の特性に応じたデザイン規範をつくり、調和を
図る。
→景観計画・景観地区・準景観地区による規模、位置、

景観条例に従って伝統産業のまちにふさわしい建
物やファサード（外観）をしつらえた例。( 壺屋 )

意匠等の規制
→地区計画による規模、位置、意匠等の規制
○伝統的建造物、樹木、遺跡、道などを保全修復する。周
辺のまちや利便施設を調和するかたちで整備する。
→景観計画において景観重要建造物、景観重要樹木
を指定する
→伝統的建造物群保存地区や文化的景観に指定する
→歴まち法による歴史的環境形成総合支援事業を活
用する
→関連する道路等を景観重要公共施設に指定する

派手な色の外壁で建物そのものを広告塔にしてい
る例。しかしまちなみ景観の質は低下する。

○屋外広告物の規制誘導、無電柱化により雑多な景観を整
理する。
→景観計画において屋外広告物の基準を定める
→屋外広告物条例による指導
→すぐれたデザインの屋外広告物を評価、誘導する
→無電柱化に関する事業を導入する
○地元コミュニティや通り会と連携し景観向上を図る。
→景観法による景観協議会の設置



まちの「顔」となる重要な交差点だが、乱雑な看
板が立ちはだかり景観の質を低下させている。
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ふつうのまちのふつうの景観を向上させていき

たい！
❖ 課題となる場所の例
・ 普通のまちだが、愛着の持てるまちなみを育てたい。
・ 地域の商店街に親しみや個性を打ち出したい。
・ 違和感のある色づかいや雑然とした看板の乱立が目立
ち、景観の質を低下させている。
・ まちに緑が少なく、うるおいに欠く。
塀の高さを制限し生垣を義務づけたまちでは、緑
豊かな景観が創出されている。( 那覇新都心）

・ 再開発などで新しいまちをつくるにあたり、美しく快
適なまちなみを形成したい。
・ オープンカフェのように、公共空間を柔軟に活用し、
活気あるまちづくりをしたい。
❖ 取り組みのイメージ
○既存のまちのスケールに調和するよう、建築物等の規模
や高さ、位置を規制誘導する。
既成市街地では地区計画などは導入しにくいが、景観
計画を活用し基盤的なルールを定められる。

商店街の個性の演出と雑多な看板の緩やかな統一
とを図り、日除けを揃えた通りの例。（国際通り）

→景観計画による高さ制限
○建築物の色彩、垣柵や駐車場のデザイン、屋外広告物を
規制または誘導し、景観を阻害する要素を減らす。
景観計画では地域の特性に応じて柔軟に内容を定めら
れる。最低限、突飛な色づかいを制限するだけでもよい。
新しいまちをつくる際には、地区計画等の導入もより
容易であり、景観計画以外の手段も活用する。
→景観計画による建築物・工作物の意匠誘導
→地区計画による規模・意匠の規制誘導
→まちづくりガイドラインや協定による景観形成

シマぐるみで花や彫刻を増やし、やすらぎの風景
を創造しつづける集落。（北中城村大城）

○まちなかの緑を増やす、保全する。
緑を増やすには、公共の緑の空間を充実させる以外に、
民有の樹林地などを開発されないよう保全すること、個々
の敷地の緑を増やすことなどがある。
景観計画で生垣設置誘導や緑化率を設定できるが、実
効性を持たせるには都市緑地法の活用や条例化が有効。
→景観計画による生垣設置や建築物緑化の誘導
→都市緑地法による緑化地域制度の導入
→風致地区、地区計画による緑化誘導
○公共空間を柔軟に活用し、まちの賑わいを演出する。

通常は占用が許可されにくい公共空間や空地も、
景観協議会や景観整備機構が主体になり景観形成
活動を展開することができる。

→景観協議会によるオープンカフェや空地活用など
の事業展開
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誰が景観を守り育てるのか

○住民、地域が主役

景観法第 3 条～第 6 条

各主体の責務

※図：国土交通省ＨＰより引用

景観法では、住民、事業者、地方公共団体、
国の責務が定められている。これまでの都市形
成に関する法律では、主体は行政であり、住民
は施政者に協力するという消極的な役割だった
が、景観法では住民や事業者は自ら積極的に景
観を形成する主体と位置づけられている。
また法の基本理念にもあるように、景観を
つくってきたのは地域の人々の歴史や生活であ
り、景観を育てていくのも地域にほかならない。
そのため、景観計画も全国一律ではなく、地
域がそれぞれ柔軟に計画を定め、実施していく
しくみになっている。
いまある「沖縄らしい」「美しい」まちなみの風景も、先
祖たちが土地の暮らしの中で営々と建設してきたものであ
り、その美意識も技術もシマの中で共有されてきたものが
基盤となっている。
本ガイドラインでは、景観法を適用して規範を明文化す
ることを想定しているが、それは権力による規制をかける
という上意下達の構図を意味するものではない。むしろ、
地域の人々が主役で、地域の培ってきた共通認識を丁寧に
拾い上げることが行政の役割といえる。
○事業者の責務
法律ではまた、事業者も主体として明記されている。こ
れまでは景観よりも経済論理が優先されがちだったが、「景
観権」も重要と認められるようになり、事業者も地域の景
観のありようを尊重し、協力することがはっきりと求めら
れている。観光地では往々にして、事業者がまわりの風景
を売りにしながら自らは風景を阻害する事態が生じること
があったが（海岸沿いに大規模ホテルが建ち眺望がさえぎ

基本理念

・ 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。
・ 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。
・ 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

られるなど）、事業者も地域の一員として地域のルールに従

向けて一体的な取組がなされなければならな

い、共存共栄を図ることが望まれる。

い。

そのためには地域のルールを明文化し、誰にでもわかる
よう整えておくことは必要である。ただここまで見てきた
ように、ルールはあくまでも地域の個性と主体性を守るた
めの手立てである。



景観法第 2 条

・ 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。

第Ⅰ章

景観を守り育てる手段

○県内における行政の役割
このような認識に立ち、景観行政団体である沖縄県は、自らの役割を「市町村と地域住民が主体となった
景観づくりを支援する」ことと位置づけている。したがって県の統一的な景観計画は作成せず、市町村がそ
れぞれ独自の景観計画を作成することを推奨している。（本ガイドラインも、市町村の裁量を限定するもの
ではない。）

本県の豊かな自然環境や独自の歴史、伝統文化やホスピタリティあふれる
県民性などを今後も守り、将来の世代に引き継いでいくために

県民一人ひとりが
・沖縄固有の自然、歴史、文化、暮らしなど地
域のよさや地域の資源を再認識し、
・意識の共有化を図り、
・地域の中にその活動の和を広げていく風景づ
くりの取り組みを着実に育てていく

県と市町村は
・風景づくりのための理念や目標を明確にし、
・保全 ･ 創造のためのルール、しくみを検討
する
・地域住民の参画と行政との連携 ･ 協働によ
る地域づくりを進める

への移行

『” 美ら島沖縄 ” 風景づくり計画 ( 素案 )』（沖縄県）より

各市町村は、景観計画を作成し施策を実施する役割を担うが、その際には庁内の横の連携も大切である。
景観はくらしの営みと切り離せないものであり、幅広い分野に関連する。関連部局には、建築指導、都市計画、
環境、まちづくり、観光、農林水産業、歴史文化などが挙げられよう。小規模な自治体では特に、横の結び
つきを生かして地域ならではの特色を打ち出すことが望まれる。



❖ 景観形成に向けた各主体の共通認識づくり
前項のような主体意識は、一般的には当初から在る
ものではなく、地域課題への取り組みや地域の魅力を
確認していく作業を通じて、醸成されていくのが普通
であろう。
そうした共通認識がない段階でルールだけを先行さ
せると、住民をはじめ各主体の協力も得られにくく、
行政としての説明責任も果たしづらくなることが予想
される。すなわち、景観づくりの必要性を共通認識と
するための工夫が必要となる。
そのひとつは、次章 1.「景観の捉え方と将来像の考
え方」に述べるように、景観計画検討のなかで住民と
ともに地域の魅力や課題を洗い出すプロセスを踏むこ
とである。
また行政としては、景観が公共財であること、景観
を向上させることによる効果・利益を提示し、評価に
耐えうる政策目的としてきちんと位置づけることも必
要といえる。
公共財としての景観の位置づけは、荒井貴史氏「景
観保全について～経済学の視点から～」尾道大学経済
情報論集 Vol.6 No.2(2006 年 ) 等が参考になる。
また景観の価値を経済的に試算した例を巻末に紹介
しており、参考にされたい。

10

Ⅱ章 景観づくりの方針をたてる
景観は、その地域の歴史や風土、そこに暮らす人々
の営為がかたちになったものです。これから景観
を誘導 ･ 育成しようとする際にも、地域の特性を
しっかりと踏まえ、活かすことが大切です。
それぞれの地域で、景観特性やビジョンによって、
大切にすべき景観のポイントは異なるはずです。
ですから、景観計画にある多くのメニューをすべ
て盛り込む必要はありません。地域の状況に応じ
てメリハリをつけ、指導対象を絞ることも考えら
れるでしょう。
Ⅱ章では、まず地域の景観特性の把握のしかたを
概説します。次に、一般的な地域特性タイプを例
示し、それぞれ重点をおくべきポイントと方針の
イメージを描きだします。
といっても、これらはあくまでも参考にすぎず、
地域の特性に応じた独自の設定を妨げるものでは
ありません。
なお、広域風景軸の設定や類型別の景観形成指針
は、策定中の「“ 美ら島沖縄 ” 風景づくり計画」に
おいて定められます。あわせてご活用ください。

景観の捉え方と将来像の考え方

1
1)

地域の景観特性の把握

景観法により規制誘導の手段が整備され

□景観特性の把握□

たが、どう規制するかの前に、どのよう

景観づくりは、地域の景観特性を把握することからはじ

な景観を目指し、どんな課題を解決すべ

まる。まず第一段階としては、風景をかたちづくるさまざ

きなのかを明確にする必要がある。その

まな要素を拾い出すことがある。また風景は移り変わるも

ためにはまず、しっかりと地域の特性を

のでもあるが、そのなかでも根幹をなすもの、将来にわた

把握しなければならない。

り受け継ぐべきものを見いだすためには、背景にある自然
や文化の文脈を把握することも必要である。
さらに、まちの輪郭や表情がどう構成されているかを「面・
線・点」などといった視点で見直し、各々の要素がどんな
役割を果たしているかを整理する。

景観計画の検討手順

◇景観要素を洗い出す
＜景観資源＞

景観特性を把握する

景勝地、まちなみ、緑、文化・文化財、風

物、産業、コミュニティ拠点など

守るべき景観や課題を明らかにする
目標とする将来景観像を定める
これまでのまちづくりや他の制度等
を生かした景観計画の使い方を考え
る

＜景観阻害要素＞

風景を悪くしているもの

◇風景のなりたちをつかむ
──地形地象、自然環境、歴史風土、都市構造、人口、産業、
土地利用など
◇景観の構成を整理する
──軸、骨格、面、点、ランドマーク

□景観形成課題の整理□

景観計画区域を決める

景観づくりを行っていくために達成すべき、または解決

景観形成の方針を決める

すべき課題を整理する。

ここまでⅡ章参照

方針を実現する手段として、行為の
制限などに関する事項を決める
Ⅲ章参照

景観形成を推進するしくみを定める
Ⅳ章参照

◇守るべき景観とその要素、プライオリティ
景観特性を生かすため、積極的に保全すべき景観、つ
くる景観のイメージと要素を明らかにする。
◇景観阻害要因、プライオリティ
景観を阻害している要素を分析し、そのうち何にどの
ように対処することが必要なのかを検討する。
◇上位関連計画との整合
□調査の手法□
・ 景観特性の把握は、聞き取り、現地確認、文献調査など
の手法により行う。
・ 実際の風景をかたちづくっていくのは市民の個々の生活
の営為であることから、景観計画の作成にあたっては市
民ができるだけ早い段階から参加し、理解を深めていっ
てもらうことが大切である。
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第Ⅱ章

景観づくりの方針をたてる

・ そのためには、アンケートによって景観づくりの趣旨を伝えながら景観資源を拾い出していくことや、ワー
クショップ形式で市民みずからが身の回りの風景を再確認し、どのような景観を目指していくかを考える
ようなプロセスを組み入れる手法がある。
❖ 市民参加の形式 ( 例 )
類

型

内

容

特

徴

ア ン ケ ー ト ・ 質問用紙を配布し記入してもらう。
・ 比較的短期間で意見を収集できる。
タイプ ・ 地図を用意し、好きな風景、嫌いな風景の場所を
記してもらう。
ま ち あ る き ・ 参加者が一緒にまちを歩き、見慣れた風景を多人 ・ まちあるきや共同作業、意見交換を通じて関心
タイプ
数の目を通して再確認する。
や理解を深めることができる。
・ 確認した資源は、絵や写真を活用しながら、皆で ・ 課題抽出や方針設定などの作業にステップアッ
ひとつのマップにしイメージを共有する。
プしていくことができる。
・ 子供たち向け、大人向け、関係者向けとさまざ
まな仕掛けが可能。
公募タイプ

・ 景観資源の公募。好きな風景スポットベスト 10、 ・ ひろく広報することで、活動の周知になる。
残したい風景、絵になる風景、風景写真コンテス ・ わが町の風景の価値を見直し、共有できる。
トなどのテーマで募集する。
・ 公募した写真をストックし活用できる。
・ インターネット上の地図サービスを利用し、閲覧
者が好きな風景をいつでも書き込んでいける場を
用意する方法もある。

講座タイプ

・ わがまちの歴史や文化、景観についての一般講座 ・ もともと関心が高く参加意欲のある層を対象に
を開催し、関心を高める。
し、市民リーダーを掘り起こしていくことがで
・ 景観形成に関わる事業者、関係者向けの講習を開
きる。
く。
・ 実務者を対象にすることで後の制度化を円滑に
・ 先行事例を見学、学習する。
する。

うるま市の市民景観ワークショップ。
内容はその都度かわらばんとして公表することで、参加者が成果を確認
できるとともに、参加者以外の市民にも活動を知らせることができる
13

景観の捉え方と将来像の考え方

1
2)

まちづくりの将来像
□将来像を定める□

将来にわたり残していきたい、つくって

・ 総合計画などと整合した、まちづくりの将来像を定める。

いきたい景観の目標像を定める。
景観はまちづくりと密接にかかわるため、
総合的な視点が不可欠である。
市町村の全体像のほか、性格の異なるエ
リアそれぞれの将来像、特に重点的に景
観づくりをするエリアの設定も行う。

景観づくりは単に外面を飾ることではなく、まちづくり
や市民生活と密接に関わっている。総合的な視点で将来
像を考えたい。
□ゾーニング□
・ 将来像を風景として具体化すると、景観特性や課題に応
じて、地域別、または類型別にゾーン区分が必要となる。
目指す方向性に応じて、市町村に合った方法で区分する。
・ 重点的に誘導するゾーン、現状を大きく損じないように
するゾーンなど、メリハリがあってよい。
□景観まちづくりの体系□
・ これまでのまちづくり・景観づくり、地区計画などの制
度のなかで、景観計画の役割をどう位置づけるかを検討
しておく必要がある。具体的な内容はⅣ章に記載するが、
当初より大きな流れを見通しておくことが望ましい。

うるま市の方針例。市民景観ワークショップを通じて定めたもの。
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第Ⅱ章

景観づくりの方針をたてる

景観の捉え方と将来像の考え方

1
3)

景観計画区域の設定

□ポイント□

□概要□

・通常、行政区域の全域を指定することが多い。一部を指

景観計画の策定にあたり、対象となる区

定することも可能であるが、景観計画を施行した市町村
については県の景観計画や条例が適用されなくなるため、
規制のない白地地域が発生するリスクがある。
また当初は最小限の内容からはじめて将来的に充実さ
せたい場合も、条例改正などの手続きを考慮すると、あ
とで区域を追加するよりも、景観計画区域は当初より広

域を設定する必要がある。
区域の範囲は自由に設定できる。都市 ･
農村、都市計画区域の内外にかかわらず、
すべての地域に設定することができるの
が特徴である。

く設定しておくことで柔軟な活用が可能と考えられる。
・景観地区や準景観地区、地区計画などの区域指定と重複
してかまわない。
・左頁のゾーニングに基づき、1 つの景観計画区域の中で
さらに重点地域を設定したりゾーン区分することは自由。
またその際には用途地域など既存制度を考慮し、届出手
続きを連動させることも工夫のひとつである。
・陸域のみならず、海域を含めて設定することも可能。海
の区域設定は、イノーの縁で区切る、海岸区域や港湾区
域で区切る、汀線から一定距離とするなど、自由である。

※ 図：国土交通省ホームページより
( 一部加筆）

重要路線の沿線、重点
的な区域などを自由に
ゾーン設定できる
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景観形成方針の考え方

2
1)

森林 ･ 緑の稜線

美しい山並みや緑の稜線の保全 ･ 回復を図るエリア

本項では、ゾーニングに応じた景観づくりの方向性をイメージしやすくすることを目的に、本県
の風景を 6 つに類型し（沖縄県『“ 美ら島沖縄 ” 風景づくり計画』の類型に準じる）、各々の特性に応
じた景観形成の視点について解説している。
市町村が景観計画を策定する際には、必ずしもこの類型に基づく必要はなく、具体的な空間特性に
応じてよりきめこまかなゾーニングを行うことになろう。

山並みや稜線は、地形の骨格をなすもの

□方針の例□

であり、ふるさとの風景の中でもいつま

「 建築物の立地にあたっては、場所性や周辺生態系、自

でも変わらない、風景をとらえる際の基

然地形との調和を第一とし、原則として山腹より高い位

盤的なよりどころである。

置の立地を避けるようにします。」

また森は水や命の源であり、風景におい

（石垣市風景計画／八重の山並み地区）。

てもうるおいややすらぎを感じさせる。
沖縄では集落を抱護する森を「クサティ
ムイ」と呼び、特別な愛着を抱いてきた。
短期間に更新される人工物などと異なり、
長期的な視点で守り育てるべき、重要な
景観要素である。
＜対象となるエリア＞

＜重点をおきたい誘導項目＞

○ 自然公園区域
○ 農山村地域
○ 離島
○ 脊梁山地
○ 都市計画区域内の重
要な山稜、丘陵
眺望

地形から突出しない規模、ス
カイラインを切らない高さ

規模 ･
高さ

色彩 ･
素材

形態・
意匠

緑化
既 存 の 緑 の 面 的 な 保 全、
開発の場合の手厚い緑化

＜他の法令・制度の活用＞
・ 自然公園（自然公園法）
景観計画の中で、自然公園内での許可基準を上乗せ基準を設定することが
できるため、既に自然公園に指定されているエリアでは積極的に活用したい。
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第Ⅱ章

景観づくりの方針をたてる

❖ 眺望
・特徴ある山容が地域の重要なランドマークとなってい
るような場合、眺望景の保全が風景づくりの目標の一
つとなる。主要な視点場からの見え方を検証し、将来
的に景観阻害物件が立地する可能性を検討して必要な
保全策を導入する。
❖ 規模 ･ 高さ
・稜線を切らない、山稜の連なる風景を分断しないこと
が目標の目安となる。
・沖縄の山は概して低く、風景の骨格となる山稜の規模

神が降りたと伝えられる特徴的な山並み。重要な
眺望景

も大きくないため、各地域で風景のスケールに見合っ
た人工物のスケール設定が必要となる。
・眺めの良い山上での開発が進むが、重要な場所ではあ
らかじめ保全の対策が必要であり、位置もポイントと
なる。
・鉄塔の配置が風景を乱していることがあり、注意が必要。
❖ 形態 ･ 意匠
・重点的に風景を保全育成したい場では、山並みの形態
に呼応する勾配屋根とすることも有効である。

稜線上の開発が進み、風景のメリハリが失われて
いきかねない

❖ 色彩 ･ 素材
・木材や瓦などの自然素材は、自然が主となる風土に最
も調和する色彩 ･ 素材色であり、望ましい。
・人工的なイメージの強い GY ～ RP（緑、青、紫など）
の色相、高彩度色は自然の背景の中で違和感が強くな
りがちである。鉄塔など規模の大きな工作物の塗装色
にも注意が必要である。
❖ 緑化
・面的な緑は、他の制度手法とも連動させながら保全を
図るべきものである。
・景観法を活用する場合には、斜面緑地の過剰な開発・
山並みの分断をふせぐため、開発行為において樹林の
保存や緑化基準を設けること、擁壁の規模を抑えるこ
となどが考えられる。
❖ その他
・自然公園区域ではより厳しい基準を設定し、本来の趣
旨にふさわしく誘導することが望ましい。

地形や緑になじむ勾配屋根の形態と色

※ 都市計画区域内の緑に関しては、以下
のような制度も活用可能。
・ 風致地区（都市計画法）
開発の許可基準とともに、敷地にお
いて確保すべき緑地率を定めることがで
き、都市計画区域内の重要な緑地をある
程度保全することができる。
・ 特別緑地保全地区 ･ 緑地保全地域（都市
緑地法、都市計画法）
都市計画区域内の面的な緑を現状凍
結的に保全することができる。減税措置
があるが、行政には買取要請に応じる義
務も生じる。
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景観形成方針の考え方

2
2)

自然海岸

亜熱帯の美しい自然海岸景の保全 ･ 回復を図るエリア

□方針の例□

亜熱帯の風土が育んだサンゴ礁、静かな
イノー、海中の豊かな色彩と生命、白い

「 急傾斜の海岸景観を保全します。斜面緑地そのものの

砂浜…。自然海岸景は、沖縄の風景の根

保全とともに、海崖のスケールを乱すような大規模建築

幹をなすものである。
また海岸景は本県の観光 ･ リゾートの魅
力の基盤であり、地域の経済活動と調和

物の規制を行います。また海への見晴らし景観が独占さ
れたり、無秩序な開発が行われることを 抑制します。」
（読谷村景観計画／海エリア）

しながらその美しさを守り、回復させる
ことは重要な課題といえる。

＜対象となるエリア＞

＜重点をおきたい誘導項目＞

○ 自然公園区域
○ 都市計画区域外
○ 離島
○ 自然海岸の残る地域

眺望
地形から突出しない
規 模、 ス カ イ ラ イ ン
を切らない高さ

規模 ･
高さ

色彩 ･
素材
風景のイメージに大きく
関わる。特にリゾートエ
リアで重要な誘導項目

形態・
意匠

緑化
既 存 の 緑 の 面 的 な 保 全、
開発の場合の手厚い緑化

＜他の法令・制度の活用＞
・ 自然公園（自然公園法）
景観計画の中で、自然公園内での許可基準を上乗せ基準を設定することが
できるため、既に自然公園に指定されているエリアでは積極的に活用したい。
・ 自然再生事業（自然再生法）
美しい自然海岸を回復する事業であり、景観づくりと協調して進めたい。
・ 景観地区・準景観地区（景観法、都市計画法）
海岸沿いに景観上重要なエリアが存することも多いため、景観地区制度を
活用して実効性の高い誘導を進めることも検討してよい。
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景観づくりの方針をたてる

❖ 眺望
・海や海岸への見晴らしが重要な景観資源である場合、
代表的な眺望点からの景観を検証し、必要な保全策を
導入する。
❖ 規模 ･ 高さ
・岬やダイナミックな海崖が景観の主となっているよう
な場合、そのスケールを大切にし、スカイラインを切
らないことなどが目標の目安となる。
・眺めの良い崖上での開発が進むが、逆に眺望される風
景としてみれば高層化が問題となる。
・大規模なリゾート施設などは、それ自体が地域と海岸
とを分断する要素となることがある。地域にふさわし

スケールオーバーな高層建築物が風景を矮小化し
てしまいかねない

い配置、規模のありかたを考えておく必要がある。
❖ 形態 ･ 意匠
・重要な景観資源である海岸域では、できるだけ質の高
いデザインを誘導したい。規制だけでなく、協議やデ
ザインのプロセスの工夫なども考えたい。
･ 人工構造物が景観や生態系を分断する要素とならない
ようデザインする。
❖ 色彩 ･ 素材
・木材や瓦などの自然素材は、自然が主となる風土に最
も調和する色彩 ･ 素材色であり、望ましい。
・リゾート景においては、主張の強い色を用いるデザイ
ンも想定されるが、こうしたデザインは可動工作物や

なじみやすい色が基本だが、外から見えにくいイ
ンナーな空間（囲まれた空間・囲繞景）であれば
大胆な色づかいもよい

小さなもの、あるいはインナーな景において許容する。
❖ 緑化
・防風防潮林の保全・育成につとめる。
・在来種・環境に応じた樹種を活用し、健全な緑を保つ。
・自然が主役の風景に調和させるために、開発に緑化条
件を設けることが考えられる。
❖ その他
・自然公園区域ではより厳しい基準を設定し、本来の趣

防風林も大切な景観要素。防風林を抜けて海が広
がるというドラマ性も活用したい

旨にふさわしく誘導することが望ましい。
・屋外広告物が乱立して美しい自然景を損なうことがな
いよう、誘導を強化することを検討する。
・海岸保全施設、道路など、風景に大きく影響する公共
物件も多いため、整合の取れた整備を図っていくには、
市町村主体による方針設定が望ましい。
・赤土対策・水質汚染対策などもあわせて進めることが
必要である。

海岸保全施設なども景観を損ねないよう配慮する
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景観形成方針の考え方

2
3)

世界遺産周辺

世界遺産の周辺風景をふさわしく保全・回復するエリア

平成 12 年に「琉球王国のグスク及び関連
遺産群」として世界遺産に登録された主
要グスク群は、世界遺産としての価値は
もとより、沖縄の精神文化や歴史的資源

□方針の例□
「 市民の歴史文化のよりどころ浦添グスク・伊祖グスク

が主役となる景観形成を推進します。」
（浦添市風景計画／歴史文化のよりどころ地区）。

の関係性、物語性を体感する上でも大切
な景観資源である。
世界遺産には環境保全のためバッファー
が設けられるが、景観面でもこれを活か
す必要がある。またグスクに関連する歴
史的なまちや文化遺産は、とくに重点的
に景観整備をすすめるべき対象となる。
＜対象となるエリア＞

＜重点をおきたい誘導項目＞

○ 世界遺産周辺
○ 世界的文化財周辺
世界遺産の多くは重要
な眺望景でもある
重要な歴史的地域に
見合ったデザイン

眺望
グスク等の存在を侵
さない規模・高さ

形態・
意匠

規模 ･
高さ

色彩 ･
素材

緑化

風景を乱さない
色彩

遺産のバッファーとし
ての緑を手厚く守る

＜他の法令・制度の活用＞
・ 地区計画（都市計画法）
都市計画区域の場合、周囲のまちの景観誘導の手法として、用途や容積率、
建ぺい率も定めることのできる地区計画を活用することも考えられる。
・ 景観地区・準景観地区（景観法、都市計画法）
世界遺産バッファーゾーンの環境保全を目的とした独自条例を設けている
市町村においては、景観計画や景観地区として改めて位置づけることにより、
法的拘束力を持たせることが可能になる。
・ 風致地区（都市計画法）
風致地区により開発を一定規制することも１つの方法である。
20
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景観づくりの方針をたてる

❖ 眺望
・重要なランドマークへの眺望確保のためには、紡錘形
の高度規制空間を設ける手法もある。ただし沖縄のグ
スクの場合は防御施設であるためか威容を強調する性
格はむしろ薄く、こうした手法によって限られた視点
場からの見通し風景を保全すべき場所は少ない。
・ただし関連遺産として、火立て（遠見台）ネットワー
クや信仰面でのお通しなど、見通しを要するものがあ
り、それぞれの特性に応じて、眺望確保のありかたを
検討すべきである。

眺望景観保全空間の概念図（京都市の例）

❖ 規模 ･ 高さ
・グスクの場合、多くは見晴らしの良い高地に立地する。
そのことは歴史的にも景観的にも重要な特性であるた
め、グスクを仰ぎ見る風景やグスクからの眺望を損な
わないよう、周囲の建造物が突出した高さ・規模にな
ることをあらかじめ防ぐ。
❖ 形態 ･ 意匠
・世界遺産の周囲には一般的な地域とは一線を画すバッ
ファーを設け、ふさわしいデザインにより景観を調和
させることが必要である。

世界遺産の背景に高層建築物や広告看板が出現す
ることがないようにする

・また世界遺産周辺地域は、歴史的に重要なまちや施設
が発達したり、信仰のネットワークが形成されるなど、
それ自体重要な地域であることが多い。そのような場
所は、景観地域のなかでもとくに重点的な景観誘導を
図るエリアとして位置づけ、より詳細なデザイン誘導
を行うことがふさわしい。
❖ 色彩 ･ 素材
・世界遺産周辺では、原則として自己主張の強すぎる色
づかいは避け、歴史的な景観になじむ YR 系の色相を

世界遺産の周辺区域では、重点的に質の高い景観
形成を図りたい

主にすることが望ましい。
・グスクから周囲を見下ろす景において、屋根の色は大
きな要素となる。カラー瓦や塗装色、防水塗料の色彩
には、彩度の高い青や緑、赤などがあり、人工的な印
象で違和感が大きいため、屋根の誘導には特に注意が
必要である。
❖ 緑化
・グスク等の足元の面的な緑は、他の制度手法とも連動
させながら、実効性のある保全を図るべきものである。

グスクから見おろすと色とりどりの屋根。世界遺
産という場所性に調和しにくい
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景観形成方針の考え方

2
4)

伝統集落・まちなみ

伝統集落は、沖縄の自然風土と先人の生
きる知恵とが生み出した文化の結晶とい
える。赤瓦の低い屋根、珊瑚の石垣、緑
濃いフクギの屋敷林などは、ただの飾り
ではなく、厳しい自然とともに生きてき
た知恵と経験の表出である。

沖縄の伝統的な集落景観をまもるエリア

□方針の例□
「 集落のまとまりのある風景を阻害しないよう、集落外

への立地を極力避け集落内への建築を誘導します。」
（石垣市風景計画／集落地区）
「伝統的まちなみ景観を保全・回復します。
」

（浦添市景観計画／伝統集落地区）

建替が進み、１軒１軒の姿が変わっても、
スージグァーや拝所などの骨組みはしっ
かりと残っていることも多い。
景観はかたちだけではなく、見えない財
産を含めて守り育てていくことである。

＜対象となるエリア＞

＜重点をおきたい誘導項目＞

○ 集落
○ 城下町
○ 離島

眺望
周囲から突出
しない高さ

規模 ･
高さ

伝統的素材の積極的利
用。落ち着いた風景を
乱さない色づかい

色彩 ･
素材

形態・
意匠

伝統的な意匠形態や
そのリズムに調和す
る形態

緑化

＜他の法令・制度の活用＞
・ 伝統的建造物群保存地区（文化財保護法）
歴史的な価値がある建築物等が一定程度集積しているまちなみを、文化財
として指定 ･ 保護するものであり、強力に保存される。
・ 文化的景観（文化財保護法）
地域独自の生業や風土により形成された景観を指定・保護するもの。田畑、
水路、道、垣根 ･ 屋敷林などが対象にあげられる。
・ 登録有形文化財（文化財保護法）
文化財よりも緩い規制で幅広く網をかけるものであり、主要な景観資源も
この対象に該当しうる。
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景観づくりの方針をたてる

❖ 眺望
・集落内の古くからの眺望点は大切にする。
❖ 規模 ･ 高さ
・まちなみの美しさ、そして暮らしやすい生活空間にとっ
てスケールは大切である。伝統的集落は平屋がふつう
で、概ね２階建てまでが多い。集落にもよるが、2 階
までであれば屋敷林の高さも超えず、伝統的なスケー
ル感を大きく乱すことは少ないと考えられる。
・建替が進んだまちでは、そのまちに応じたスケールを
検討する。

屋敷林に集落が包まれている。屋敷林のスケール
が集落の基盤となっている

❖ 形態 ･ 意匠
・沖縄特有の寄棟造りの屋根、さらには赤瓦素材や本瓦
の形式は、伝統的集落の重要な景観要素である。ただ
し、赤瓦葺きは費用負担も大きく、広い地域に義務づ
けるのは難しい。地域特性に応じた風景づくりの目標
をたてることになろう。
・アマハジ・ヒンプン等、沖縄ならではの風土と調和し
た空間デザインは、伝統的な形はもちろん、新たなデ
ザインの中に取り入れることを推奨するのもよい。
❖ 色彩 ･ 素材

伝統的な素材や技法によって伝統的集落景観を維
持している

・木材や瓦、石などの伝統的な素材を積極的に用いるこ
とで、調和する景観が生まれる。
・地域特性に応じて、素材やその使い方等をルールに置
き換えていく。
❖ 緑化
・旧来からの屋敷林は保全につとめ、失われた部分も捕っ
ていくことが望ましい。
・昔ながらのまち・むらでは、敷地内の花緑が道から垣
間見える風景が美しい。建替等の場合も空地が確保さ
れるよう、敷地面積の最低限度や緑化の基準を設ける

都市化した地域でも素材やデザイン要素の活用に
よって特色あるまちなみを演出できる

ことが考えられる。
❖ その他
・スージグァーからなる集落の骨格、拝所などを一体的
に歴史的な景観要素として捉え、保全を図る。
・駐車場の設置が石垣なみを失う要因になることがある
ため、地域に応じたルールづくりや共同駐車場の設置
などを検討したい。
・景観重要建造物の制度を活用した外観保全が可能。
･ 古民家のリストアップ、空家活用、部材の再利用など
により、大切な景観資源を活用していきたい。

大切にしたい屋敷林やスージグァー
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景観形成方針の考え方

2
5)

市街地

住みよい街の風景をつくるエリア

都市には多くの人が住み、多様な活動が

□方針の例□

営まれる。快適・安全でくらしやすい住

「 歩いて楽しい商業・業務地区の通り景観を形成します

宅地、経済活動の活発な商業地と、エリ

（公有空間）。」

アによって性格もさまざまである。
景観は都市ブランドのひとつであるとい
われる。まちの景観の骨格を読み解き、
メリハリのある景観形成を行っていくこ

（浦添市景観まちづくり計画／商業・業務地区）
「 住宅市街地の暮らしに密着した地域資源を保全・修復

します。」
（浦添市景観まちづくり計画／住宅市街地地区）

とで、まちの魅力が一層増す。
また美しく快適な街づくりは住む人に
とって最も大切なのはいうまでもない。

＜対象となるエリア＞

＜重点をおきたい誘導項目＞

○ 市街化区域
○ 土地区画整理地域
○ 新興市街地
○ 都市計画区域外の市
街地
○ 商店街

眺望

形態・
意匠

規模 ･
高さ

基盤的な色彩
の秩序づくり

色彩 ･
素材

壁面位置指定による
ゆとりづくりなど

緑化

＜他の法令・制度の活用＞
・ 地区計画、高度地区、風致地区（都市計画法）
用途、容積建ペイ率が指定できる地区計画の活用も有効である。また高さ
指定の場合高度地区なども考えられる。
・ 緑化地域（都市緑地法、都市計画法）
用途地域において、敷地面積に対する緑化率を定めることができる制度。
・ 景観地区・準景観地区（景観法、都市計画法）
とくに重点的に景観づくりを図るべきエリアにおいては、法的な拘束力の
強い景観計画や景観地区として位置づけることも考えられる。
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第Ⅱ章

景観づくりの方針をたてる

❖ 眺望
・まちを眺める眺望点は大切にし、そこから眺められる
まちなみ景観を検証する。
❖ 規模 ･ 高さ
・土地利用や地形に鑑みながら、まちの将来像に見合っ
た望ましい高さをきめこまかに定めることができる。
❖ 形態 ･ 意匠
・密度の高い都市部では、景観にとって大切な「際（きわ）」
部分に余裕がなく、無味乾燥な風景になりがちである。
目一杯に建てることで隣家や道路との距離もとれず、
互いに暮らしにくい、よそよそしいまちになってしま
う。塀の高さ制限、壁面線の指定、敷地の道路沿い空
間の工夫などにより、風景と暮らしにゆとりをつくる。
・商店街などで個性や賑わいをつくりたい場合にも、正
面デザインにルールを設けるなどして活用できる。
・ピロティ形式の駐車場の連続、ブロック塀の連続など
により、歩行者目線では暗くつまらない、歩きにくい

歩行者専用道を配するとともに、低い石垣や植栽
などをルール化した新市街地

まちになりかねない。こうした課題に対し、垣柵や緑
の設置誘導を行うことなどが考えられる。
・その他、屋根並みのリズムをつくること、水タンクな
どの雑多な附属物に一定のルールを設けること、駐輪
場やゴミ置き場の確保などと、地域の景観課題に応じ
てさまざまに設定可能である。
❖ 色彩 ･ 素材
・都市においては建物で風景が構成されるだけに、外壁
の色の役割はより大きい。違和感のある色づかいを抑
えること、基調色に秩序をつくることが考えられる。
・街路施設や公共物の色彩が景観に占める割合も大きく、

勾配屋根をルール化した地区。まちなみに一定の
リズム感、統一感がある

秩序が必要である。
❖ 緑化
・緑の少ない市街地では、敷地ごとの緑化をいっそう推
進することが望まれる。またできる限り道沿いに緑を
配置し、都市景観向上に寄与するよう誘導を図りたい。
・垂直緑化、屋上緑化も積極的に推進すべきである。
❖ その他
・屋外広告物は、地域に応じたルールをつくり、より優
れた景観形成を目指すことが望ましい。
・コンパクトシティ、ユニバーサルデザイン、エコシティ
など新たな街のあり方と景観形成は切り離せないもの

あふれる屋外広告物。地域性が感じられにくい

であり、一体的に考えていく。
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景観形成方針の考え方

2
6)

農村

農地・緑地を生かした文化的風景の育成・回復を図るエリア

□方針の例□

農村景観は沖縄らしさを強く感じさせる
風景のひとつであり、亜熱帯の自然風土

「 サトウキビや紅イモ、電照菊など読谷の特徴ある農地

のなかで育まれた姿は、文化的風土景観

景観を景観資源として活かします。風除けや赤土流出防

ともいえるものである。
農地の多面的な機能を生かしつつ、美し
い景観づくりをすすめることで、魅力的

止の施設として植栽を活用するなど、快い景観づくりに
配慮します。」
（読谷村景観計画／ハル（農地）エリア）

な活力ある地域づくりにつながる。

＜対象となるエリア＞

＜重点をおきたい誘導項目＞

○ 農業振興地域
○ 市街化調整区域
○ 漁村

農村の低層集落のス
ケールを逸脱しない

眺望

規模 ･
高さ

色彩 ･
素材

形態・
意匠

緑化
緑の効用を活かした
持続的環境づくり

＜他の法令・制度の活用＞
・ 農業振興地域整備計画（農振法）
景観法に基づく景観農業振興地域整備計画を策定する場合には、同計画の
体系内への位置づけが必要となる。
・ 田園環境マスタープラン（* 関連計画）
類似の計画に上記があるため、すでに策定している場合には整合を図る必
要がある。

26

第Ⅱ章

景観づくりの方針をたてる

❖ 眺望
・農村・漁村風景を眺める眺望点は大切にし、そこから
眺められる風景を検証する。
❖ 規模 ･ 高さ
・近年、規制が緩く環境の良い白地地域におけるマンショ
ン・リゾート住宅の開発が進み、周辺の住宅とかけ離
れた規模・高さの建物が突然出現し、景観と生活環境
を乱す例がみられる。
・農村風景の秩序、美しさを守るためには、規模そして
配置が最も大きな課題といえる。
❖ 形態 ･ 意匠
・広がりある農地景の中では、中層以上の規模のものは

広がりある農村景のなかで突出する規模の建築物

いやおうなく目立つ存在であり、形態意匠はできるだ
けシンプルなもの、なじみ深いものが望ましい。
❖ 色彩 ･ 素材
・開けた風景の中で、中層以上の規模のものは遠くから
もよく目に付きやすく、色彩にはいっそう注意が必要
である。いたずらに目立たせることなく、緑の風景に
なじむナチュラルな色を基調に用いることが望まし
い。
・手近な素材として、トタンやプラスチック、FRP 廃材
などが屋敷周りや農地で用いられやすいが、景観的な

主張の強い色合いが、周囲の落ち着いた自然景観
のなかで浮いている

配慮も育てていきたい。
❖ 緑化
・海に囲まれた県内では、農村において防風林は欠かせ
ないものであり、機能と美しさの両面から保全育成し
ていくべきものである。
・農地の畦の緑は、沖縄の環境・景観上の大きな課題で
ある赤土流出を防止する効果が高く、景観資源として
も活用できるところから、積極的に設置を推進すべき
ものといえる。
・観葉植物、オクラレルカ、ラン、田イモなどといった、
地域それぞれに力を入れている作物は、風景づくりに
おいても活用を図っていく。
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Ⅲ章 景観計画の細目をつくる
ここでは、景観計画の項目に基づき、行為の
制限に関する事項など具体的な基準の生じる
ものについて解説します。
基準は市町村が景観計画の中である程度自由
に定めることができ、法を使いこなす実務上
もっとも重要なポイントです。
将来の望ましい景観を形成するために必要な
ことはきちんと定めておく必要があります
が、一方では私権の制限の面もあることから、
必然性などについては十分検討が必要です。
Ⅲ章では、基準設定のヒントとなるよう、根
拠となる資料を整理しました。なお基準は必
ずしも数値化されるとは限りませんが、実務
の参考となるよう、数値基準も例示につとめ
ています。
また沖縄には特色ある歴史風土を背景とし
た、独自の建築文化、緑の生かし方があるこ
とから、基準づくりにはこうした特性を生か
せるよう解説しています。

行為の制限

1
1)

届出対象

届出対象とする行為を定めるもの。建
築行為や開発行為のほか、景観に影響
のある行為を指定できる。届け出た物
件は景観基準との適合をチェックさ
れ、適合しない場合勧告や変更命令を
受けることになる。

□ポイント□
・ 対象となる行為には、景観法で定められた「必須届出対象
行為」と、景観行政団体が選択して付加できる「選択可能
な届出対象行為」がある。
・ 届出対象を限定したい場合には、景観行政団体が条例で適
用除外とする対象行為を定めることができる。
・ 景観行政団体は、より強制力の強い、変更命令の対象とし
て「特定届出対象行為」を定めることができる。
・ 届出に先立つ「事前協議」を義務化することによって、景
観形成の誘導をスムースにすることができる。
□届出から勧告 ･ 変更命令等の流れ□
届出対象行為

景観法16条に規定する行為（建築物・工作物・開発など）
但し、景観行政団体の条例で適用除外とすることも可能

自主条例で定める協議

事前協議

第３者による助言

行為をより早い段階から誘導できる

専門家や市民の参加

届出物件に対応する景観形成基準の設定

景観法に基づく届出

届出対象行為に対して、勧告又は変更命令
を行うためには、制限基準としての景観形
成基準を定める必要がある。
《建築物・工作物に対し制限可能な項目》
・建築物又は工作物の形態又は色彩その他
の意匠
・建築物又は工作物の高さの最高限度又は
最低限度
・壁面位置の制限又は建築物の敷地面積の
最低限度
・その他建築物ごとの良好な景観形成のた
めの制限（敷地内の緑化や外構部の材
料・デザインなど）
《開発行為において制限可能な項目》
・切盛土によって生じる土地の高低差の最
高限度
・開発区域内における建築物の敷地面積の
最低限度
・木竹の保全又は植栽を施す土地の面積の
最低限度
勧告又は変更命令の基準となる景観形成基
準は、可能な限り客観的な基準とすること
が望ましい。特に、特定届出対象行為に係
る景観形成基準については、少なくとも例
示を示す等、明示的な基準とすべきである。
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行為の届出
法16条1項

審査

景観形成基準への適合のチェック

適合

不適合
届出より
30日以内

特定届出対象行為
法17条1項

不適合

勧告

届出より
30日以内

法16条3項

適合

行為の着手

適合

90日まで
延長可能

変更命令
法17条1項

不適合

法18条：原則として届出より30日間は着手不可

現状回復命令
法17条5項

第Ⅲ章

□数値基準の考え方□
❖ 市街地
・ すでに市街化・中層化が進んだ地域では、中低層建築物は
都市景観に大きな影響を与えないと想定し、13 ｍ以上（4
階建てを超える物件の目安）を届出対象とすることが考え
られる。
また敷地面積の規模の大きな物件は都市景観への影響が
大きいため、届出対象候補となる。
・ 届出件数と業務量のバランスにも注意が必要となる。
※ 沖縄県条例による大規模物件（高さ 13 ｍ以上）による届出件

景観計画の細目をつくる

参考：沖縄県における届出件数
※沖縄県における建築確認件数総数
（なお、計画通知や計画変更申請の件数も
含まれているため、建築物件数はこれよ
り少ないと想定される）
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度

５，９５２
４，１７７
４，５００

件
件
件

※大規模行為届出件数（建築物）
平成１８年度
平成１９年度
平成２０年度

４４７
２８９
２５９

件（8％）
件（7％）
件（6％）

数は、建築確認総数の 1 割以下である。
※ メインストリートや歴史的地区、世界遺産周辺地区など特に景
観上重要なエリアについては、重点地域などとして別途届出対
象を定めることができる。
※ 地区計画を定めている場合、両方の届出が必要となる。

参考：特定届出対象行為とは
・「特定届出対象行為」は、届出を要する建
築物及び工作物に関する行為のうち、特
に良好な景観形成を誘導したい行為を、
景観行政団体が条例で定めるものである。

❖ 郊外部・集落
・ 低層の住宅が主であるにもかかわらず都市計画区域外など
で既存の法制度による高さ規定がない地域では、届出の幅
をより広げて誘導できるようにすることが望ましい。
・ リゾート施設など大規模な開発・建物は特に重要な物件と
なる。
※ 虫食い的な開発をとどめたい石垣市では、郊外部では実質すべ
ての建物を届出対象としている。また、白地地域での中高層建
築物の誘導に重点をおく読谷村では、建築面積 500㎡を超える
ものを届出の対象としている。
※ 低層住居専用地域であれば 10m ないし 12m の高さ制限があ
ることを参考にすれば、届出対象としてはこれを超える高さが
ひとつの目安と考えられる。

・特定届出対象行為に対しては変更命令を
行うことができるとされているが、その
対象は、建築物及び工作物の形態意匠（形
態又は色彩その他の意匠）に関してのみ
となる。高さ等の定量的な基準について
は、必要な場合はあらかじめ数値によっ
て規制されているので、変更命令の対象
とされていない。
・
「特定届出対象行為」に指定することによっ
て、規制が強化され、建造物の形態意匠
の自由度が少なくなるが、長期的に考え
ると良好な景観が形成又は保全されるの
で、将来的には当該地域にとってのメリッ
トは大きい。
・沖縄では、伝統集落の保全や、世界遺産
となっているグスク周辺部などの景観形

❖ その他

成の誘導には有効と考えられる。

・ 既に市街地化が進み、建物が密集して建っている地域にお
いて、良好な景観形成への誘導は難しく、あまり高い水準
の規制を行うのも困難である。
しかしこのような密集市街地においても、建築主や設計
者に対する景観意識の向上のために、基準は低水準でも届
出を義務付けることもひとつの方法といえる。
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□手続きの円滑化のための工夫□
❖ 事前協議
景観法による勧告は、届出のあった日から 30 日以内にし
なければならないので、大規模な計画などにおいて、この
期間内では計画の確認や調整が間に合わないケースも十分
に予想される。
また、民間の建築確認検査機関が、景観計画の届出を行っ
ていない計画に建築確認申請を決裁し、着工時にトラブル
となった事例があり、事業者や設計者に対して、景観計画
の内容を周知するためにも、事前協議が有効と考えられる。
そこで実際に幾つかの景観行政団体では、景観法で定め
られた届出の前に事前協議を行うように、自主条例などの
他制度と連携させている。
景観法において「適用除外となる届出対象行為」などの
条例委任で定める事項と合わせて、事前協議の位置づけも
含めた自治体の景観施策をまとめて、景観条例を策定して
いる景観行政団体も少なくない。
また、この事前協議の段階において、景観の専門家や一
般市民などの第３者の意見を聞いて、行為に対する助言を
行う場を設けているケースもある。
※ 開発計画の内容を事前に地域住民が把握できるよう、立札表示
等を義務づける方法もある。
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■■■

景観計画の細目をつくる

もっと詳しく！届出対象行為 ■■■

▼必須届出対象行為（景観法第 16 条第 1 項）
・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（1 号）
・工作物の新築、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（2 号）
・都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発行為その他政令で定める行為（3 号）

▼選択可能な届出対象行為（景観法第 16 条第 1 項第 4 号、同施行令第 4 条）
・土地の開墾、土砂の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
・木竹の植栽又は伐採
・さんごの採取
・屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
・水面の埋立て又は干拓
・夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件（屋外にあるもの
に限る）の外観について行う照明
・火入れ

▼適用除外となる届出対象行為（景観法第 16 条第 7 項）
・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令（同施行令第 8 条）で定めるもの（1 号）
・非常災害のため必要な応急措置として行う行為（2 号）
・景観重要構造物について，景観行政団体の許可を受けて行う行為（第 3 号）
・景観法第 8 条第 2 項第 5 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（第 4 号）
・景観重要公共施設について、景観法第 8 条第 2 項第 5 号ハに規定する道路法等による許可を受けて行うものの内、
景観計画に基準が定められた行為（第 5 号）
・景観農業振興地域整備計画の区域内の農用地区域内において，農業振興地域の整備に関する法律の許可を受け
て行う開発行為（第 6 号）
・国立公園又は国定公園の区域内において，景観計画に基準が定められた自然公園法による許可を受けて行う開
発行為（第 7 号）
・景観法第 61 条第 1 項の景観地区内で行う建築物の建築等（第 8 号）
・景観法第 72 条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工作物の建設等（第 9 号）
・都市計画法に基づいた地区計画等の区域内で行う土地の区画形質の変更，建築物の新築，改築又は増築等の行
為（第 10 号）
・その他政令又は景観行政団体の条例で定める行為（第 11 号）

▼届出対象の限定（景観法第 16 条第 7 項 11 号）
前述の適用除外となる届出対象行為の中の「景観行政団体の条例で定める行為」として、地域の実情に応じて
景観行政団体は条例で適用除外とする行為を決めることができる。つまり、特定の規模や条件の建築物等のみを
届出対象とする場合は、それ以外の行為を適用除外にすることで、届出対象を限定することができる。

▼勧告・変更命令
景観計画で定められた届出対象行為については、景観行政団体に、その行為の種類、場所、設計又は施行方法、
着手予定日、その他必要な事項を届出なければならない。景観法の制定によって、景観行政団体は、その届出に
対して建築物等の形態又は色彩その他の意匠、いわゆる「形態意匠」に、法的拘束力のある「勧告」又は、後述
の特定届出対象行為に対する「変更命令」を行うことができるようになった。

▼特定届出対象行為（景観法第 17 条）
景観行政団体が、良好な景観の形成のために必要に応じて、景観法第 16 条第 1 項第 1 号又は第 2 号の届出を
要する行為の中で、特に良好な景観形成を誘導したい行為を、条例によって「特定届出対象行為」と定めること
ができる。当該行為の対象になると、
「形態意匠」について景観行政団体は「勧告」よりも強制力の強い「変更命令」
を行うことができる。
「変更命令」は、「勧告」と同じように届出から 30 日以内に行うとされているが、実地の調査をする必要があ
るとき等に限り、最長でその日数を 90 日まで延長することができる。但し、その際には、当該行為の届出をし
たものに対して、延長する期間と理由を通知しなければならない。
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1

行為の制限

2) の① 建築物 ･ 工作物─── 規模 ･ 高さ（眺望）

眺望景観は、自然景である海や山など

□ポイント□

から得られる景観であり、遠方への視

・ 眺望景観は、「良好な景観の形成のための行為の制限」とし

界の広がりが必要になる。人工物であ

て、裁量的に定めることができる。

る建築物などが視界の広がりや自然景

・ 沖縄での眺望景観には、山並みや海岸線を含めた海などの

内に立地することで眺望景に大きく影

自然景観、グスクなどの歴史的な遺構や伝統集落などの地

響する。

域のランドマーク（シンボル）となる景観などがあり、こ

視距離が近い、中景などにおいても、
建築物等の高さ・規模が大きい影響を
及ぼすことから、行為の制限により誘
導する。

れらの景観特性・構造を整理して景観計画へ反映させるこ
とになる。
・ 沖縄のグスクなどは、眺望景観での視点場となる一方、低
地からの眺望対象ともなる。両者をふまえて保全を要する
区域を検討することが必要である。
・ 眺望景観では、複数の行政区域にまたがることもあること
から、景観協議会などを活用して共通の眺望景観への対応
が必要となる。
・ 眺望景観を保全するために、建築物等の高さ・規模・形態
意匠・色彩などを総合的に誘導することができる。
・ 工作物である鉄塔などは、眺望景観を阻害しない位置への
誘導が必要となる。

南部の緑地からの俯瞰景（見下ろす景観）

□眺望景観の考え方□
・ 眺望景観では、眺望する視点場（範囲）と対象となるもの（対
象物 ･ 範囲）などを整理することからはじめる。
・ 視点場には、固定点（ポイント）と、道などを移動しなが
ら眺めるような一定の広がりをもった範囲としての視点場
がある。
・ 眺望景観の眺望対象も、グスクなどのランドマーク眺望（点
要素）、緑の稜線が連なるパノラマ眺望（面要素）などが考
えられる。

眺望景観では、「視点場の点・面」と「眺望対
象地の点・面」の組み合わせが考えられ、周
辺や中間位置に行為地（建物・工作物）がある。

・ 眺望点となる視点場と眺望対象の組み合わせにより、眺望
景観がつくりだされる。実際の眺望景観では、仰ぎ見る景
観（仰視景）や見下ろす景観（俯瞰景）などの実態を把握して、
規模 ･ 高さや色彩、形態意匠を誘導することになる。
・ 眺望点（視点場）や周囲などは景観計画区域の中に含まれ
るのが一般的であるが、眺望対象は必ずしも含まれないこ
ともあり、眺望点からの景観計画区域の範囲を検討する必
要がある。
・ 離島では、船舶交通が重要であり、船上からの眺望景観や
ゲートとなる港を含めた景観を誘導する必要がある。

北部の山間の仰視景（見上げる景観）
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・ 新規道路やトンネル建設により、新しい眺望景観が形成さ
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れることがあり、建設計画とあわせて眺望景観を検討する

景観計画の細目をつくる

遠景

必要がある。
□眺望景観での遠景 ･ 中景の考え方□
・ 視点から対象までの距離（視距離）により、眺望景観に対

中景

する建築物などの与える影響が変わることから、対象まで
の距離により相対的に「遠景・中景・近景」などに分ける
ことが一般的である。

近景

① 視点場
・ 視点場は、対象物や区域（視対象）をとらえる点、または
領域である。視点場からの景観範囲は、対象物への方向で
の線または紡錘形、視点近傍の景観要素の影響を考慮して

視点場からの遠景・中景・近景分類イメージ

面的に捉えることとなる。
・ 沖縄での視点場としては、丘陵地やグスクなどの歴史的な
遺構の高台などが想定される。
・ 視点場はすでに知られている眺望ポイントのほかにも、地
域に埋もれた景観資源を発掘し、活用したい。
②

遠景

・ 遠景では主に海 ･ 山などの自然景観内での誘導基準が必要
となり、主な視点場などからの眺めや稜線、緑地高（量）
などから勘案して誘導することが望ましい。
・ 視点場からの自然地形や地域のシンボルとなるものを阻害
しないようにするため、人工物である建築物や工作物等の
規模 ･ 高さを主に誘導する。

勝連城跡を眺望対象とした眺望景（上）
勝連城跡を視点場とした眺望景（下）

・ 対象地の周辺に緑地を確保し、対象物に視線を導くととも
に景観阻害物を抑制する手法も効果的である。
③

中景・近景

・ 中景や近景における要素は、視界の中での影響がより大き
くなるとともに、ディティール（詳細部分）まで視認され
るため、まちなみの連続感や雑多な要素の抑制などが必要
となる。遠景にも影響する高さ規模はもちろん、屋根面の
形状、色彩、形態意匠の誘導も検討する必要がある。
・ 緑には縁取り効果や雑多な要素の遮蔽など、修景の役割が

遠景の構図の例。海や山並みのシルエット、
大規模構造物が風景の主な要素となる

あることから、視点場の周辺に緑地を確保したり樹木を植
栽する修景手法も効果的である。

よく見ると遠景部分に中層建築が立地してい
るほか、中景程度の距離に既存集落があるが、
近景を構成する樹林の修景効果が高いために
ほとんど気にならない。
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1

行為の制限

2) の① 建築物 ･ 工作物──規模 ･ 高さ（周辺景観への調和）
□ポイント□
・ 土地利用などによって、規模・高さの異なった景観が既に
形成され、将来的な誘導の方向も異なることから、区分に
応じてそれぞれ異なった基準を設ける。
・ 大規模なものは、周辺の自然景観やまち並みと調和させる
ため、建築物等の分割などを行うことが望ましく、調整の
ために定性的・裁量的な項目を設けることができる。
・ 高さでは、定量的な数値基準、文言による定性的基準、ま
たこれらの両方を組み合わせての誘導が可能である。現況
の自然景観での樹木高さ、都市景観での低層住居地域に見
られる高さ制限などを参考として、行為の制限の数値基準

低層の既存集落地内で中層建築が際立って目
立つ状態（上）。これらの高さを誘導し、形態・
色彩を変更することで、風景になじませるこ
とができる（下）。

を設ける。
・ 高さなどの誘導は私権の制限に直結することも多いことか
ら、現況調査を十分に行った上、方針を明確にしながら誘
導する。
・ 定性的基準を設ける場合には、裁量的な判断をする第三者
機関（審査会）や景観アドバイザー制度を活用したい。

□規模の考え方□
・ 大規模な建築物は、周辺の自然景観やまち並みで際立って
大きく目立つことが多く、建物の分割・分節などにより、
建物規模による見え掛り部分の調整を考える。
・ 既存のまち並みでは、既存規模に調和する外観の分節、緑
地空間への分棟、周辺部分の緑化により外観上の建物分節
を計画することで緑による修景を考える。
・ 規模の考え方では、建築面積や延べ床面積などの数値基準
を設けて届出対象として誘導することが可能であるが、外
観に関しては裁量的な取扱いが考えられる。
・ 規模については、建物高さの影響も考慮する必要があり、
更に商業施設などの大規模建築物では、前面道路からの壁
面線の後退や色彩、緑化などを総合的に誘導することが望
ましい。
※ 中小規模建築が建ち並ぶ地域では、建築面積５００㎡を超える
ものを届出対象とし、チェックすることが考えられる。
既成集落後背に位置した大規模建築物を例と
して、建物の分節を行うことで、後背地緑地
による修景や障壁要素が低減できる。加えて、
規模のみでなく、高さと色彩などを同時に誘
導することで風景になじませる。
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□高さの考え方□
建築物等の高さは、景観に大きな影響を与えており、風景
になじませるための誘導が必要となる。建物高さについては、
現状の土地利用を踏まえて、土地利用区分に沿っての数値基準
などが必要となる。加えて、歴史遺産や地域のシンボル的な存
在の周辺では、眺望景を同時に考慮する必要があり、誘導では
高さに加えて、規模・色彩・緑地などを総合的に誘導すること
が望ましい。

森林・緑の稜線の風景

① 森林・緑、自然海岸
・ 視点場からの自然景観を阻害しないために建物位置と共に
建物高さの誘導を行う。数値基準では、視点場からの周辺
状況を参考にして定めることになる。
② 世界遺産周辺
・ 視点場と対象地となる世界遺産周辺部では、低層住宅程度
高さを基準とする保全エリア、バッファーゾーン、これら
の周辺部に区分して基準を設けることで、遠景から中景に
及ぶ景観を保全する。
③

市街地景観

・ 秩序ある開発を進めるべき市街地では、特に高度利用すべ
き地区での高さの定め、あるいは眺望景を保全するための

勝連城跡周辺
の緩衝帯と周
辺建物を含め
た風景

高さ規制などが想定される。高台での高層建築物の立地、
グスクなどのランドマーク周辺においてそれを超える高さ
の建築物などが主な誘導対象と考えられる。
※ メインストリートや歴史的地区、世界遺産周辺地区など特に景
観上重要なエリアは、重点地域などとして別途届出対象を定め
ることができる。
※ 地区計画を定めている場合、「建築物等の高さの最高限度」が
適用される。

④

郊外部（農村）景観

・ 用途地域の指定のない地域では、現状が低層の住宅が主で

市街地の景観

あるにもかかわらず、既存の法制度に高さの規定がないた
め、届出の幅をより広げることで、誘導できるようにする
ことが望ましい。これらは、都市計画区域外でも同様に誘
導することが望ましい。
・ リゾート施設など大規模な開発・建物は特に景観に与える
影響が大きいため、高さのみならず、建築面積又は延べ床
面積により、誘導することが望ましい。
・ 工作物については、建築物に準拠しつつ、想定される高さ、
幅、形態などにより誘導することが望ましい。
※ 未線引き・白地地域でも低層住宅を主にする地域であれば、低
層住居専用地域の 10m 又は 12m の高さ制限が一つの目安と
なる。

本島南部郊外部の景観（上）
本島中部郊外部の景観（下）
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※ 中層集合住宅などを許容範囲と想定すれば、勾配屋根つきの 4
階建てが可能な 13m、5 階建てが可能な 16m が区切りとなる。

⑤

伝統集落景観

・ 本島北部や離島での集落景観は、地域の歴史が未だ色濃く
残る地域として、保全的な考え方により誘導することが望
ましい。
・ 集落景観では、数値的な建物高さだけではなく、階数や軒
高さなど、集落の状況に応じた誘導とし、周辺からの遠景
本島北部の集落景観（大宜味村喜如嘉）

や中景などの視点も考慮して誘導することが望ましい。
□ 建築物等の高さの算定□
・ 建築物等の高さは、景観の視点からすれば、一般的な建築
基準法上の高さの定義ではなく、見え掛かりの姿の高さを
用いることで適切な誘導ができる場合も多い。
※ 建築基準法による高さを採用した場合、塔屋や地下階が除外さ
れてしまうため、受水槽が突出したり、斜面を利用して階数を
大幅に増やす建築を許容することになりかねないという問題が

景観計画で高さを独自定義する場合の例

ある。一方、申請手続きと連動できる利点もある。

□（規模）・高さの数値基準の設定例□
区

分

高さの数値基準例
（定量基準例）
◇稜線上の建物高さ１０ｍ以下
◇同 ２階建て以下

森林・緑
の稜線

基準の考え方
（定性基準例）
◇山並みや稜線を遮らない
◇主要な視点場からの眺望を確保

組合せ基準（例示）
◇建物等高さは原則として 10 ｍ以下とするが、周辺
の風景と調和するように工夫された場合はこの限り
でない。（原則・例外型にて表記）

◇海岸線からの特定距離を示し、この範囲 ◇海岸線や岬のラインを遮らない
は高さ１０ｍ以下若しくは、建物階数を ◇海崖のスケールを乱さない
設定
◇代表的な眺望点からの見晴らしを確保

自然海岸
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組合せ基準（例示）
◇建物等高さは原則として 10 ｍ以下、又は自然海岸
への眺望を遮らない。（定量、定性基準を並列）
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（保全エリア、バッファゾーン）
◇世界遺産等の視点場からの眺望を確保
◇ 世界遺産周辺から特定距離や範囲を示 ◇主要な視点場から仰ぎ見る世界遺産の風景を
し、高さの数値基準を設定
保全
（例：座喜味城跡周辺地域＝ 12 ｍ以下）
◇世界遺産からの眺望を乱さない高さに誘導
（関連する周辺部）
◇ 上記の周辺部では、建物高さを設定（眺
世界遺産
望、仰視景を保全）
周辺
組合せ基準（例示）
◇建物等高さは原則として 10 ｍ以下、又は世界遺産
への眺望を遮らない。（定量、定性基準を並列）

市街地

◇都市計画法・建築基準法での高さとする ◇土地利用に沿った高さを誘導
か、特定の視点場からの眺望を考慮した ◇グスクなど主要な視点場を定めて眺望を確保
高さの数値基準設定
◇主要道路からの幅の領域を定め、この領
域は高さの数値基準設定（まちなみを揃
えたい沿線）
（郊外部）
◇都市計画法・建築基準法での規制高さと
するか、特定の視点場からの眺望を考慮
した高さ 13m 以下
（その他）
◇建物高さ 16m 以下
（既存集落）
◇低層住居地域と同様に建物高さ 10m 以下
（その他）
◇建物高さ 13m 又は 16m 以下
◇３階又は５階以下

◇既存集落（周辺建物）を基準として調和を保
つ
◇周辺の樹木などを基準とした高さ

農村

伝統集落・ （低層地域）
周辺部
◇建物高さ１０ｍ以下、軒高７ｍ以下
◇２階建て以下

◇既存建物との調和
◇敷地周辺の樹木高さ以内にとどめる
◇集落周辺からの見え方に（集落へのアプロー
チ部分、視点場）配慮

組合せ基準（例示）
◇建物等高さは原則として 10 ｍ以下、又は周辺部分
との調和に配慮する

39

1

行為の制限

2) の② 建築物 ･ 工作物─── 壁面位置 ･ 敷地面積

敷地境界から壁面後退や最低敷地面積
などのルールづくりによって、建築物
などの配置を規制し、その街の目指す
べき景観の形成へと導く。

□ポイント□
・ 道路境界からの壁面後退によって、建築物の圧迫感を和ら
げ、ゆとりのある街並みをつくることができる。沿道緑化
誘導と組み合わせるとより効果的である。
・ 隣地境界からの壁面後退によって、隣棟間隔にゆとりを持
たせ、良好な街並みをつくることができる。
・ 敷地面積の最低限度を定めることにより、敷地面積を一定
規模以上確保し、過密感や乱雑感のない街並みをつくるこ
とができる。
・ 既存建物の配置や、敷地面積の現況を数値基準とすること
により、既存の景観を保持することができる。
□数値基準の設定例□
❖ 住宅地
壁面後退距離
新規

道路境界部に緑地を設け植栽を施している事
例（那覇市内）

最低敷地面積

・道路境界線から 1.5 ｍ又は２ｍ ・150 ㎡ 以 上

開発地

以上、隣地境界線から１ｍ以上 （ 那 覇 新 都
（那覇新都心地区計画の事例）
・道路境界線・南側隣地境界線か

心地区計画
の事例）

ら２ｍ以上、東及び西側隣地境
界から 1.5 ｍ以上、北側隣地境
界線から 1.2 ｍ以上（マリンタ
ウンラコスタの事例）
既存

・道路境界線から５ｍ以上、隣地

集落

境界線から２ｍ以上（石垣市景
観計画の事例）

壁面後退のルールに沿って造られた新しい住
宅街の事例（与那原町内）

❖ 商業地
壁面後退距離
新規
開発地

最低敷地面積

・道路境界線から２ｍ又は 2.5 ｍ、・建築物の敷
４ｍ以上（那覇新都心地区計画

地 面 積 は

の事例）

250 ㎡ 以 上
（那覇市地
区計画（沿
道地区）の
事例）

厳しい敷地条件でも壁面後退をして緑化を施
す街づくりを行っている事例（那覇市内）
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既存

・道路境界線から 0.9 ｍ以上（那

集落

覇市都市景観形成地区（龍潭通
り沿線地区）の事例）
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□数値基準等の考え方□
❖ 住宅地（新規開発）
・ 住宅地における隣棟間隔は、良好な住環境をつくる上でも

建物

重要な要素といえるので、少なくとも建築基準法の第一種
低層住居専用地域における 1.0 ｍ～ 1.5 ｍ程度は確保したい。
・ 同じ隣地境界線からの壁面後退でも、建物の南側は北側よ
りも大きい数値設定にするなど、方位により数値を変える
方法もある。
・ 住宅本体だけでなく、門扉や車庫といった工作物の位置や
高さについてのルールをつくる必要がある。

道路

△ 敷地面積の最低限度を定めた場合
敷地が一定規模以上に保たれるので、ゆと
りのある良好な街並みが創られる。

❖ 既存集落
・ 既存建物の配置や、敷地面積の現況数値の平均値を調査し、

建物

それを数値基準として採用する方法がある。
❖ 商業地
・ 比較的高層かつ高密度で建築物が造られる商業地域におい
ては、道路境界からの建築物の低層部及び高層部の壁面後

道路

退が、景観形成の重要な要素となる。
・ 壁面の後退距離を定める際には、道路も含めた建物間の距
離Ｄと、沿道建築物の高さＨの比率Ｄ／Ｈによって、人の
空間への感じ方が変わってくるので配慮が必要となる。
・ 低層部を壁面後退させた部分の空間を、植栽空間にするか
歩行空間にするか、商品ワゴン置き場や駐輪スペースとす
るか、などによっても後退距離が変わってくる。なお後退
空間が有効に生かされるよう、利用目的についても共通認
識を持つことやルールづくりが必要である。
・ 既存市街地で敷地条件が厳しい地域においても 0.9 ｍ程度の

△ 敷地面積の最低限度を定めない場合
敷地が細分化され、統一感のない過密な街
並みとなってしまう。
D/H

❖ 共通事項
・ 道路境界線からの壁面後退の距離は、接する道路の全幅や
歩道の設置状況などを考慮して設定する。
・ 壁面後退の距離や最低限度の敷地面積を決めるには、その

解

説

建物が近接し、狭苦しい
空間と感じられる。

H

0.5
63°D

高さと幅にほど良い均衡
があるが、閉鎖性がやや
強い。

H

1
45° D

快適な閉鎖性を感じられ
るD/Hの比率といわれて
いる。

H

2
27°

壁面後退をすれば、最低限の緑化スペースまたは軒の出を
確保できる。

建物間の空間断面

D

3

建物が単体ではなく、街
並みとしての建築群とし
て認識される。

H
18°

D

4

H
14°

D

閉鎖性が減少し、囲まれ
た空間と認識される限界
とされている。

空間イメージを左右する D/H も後退距離
を考えるひとつの要素となる。

地域の土地の所有者や、建築士などの専門家も交えて、地
域の実情や特性を踏まえ、商業地としての目指したいまち
づくりの方向性を定め、ケーススタディ等の検討を行い、
数値化する方法がある。
・ 緑化の観点からすると、中高木を植栽するには、1.5m 以上
の壁面後退をすることが望ましい。
敷地規模の維持は伝統的な集落景観の保
持に必要な要素のひとつといえる。（竹
富島）
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2) の③ 建築物 ･ 工作物─── 形態意匠（屋根）

周辺の景観との調和に配慮し、全体的

□ポイント□

にまとまりのある形態及び意匠へと規

・ 建築物が連続する「まちなみ景」においては、屋根の形状

制誘導することが必要である。屋根の

は全体のリズムをつくる重要な要素であり、屋根に統一感

形態意匠では、形状、勾配率、必要面

を持たせることで風景にまとまりをつくりだせる。

積以外に色彩なども同時に誘導し、高

・ 現状では土地利用などに応じ多様な状況があり、既存建物

さの制限とも同時に検討する必要があ

の屋根形状はさまざまであるが、将来の目指すべき景観像

る。

を見据え、必要な目標を定める。
・ 屋根のデザイン要素には、形状（寄棟・切妻など）、勾配率、
素材・色彩などがあり、これらを総合的に誘導することが
効果的である。
・ 高さの制限と屋根形態を同時に誘導する場合には、権利へ
の制限への注意が必要となる。
・ 近年の住宅設備の進歩により、屋根面への機器設置が一般
的になってきていることから、自由度を持たせながらの規
制誘導も必要となる。

屋根形状の誘導に色彩誘導まで含めること
で、統一感のある景観へと誘導できる。

・ 庇の高さや出寸法などは、沿道の「際」空間のあり方にも
関係する。壁面後退と庇の出をあわせて基準化し、さらに
素材や緑化を同時に誘導して、良好な沿道景の形成を図る
ことも可能である。
・ 沖縄特有の風景をつくりだす赤瓦は、歴史的地区や歴史眺
望地区などの伝統的な風景を継承することを目指す地域で
の活用を検討する。また新興市街地でも、目指すべき目標
像によっては赤瓦を推奨する。
□屋根の形態意匠の数値基準□
・ 屋根の形態意匠の数値基準は、伝統的な風景を継承する地
区では伝統的な勾配、新市街地などでは地区計画が参考と
なる。
【地区計画における屋根に関する基準例】
《低層住居専用地域・小規模敷地の中高層住居専用地域》
・ 屋根は勾配屋根とする。
・ 勾配は、２０％（５：１）以上、勾配屋根の面積は建築面
積の１／３以上とする。
・ アーチ型やかまぼこ型でも２０％以上の勾配の部分を建築
面積の１／３以上とする。

屋根の形態・色彩についての規定を設けた例
（上）と設けていない例（下）
両地区とも地区計画制度を導入しているが、
上の例では屋根の形態意匠・色彩についても
誘導したことで、よりまとまりのある景観と
なっている。
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※ とってつけたような屋根ではかえって景観の質を下げる恐れも
あり、最低限の面積規模の規定なども必要となる。

□屋根の形態意匠の考え方□
・ 沖縄の伝統的な屋根形状は寄棟であるが、近年は勾配屋根
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でも切妻などの形式も増えている。地区の歴史的特性や土
地利用状況に応じた形状の検討、道など視点場からの見え
方に考慮した形状の検討も必要となる。
・ 屋根勾配は地域特性をよくあらわす重要な要素であり、極
端に緩勾配・急勾配の屋根はまったく違った印象を与える。
沖縄では伝統的に 4 寸～ 5 寸が標準であり、容積・高さと
の兼ね合いに考慮しつつ、標準勾配に近づける基準を設定
することが望ましい。
・ 赤瓦を誘導する場合、伝統的な本瓦から改良瓦、輸入瓦な
ど素材の幅が大きいため、誘導の現場ではどこまでを許容
するのかが問題となりやすい。目標像や誘導水準について
は十分検討しておく。

中景俯瞰の既存集落の景観
俯瞰景観では屋根形態だけでなく、色彩など
も重要となる。重点的な地区では、高架水槽
などの付属物も検討する必要がある。

・ 今後、屋上緑化や太陽発電といった屋上面の利用が多様化
することも想定される。勾配屋根面積の最低限の割合を定
めておくなど、それらを排除しないような勾配屋根基準を
必要に応じて検討する。
・ 基準の具体内容は、地区計画における誘導実績も参考とな
る。なお地区計画がある場合、制限対象となる項目が同じであ
れば地区計画が優先され、景観計画の項目が多ければ両方に届
出が必要となる。

□近景での意匠形態（屋根）の考え方□
・ 近景においては屋根は視界に入りにくく、景観に対する屋
根の影響は低い場合も多い。しかし地形や視距離、建物高
さによっては、逆に屋根並みが重要な景観要素となること

近景での形態意匠（屋根）の事例
建物高さや対象物までの視距離により、建物
の屋根面を仰視できる事例。建物の屋根部分
が景観の一部となり、通りへの印象へ影響し
ている。

も少なくない。通常、4 階建て程度までは屋根が視認され、
屋根景観に注意を払う必要がある。中でも２階程度、特に
１階建て程度高さの建物などの屋根面については、視距離
がより近く、歩行者目線から認識される屋根面が一層強調
される。このため、視距離や建物高さの状況に応じた誘導
を検討する。
・ 勾配屋根として、既存の地区計画に例があるように、部分
的な勾配屋根も考えられる。勾配屋根が設置される場所に
よって建物が与える印象が変化することから、より視線に
近い位置に誘導することで効果的な景観をつくりだすこと
も考えられる。
・ 近景においては屋根よりむしろ庇が歩行者にとってより身
近な空間をつくる要素になるため、屋根と呼応した庇の考
え方も大切となる。にぎわいのある商業空間や観光地であ
る通り空間では、形態、色彩、素材などを総合的に誘導す
ることが望ましい。

4 階程度以上の建物では屋根は見えないと思
われがちだが、傾斜地形の場合や視距離に
よっては道路からも屋根面が視認される。
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2) の④ 建築物 ･ 工作物

─── 形態意匠（色彩）

建築物 ･ 工作物の意匠の一要素として、

□ポイント□

色彩についても規制誘導を行うことが

・ ＣＩカラー（注）とまちの環境色は異なることをまず認識

できる。

する。例えば市のロゴマークの色を海の青と定めていても、

景観を阻害するけばけばしい色彩を制

まちの環境色は青がふさわしいとは限らない。

御するのが第一段階だが、より踏み込
んで望ましい色を誘導することも可能
である。

・ 規模や用途、立地により、色の許容範囲が異なるため、区
域別の基準があってよい。
・ 複雑になる場合は、景観計画においては ｢色彩計画に従う
こと」などと定め、別途基準を作成する例もある。
□誘導の考え方□

注：ＣＩカラー
ＣＩは「コーポレート・アイデンティティ」
の略。企業が持つ特徴や理念を簡潔に表し
たもの、顧客が企業を識別できるような、
その企業に特有のものを指す。ロゴマーク
もそのひとつ。現在では、企業に限らず自
治体などにも広がっている。

①色が景観を乱している要因を探る
・ 単体の色に汚い色はないことで分かるように、色の不調和
は関係性から生じるため、単純ではない。まちに不調和を
生む要因は次のように整理できる。
不調和のタイプ

例

連 続 性 や 統 一 感 が ・緑や茶の濃淡で構成される山並みの中に人
あ る 周 囲 の 色 あ い 工的な色が突出する場合。
に 対 し、 か け 離 れ ・素材色で構成されるまちなみの中に全く違
た色づかい
う色が出現する場合。
・建造物などの色は「背景」であり主役では
ないことを理解せず、建物だけに目が行っ
て塗り絵のように色を決めてしまう場合、
往々として周囲から浮く色づかいになる。
な じ み の な い 色 づ ・蛍光色の食べ物に食欲がわかないように、
か い、 心 理 的 に 抵 世代を超え培われてきた人間の心理とし
抗のある色づかい
て、建物には土や石などの素材色が自然に
感じられ、安心する。すぐ移り変わるモノ
は刺激的な色でも違和感はないが、長期に
わたり生活基盤となるものにはなじんだ色
が安心で快適。
・心理的に重いと感じる色が高い位置にある
と不安や圧迫感を感じる。
強 引 に 目 を 引 く 主 ・目立とうと強引に目を引くものが多いと賑
張 の 強 す ぎ る 色 づ やかな反面、うるさく落ち着かない、安っ
かい
ぽい風景になる。日常生活や伝統風景を楽
しみたい場には不適切。
・面積が大きくなると色の主張は強まり、色
の強さと規模は相乗効果を生む。

・ 一方、美しい配色は無限大の可能性があり一概にはいえな
いが、通常失敗しないためには、ある程度の法則もある。
素材の色を生かす。塗装色も建材としてなじんだ色とする。
ベースは落ち着いた色、周辺に多くあるなじみのある色とし、適
量のアクセント色を活用して個性を演出する。
色数を絞る。
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②誘導の方向を考える
・ 色彩誘導には大きく二つの方向がある。調和を乱す色を抑える方法では、数値基準をもとにした実質的な
指導が可能になる。ただあくまで最低限であり、それ以上に美しい風景を目指すものではない。一方、望
ましい色を推進する方法は、ルールの実効性は薄いが、より美しい風景を追求する姿勢といえる。目的に
応じた方法を選ぶことが必要である。
最低限、まちの調和を乱す色彩を抑える

まちに望ましい色の使用を推進する

使用できる色の範囲を定める

風景に合う色の一覧を提示する

テーマカラーを決める

○具体的に色の範囲を定められるの
でルール化し誘導することが可能
△線引きのためには、色を特定する
ためのものさし（マンセル表色系
など）が必要。耳慣れない記号を
用いることになり直感的に理解し
にくい

○感覚的に理解しやすい
△伝統的建築などで建具の色な
どを細かく指定する場合は具体
化できるが、一般的なものに対
してはどこまでは良いという線
引きが難しいため、ルール化は
できない。推奨にとどまる。

○商店街などでイメージカラーを活用
し、特性を出すことができる
○すでに広く用いられている地域の風土
色を提示する手法もある
△目立ちやすい色をテーマカラーにする
場合、多様な形態デザインとの両立を
考えれば、事実上サインなど限られた
対象、限られたエリアでの活用となる。

③以降へ

風景タイプごとに推奨色を提示する
など。巻末事例参照。

色を１色ないし数色に限定するなど。
巻末事例参照。

『三重県色彩ガイドライン』

『広島港色彩計画』

③誘導の対象を考える
・ 誘導が必要になるのは主に塗装色であり、木材、石材、焼物、
コンクリート、金属、ガラスなどの素材色は通常活かすべ
きものにあたる。
・ 都市景観、地域景観に影響の大きいものから誘導するのが
効果的であり、地域の課題に応じて対象を定める。
影響の大きな項目
面積の大きなもの

主な誘導対象
・建築物では壁面の大半を占める色。
基調色（ベースカラー）と定義する。

大景観で視認されやす ・眺望景、大景観で目立つ高層物件、
い位置にあるもの、視 高層部。
覚的に特徴のある形態 ・屋根。独特の形態とリズムにより意
を持つもの
識されやすい要素。
目を引きやすい色があ ・強調色（アクセントカラー）。強い
る程度以上の面積を有 色を用いる場合、規模の許容範囲が
するもの
問題となる。
自 然 の 中 の 人 工 物 な ・鉄塔などの大規模工作物
ど、際立つ対立要素

都市景を左右する大規模物件や大面積になる
色が主要なコントロール対象となる。

屋根色
強調色
（アクセント色）
基調色

一般的な配色
要素の名称
（特に決まった
定義はない）
補助色
（フレーム）

補助色（面）
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※ 色の表記には、JIS 規格でもあり、数値で
基準を定める際に利用しやすいマンセル表
色系がよく使われる。
※ マンセル表色系では、色を「色相」
「彩度」
「明
度」の 3 つの軸で表現する。

□数値設定の例（塗装色を対象）□
❖ 基調色
・ 色相を考慮する場合（より自然なイメージのエリアや積
極的な景観形成を図りたいエリア）
色相
7.5R ～ YR ～ Y ※
上記以外

明度
8 以上
8 以上

彩度
3 以下
1 以下または使用しない

※ YR ～ Y としてもよい。R 系色相は基本的には馴染みや
すいが、大規模に用いると違和感を生む場合があるため。

・ 大面積で使用すると景観を阻害する色を最低限排除する
←マンセル表色系の３つの
軸を 3 次元で表した図

ことを目標とする場合（既成市街地など）
明度
8 以上

彩度
2 以下

❖ 誘目色（高彩度なアクセント色）
・ 派手な色の使用面積を抑える場合
外壁（各面）面積に占める派手な色の割合
住宅系
商業系

5％以下
10％以下
（那覇市タウンカラースタンダードの例）

※ 建設分野では、「日本塗料工業会標準色見
本帳」が広く使用されている。この見本帳
にもマンセル値が併記されているので届
出・指導の際に使いやすい。

自然地内の鉄塔
河川沿いフェンス等

色相
茶系
茶系

明度
3 程度
3 程度

彩度
2 以下
2 以下

色調

※ 臨海部の大規模な煙突、風力発電施設等は、形態デザイン
とともに個別検討することが望ましい。
色相
R

YR

Y

GY

G

BG

B

PB

P

RP

派手

淡い
穏やか

□数値基準の考え方□
❖ 基調色

明るい

①
②

③

・ 誘導の主な対象は ｢基調色」である。色が景観を阻害す
るのは、単に派手な色のみが理由ではなく、その面積が
過大であり、風景のなかで突出しているからである。そ

濃い

こで面積の大きな基調色に注目し、これを穏やかな色と

暗い

すれば、都市レベルの景観調和を図ることができる。

△基調色の範囲イメージ
上の図では、彩度と明度をあわせて『色調』
として「派手」
「暗い」など言葉で表現したもの。
「淡い」色は高明度（明度およそ 8 以上）、低
彩度（彩度およそ 2 以下）で、基調色に適する。
①その中でもなじみやすい色相で、基調色の
メインとなる色の範囲
②やや彩度が高い（およそ 3 まで）が、基調
色に含めても違和感が少ない色の範囲
③淡い色なので基調色としてもよいが、①以
外の色相は違和感を生じる場合があり、彩
度を下げるなど注意が必要
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❖ 大規模工作物等

《数値基準の主な対象を基調色とするのは》
・ひとつの物件にも多様な構成要素に多数の色が用いられ、主要
要素だけでも何色か出現するのが普通である。基調色以外の色
を補助色、サブカラー、アソートカラーなどと呼ぶが、これら
の配色デザインは無限にあるといえる。
・そのため、これらすべての色をコントロールすることは、伝統
的街並みなど特殊な場合を除いては難しい。
・またデザインの自由や個性を尊重するためには、デザインの希
求要素となる色ではなく ” 地 ” となる色、すなわち基調色を誘
導することが適切といえる。基調色は一定の範囲に定めても、
その他の色で個性は十分発揮することができる。
・現況においても基調色として使われている色の範囲は限られて
おり、誘導に無理がない。

第Ⅲ章
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・ 基調色の定義は「外壁（各面）面積の 50％以上」～「80％
以上」と定める例が多い。大規模物件が多い都市部では
大きめの数値が望ましい。また遠望される可能性がある
場合、正面のみでなく背面や側面も対象とする。
・ 木材、石、ガラスなどの素材色は対象外とする。
・ 特殊なデザインを必要とする物件については、定められ
た協議 ･ 審査を行うことで一般基準の対象外とする規定
を盛り込むことも可能である。
＜基調色の彩度・明度＞
・ 基調色の範囲を定める際、派手－地味のイメージを左右
する「彩度」に注目して、主張の穏やかな低彩度色を基
準とすることが多い。既存の街並みに準じた高明度色と
すれば、彩度もおのずから抑えられるので、明度のみを
基準化することもよい。
・ 都市部と郊外、または用途によって風景の色のイメージ
は異なるが、実は主な違いは素材色の占める割合や、補
助色やアクセント色の違いにあって、基調色にはあまり
変化がない。
現状を調査した上で適切な範囲を設定することになる
が、一般的には基調色は共通としてもあまり問題はない
といえる。
なお大規模施設・リゾート施設のようにより積極的に
誘導したいもの、伝統集落のように全体に明度の低い風

マンセル値により基調色の許可範囲を定めた東
京都の例（世田谷区景観計画より）

景では、意図や現況に応じて設定することも良い。
＜基調色の色相＞
・ 現況でも圧倒的に多い R ～ YR ～ Y の色相は、土石や木
材の色相と共通しており、最もなじみのある調和しやす
い色相といえる。無彩色も同様である。
・ その他の色相は基調色として用いられると、違和感をも
たらしやすい。ただし、パステル調の水色や淡緑は戦後
の規格住宅によく見られ、歓楽街や外人住宅地域を中心
に独特の景観を形成しており、これらも沖縄の一つの色
彩文化といえる。とはいえ、小規模な低層物件ならでは

白っぽい街並みの中、黒い建物が違和感を放って
いる。光が強く明るい沖縄では、他地域に比べ明
度の影響がより大きく、低明度色（暗い色）は圧
迫感をもって目立ちやすい。

の色であり、中層以上の規模のものについては原則とし
て避けるほうがよい。
・ 同じ明度彩度でも YR 系の色相では穏やかに、その他の
色相では派手に感じられるため、色相に応じて明度彩度
の許容値を変え、感覚に合ったルールとすることが望ま
しい。
ただし自然地や伝統的建築がメインの場所では、
より明度を落とした色彩もなじむ。写真は松の幹
の色を参考に色彩計画した例。
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＜補助色・アクセント色＞
・ イメージを伝える主役となる補助色やアクセント色は、建
物用途や地域性によって傾向が異なる。歴史的地域では落
ち着いたイメージの配色、商業地域では賑やかな配色と誘
導指針を示すことが考えられる。ただし実際の配色は無限
にあり、同じ色でも分量や使い方次第でイメージが異なる
ため、数値による基準を設けることは困難といえる。
カラフルな塗装も低層建築だからこそ（また
は低層部分で賑わいをつくるからこそ）風景
になじむ。

・ 補助色、アクセント色を誘導する場合、主に低層部で用い
ることが推奨される。高い位置だと都市全体の景観に影響
があることに加え、賑わいの色は歩く目線でこそ生かされ
るためである。（ただし、エレベーターシャフトなど垂直の
要素を利用した配色を妨げるものではない）
・ 建物外壁の相当面積を派手な色に塗り、広告看板機能を持
たせようとする例がある。屋外広告物と連動したルールと
し、有効な運用を行っていくことが望ましい。
・ 景観を乱す原因となりがちな高彩度色は、面積を制限するこ

那覇市タウンカラースタンダードでは、外壁
の誘目色 ( 高彩度色）の面積に屋外広告物の
面積も加えて制限対象としている。

とが考えられる。一般的なデザインにおいてまとまりのよ
い配色は、ベースカラー（基調色）70% / サブカラー（補助色）
25% / アクセント色 5%といわれることから、5 ～ 10％の数
値が想定される。この場合外壁面積の合計ではなく、各立
面の面積を母数とする。
・ なお小規模な建築物が大多数の地域や繁華街などでは、あ

通常まとまりがよいといわれる配色の分量。
アクセントは小分量で効果を利かせられる。

えて高彩度色の面積制限をしないことも考えられる。
・ 屋根の色で、青や緑のカラー瓦や黒瓦が違和感をもたらす
場合がある。また屋上の防水塗装にも高彩度色が多いので、
彩度を下げる努力も必要である。
＜大規模工作物等＞
・ 誘導の必要性が高いものとして、自然度の高い地域におけ
る鉄塔、河川沿いのフェンスなどが挙げられる。
・ 山中の鉄塔などが緑色に塗装されることがあるが、均一な
塗装色の緑色はかえって人工的なイメージを強調してしま

Ｒ～ YR 系を中心とした屋根色でまとめた例

い、風景の中で浮いた存在になりがちである（自然の緑は
均一ではなく色合いの異なる緑が重なり合い、光と影が豊
かな表情をつくっている）。
むしろ樹木の幹が陰になったような暗い茶色、あるいは
緑でもそのようなごく暗い緑色がなじみやすい。どぶ漬け
といわれる融解亜鉛めっきの素材色もなじみやすい。
・ 空を背景とした煙突や鉄塔では、上記のような暗い色調で
はなく、淡色によって空と馴染ませるべき場合もある。
・ 大規模な煙突やタンクなど隠しようのない規模のものにつ

自然景観での煙突の修景事例。色彩をそら色
とすることで修景を図っている。
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いては、個別にカラーデザインを行い、風景に調和した美
しい配色を検討することもよい。
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□調和する色の考え方□
・ 風景の主役・脇役となる色を考える
風景の主役が海や山といった自然物である場合には、建
築物等は脇役であり、強い主張を控えた色が望ましい。市
街地でも風景の主役は人々や生活の景であり、建築物本体
は通常それらの彩りを引き立てる脇役である。
・ 風景に及ぼす影響の大きなものから誘導する
大規模なもの、遠くからも眺められやすいもの ( 部位 )、
周囲と異質なものなどが重点的な誘導対象となる。その他
のもの（低層階部分など）はある程度自由度を高めること

建造物は、風景の主役である自然を乱さない
ことが原則

もよい。
・ 沖縄の風土に合った色を考える
①太陽光の性質から
低緯度地域では太陽光が赤みをおびる性質があり、その
光には赤や暖かみのある色が特に美しく映える。
また強光のため、光をやわらかく拡散させる多孔質 ･ つ
や消しの表情や素材感が好まれる傾向にある。
②地域イメージカラーから
紅型や祭りにみられる多色調和のように、沖縄には「色
の豊穣」「トロピカル」「チャンプルー」なイメージがあり、
明るい配色はひとつの沖縄らしさである。ただし建築物等

高層建築物や丘の上など眺められやすい位置
に立つ建築物は、都市景観に大きな影響を及
ぼす

の色は、これらアクセントになる色を引き立てる背景色と
することが原則である。
③自然環境色から
鮮やかな海の色、白い砂など、コントラストが強い自然
環境色は、沖縄ならではの色の財産である。
全体に、沖縄は濁りの少ない明清色風土といえる。
④土石の色から
土石の色はその地域の景観基盤色となるため、そのまま
街なみの色の基準として考えることができる。そのほか地
域文化に関わりの深い色は、キーカラーと捉え、これを引

強い太陽光が風景のコントラストを強める。
反射を柔らげる多孔質の素材が好まれる。

き立てる色を街なみの色とするとよい。
⑤現在のまちの色から
現在のまちの色も地域の風土の生んだものとして尊重す
る。また現況とかけはなれた色では、指導しても実現が難
しい。
・ いずれにせよ、各市町村で調査を行い、地域に見合った色
彩風景を検討することが望まれる。市街地では大規模なも
のを中心とするが、伝統集落では軒裏などディティールま
で誘導対象とするなど、地域による特色があってよい。

※ 「土 ･ 石」を測色すると・・
【 色 相 】10YR に 集 中 し、 幅 は 10R ～ 5Y
と比較的狭い。
【明度】石などは 8 ～ 9 と高明度。畑の土
は 5 ～ 8 辺りまで幅がある。
【彩度】石は概ね 3 以下と低彩度。赤土は
6 ～ 7 と色味が強い。（赤瓦の色
に近似）
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❖ 色彩調査の結果から
①風土色
各地での調査の結果、特に顕著に出現した色は「YR 系の高明度 ･ 低彩度」の色でした。
建築物等の色もそうですが、自然色のうち、土 ･ 砂・石の色がこのなかにほぼ集約して出現しています。土や石は
伝統的にも建材として長く使われ、なじみの深い色として、風土色を構成する主役でもあります。またこの温かみ
のある色は沖縄の特徴である赤みを帯びた自然光に映えることからも、沖縄の風土色と言ってよいと考えられます。
文化環境色では、庶民文化の色としては芭蕉布などの生成り色と濃紺が、そして王朝文化の色としては高彩度の
多色相の取り合わせが特徴的に見られました。祭りの色、泡盛ラベルの色にも、代表的な色にある程度共通性がみ
られます。このカラフルな配色パターンは沖縄の南国的なイメージ、異国的なイメージにも合致し、現代において
も新たな祭りやイベントなど、文化の再生産の過程で取り込まれ活用されています。
湿気の多い風土ゆえか、やや重いストロングカラーが主調で、軽くさわやかなトロピカルイメージとは多少雰囲
気が異なります。

●自然の色彩：黄みを帯びた緑、高明度の琉球石灰岩、鮮やかな赤 ●文化的色彩：芸能や工芸品、ラベルデザインなどの彩度
の高い色を多用した配色が沖縄らしさを醸しだす。
土などベースになる自然の色も個性的。

②建造物の色の分布
各地での調査の結果、現況で建造物の基調となっている色は「YR 系の高明度 ･ 低彩度」に集中していることが明
らかになりました。塗料使用状況もこれを裏付けています。その他特徴的に出現する色としては、量的にはすくな
いものの、薄水色・薄緑がめだちます。
補助色も基調色と同系色が多く使われています。
強調色には多色相にわたる高彩度色が出現しますが、商業施設に多く、地域個性というより商業機能上の色づか
いといえます。

●特色あるまちなみ：伝統的な
集落では、漆喰でふちどられた
赤瓦屋根、石垣、緑、木製建具
などの素材色が沖縄ならではの
色あいを構成している。

●特色あるまちなみ：アメリカ ●リゾート景：景観を誘導す
が持ち込んだ色彩感覚は今も各 べき重要ポイント。鮮やかな
地に見られ、沖縄の色彩様式の 海の色に対し、邪魔にならず
ひとつとして根づいている。

●大規模商業施設：強い色を用 ●高層建築物：高明度色を用い
いるが、一定以上の規模の施設 て圧迫感を軽減する努力がみら
はデザインコントロールされ、 れるが、部分的にでも有彩色が
違和感は少ない。
用いられるとかなり濃い印象を
与え、影響が大きい。
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さわやかなコントラストをつ
くる白がよく使われている。

●公共建築物：沖縄の建物の
傾向を代表していると考えら
れる。高彩度低明度色をベー
スにすることが多く、赤瓦も
増えている。
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③圏域ごとの色彩特性
自然環境色では、土や石の色の違いが風景の特色を形成しているところが見られましたが、圏域に応じた明確な
違いというより、よりローカルな地域特性のようです。また緯度の差や地形特性から、県内でもある程度、自然光
の演色性の違いはあると考えられますが、調査データからははっきりした特長は見いだせませんでした。
低層コンクリートブロック様式の住宅の多い集落では、水色などの有彩色の大胆な使用が比較的目立つこと、基
地周辺ではアメリカ文化の影響が感じられること、新興住宅地で比較的刺激の強い配色が目立つことなど、圏域よ
りも用途や歴史的経緯の影響が大きいようです。
④色彩デザイン様式の特徴
補助色や強調色の傾向を見ると、一般的には基調色と同系色で濃淡をつけることが多くみられ、落ち着いた配色
デザインが主流となっています。また赤瓦色やレンガ色が多く出現し、これらへの嗜好がうかがわれます。
一方、地域や類別によっては、アメリカ文化の影響を受けた商業系のまちなみ、モダンさや新奇さを強調しよう
とするリゾートマンションなどにおいて、反対色相や極端に低明度の色を用いる傾向があります。まちなみとして
そういった傾向がある場合には、「らしさ」と感じられ、違和感はあまりありませんが、低層住宅地や田園地に個別
に出現するマンションなどでそのような主張の強い配色を用ているものは違和感をまねいています。
そのほか、コンクリートブロック住宅でパステルカラーを用いるのもアメリカ文化に影響を受けた様式といえま
す。戦後比較的早くからある歓楽街や外人住宅地などではこうした様式が多く、さまざまな色相が出現しますが、
違和感は少なく、むしろ沖縄らしい風景として好意的に受け止められています。建物の形態・ボリュームが似通っ
ていることや色調に共通性があることがその要因と考えられます。
⑤沖縄に期待される色彩イメージ
観光写真から分析された沖縄イメージは、海や空の鮮やかな青が強調されていることが大きな特徴です。白砂や
緑陰がこれに対比され、コントラストの強い、まぶしいイメージです。自然の色彩が圧倒的ですが、その中に添え
られる人工物の色をみると、コントラストを強調する原色のパラソルなど鮮やかな色、もしくは伝統的な建造物の
素材色が主にとりあげられています。
このように沖縄に期待されるカラーイメージは「青」や「鮮やかさ」であるといえます。ただしイメージカラーが
直接、都市の基盤的な環境色とイコールではないことに注意が必要です。公共施設において、海の連想からか、青
や水色を基調色にしたものがいくつか見られましたが、却って人工的な印象が強まり、違和感が否めない例です。
⑥景観を阻害する色彩
色が景観を阻害している例をみると、建物全体を原色で彩色
したもの、大規模（中層建築物以上）な建物で面的に中～高彩
度色や極端な低明度色を用いたもの、大きな面積で原色を用い
た屋外広告物などがあり、色単体だけではなく、規模と色の組
み合わせ、さらに遠目からも目に付きやすいような位置にある
とき、問題となっていることがわかります。
大規模なものとしては、建物だけではなく、鉄塔や煙突、橋
梁等土木構造物などが挙げられます。現況では特にシンボル性

△外壁全面を派手な色にし主 △緑の塗装色がかえっ
て人工的なイメージ
張。

を持たせた橋梁などを除き、色は背景になじむよう配慮された
ものが多かったのですが、山の中だからと緑に塗装した事例は
逆に背景から浮いてしまっていました。
また阻害とまではいかないものの、主流の YR 系とかけ離れ
た青系、緑系、紫系の色は、低～中彩度であっても大きな面積
で用いられると違和感が強く感じられました。黒や黒に近い色
も、沖縄の高明度の市街地環境の中ではかなり目立ち、面積に
よっては圧迫感を与えがちです。

△黒に近い低明度色を上階 △高彩度色が周囲に映り
にも用いたため、風景の中 こみ、「騒色」となって
で浮いた色となっている。 しまっている。

※ なお、那覇市では市内 150 件あまりの建築物の色彩を調査しています。その結果、現況での基調色の分布は
以下のように特定の範囲に集中していることが明確になりました。
【色相】無彩色または黄赤（YR) 周辺に集中する。
【明度】8 以上の高明度に集中する。
【彩度】2 以下の低彩度に集中する。

51

1

行為の制限

2) の⑤ 建築物 ･ 工作物─── 形態意匠（附属物等）

建物本体だけでなく一体的にあるもの
は、全体的にまとまりのある形態及び

□ポイント□
・ 土地利用や建物用途などにより、景観の特徴が異なってお

意匠へと誘導することが必要である。

り、風景になじませるために、それぞれ特徴に応じた基準

建物附属物である屋外設備などを規制

を設けることができる。

誘導するための基準を設けるほか、建

・ 建物に附属するものについては、屋上部分と地上部分が主

築物等の屋外空間では、壁面線や緑化

となり、各々誘導したい部分や誘導対象物を定めることが

などの基準とあわせて良好な景観を誘

できる。

導することが考えられる。

・ 屋上工作物では、スカイラインや後背にある景観への影響
を考慮することが必要である。
・ 地上部分でのゴミ置場や自動販売機などは、建物の一部と
して取扱い修景などを誘導できる。
・ 低層部分に重点を置きたい場合は、壁面線の後退や緑化な
どと総合的な計画を図ることになる。
□対象物の考え方□
・ 屋上部分：室外機 ･ 給水タンク類・アンテナ ･ 看板類
・ 地上部分：室外機・給水ガスタンク類 ･ ゴミ置き場 ･ 自動
販売機類

市街地や都市景観では、附属設備機器を屋上
に配置することが多く、修景の誘導が必要と
なる。

・ 駐車場 ･ 屋外階段 ･ バルコニー ･ 煙突 ･ 外灯など
□形態意匠の考え方□
・ 屋上附属物などは、眺望景への影響が強く、視点場や俯瞰・
仰視景などからの現状の景観特性調査が大切となる。
・ 屋上附属物などでは、保全を主とする自然地景観と修景を
主とする市街地景観では異なった取扱いになる。
・ 保全すべき景観区域では、屋上附属物などを設けない規制
誘導も考えられるが、設ける場合には修景の方法等を具体
的に決めておく必要がある。
・ 市街地では、修景の方法等を具体的に決めておく必要があ
る。
・ 修景の方法では、①建物と一体的な形態・意匠とする。②
ルーバーや外壁等により遮蔽し、色彩の規制誘導を考慮す
る。③遠景・中景の観点から後背部などの影響を考慮した
位置とする。などがある。
・ テレビ受信アンテナ等の設置については、取り付け位置へ
の配慮、共同化などを考える。

修景の事例
（FRP 格 子・ ア
ルミルーバー・
緑地）
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・ サインや案内表示は、カラーバリアフリー（色覚の弱い人
にも判別しやすい配色）にも注意する。
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□建物附属物の考え方□
・ ごみ置場などは目立たない位置に設置するか、建物と一
体的なデザインとするなどの誘導が望ましい。
・ 特に景観を重視したい地域などでは、自動販売器なども
建物の附属物と考え、建物と一体的な形態・意匠・色彩
に配慮し修景した計画とすることが望ましい。

修景したゴミ置場の事例
建物と一体的なデザイン、目隠しなどによる修景

・ 観光客が来訪する地域では、観光案内板やトイレなどの
建築附属施設に自動販売機を組み込むデザインとするこ
となども望ましい手法である。
・ 建物附属物も外構計画の一部として、壁面の位置、緑地
などと併せて総合的に計画することが望ましい。
□低層部分の考え方□
・ 市街地景観での近接時に最も身近に感じる空間であるた
め、にぎわいのある空間やまち並みの連続性を計画する

自動販売機などの修景の事例
建物と一体的な設置、修景として地域素材の活用
や観光マップを併設している。
モノレール駅舎では、各駅のイメージカラーと同
色として、色彩による誘導をしている。

上で重要な部分である。
・ まちの個性が演出できる部分であることから、壁面の位
置、色彩、素材、緑地などと併せて総合的に考える。

・ 中層以上の部分と意識的に分離して、より低層部分の個
性を演出するために庇等を出すことも考えられる。
□駐車場の考え方□

にぎわいのある商業空間の通り
連続的な 1 階部分店舗がにぎわいを演出してい
る。

・ 車社会の沖縄ではあるが、ピロティ式駐車場が連続する
と、街並みに賑わいが感じられず、危険や暗さのイメー
ジが強くなりがちである。賑わいをつくりたい商店街や
ゆとりある低層戸建住宅地などでは、めざす目標に応じ、
駐車場の配置を誘導することも考えられる。
・ 景観計画では用途の規制はできないが、特別用途地域や
地区計画などを適用し、建物の 1 階部分を店舗や住居に
誘導することは可能である。

地域特有の素材を用いた案内表示板、街灯、椅子
などにより、沖縄の地域性を強調しており、観光
者にとっても沖縄らしさを味わえる景観となる。

・ なお駐車場のみの場合、建築物や工作物と一連のものと
しての誘導ができないため、別途誘導する必要が生じる。

建物１階部分を庇により分割して、低層部分の構
成を強調しながら、歩行者空間を個性的に演出し
ている。
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2) の⑥ 建築物 ･ 工作物
意匠の要素のひとつとして、素材につ
いても誘導を行うことが可能である。
素材では、自然景観内での人工物素材

─── 素材
□ポイント□
・ 自然景観内での反射性の高い素材により景観を乱さないよ
うに誘導し、自然景観を保全する。

の誘導、伝統的素材や地域素材が残る

・ 地域素材や伝統的な素材は、地域の固有の素材であり、地

地域などでそれらを積極的に用いるこ

域の個性豊かな風景を創り出してきたことを整理し、保全

とによる風景づくりが可能である。

や演出の誘導を行う。
・ 伝統的な素材・地場の素材がある場合、特に重点地域や公
共施設などにおいて使用を義務付けたり、推奨することが
考えられる。
・ 建築物は完成を境に時間と共に汚れ、劣化することから、
経年とともに風情を感じさせる素材や適切なメンテナンス
を推奨することが考えられる。特に伝統的な景観を継承す
る地域では、継承できる素材の確保なども必要となる。
□推奨する素材の考え方□
・ 伝統的な素材

地域素材を活用した公共建築のデザイン例

→伝統的な風景を継承することを目指す地域においては、
具体策として赤瓦、琉球石灰岩、石粉、漆喰、木材など
の素材の活用が考えられる。
→地場産業振興と結びつけることも望ましい。
※ 島根県江津市「石州赤瓦利用促進事業」
実面積 80㎡以上の屋根瓦の設置に対する助成金制度。
島根県内で生産される石州瓦の赤瓦、来待瓦等の茶系の色
彩であることが条件。

伝統素材（瓦）

・ 沖縄の歴史風土に合う素材
→沖縄の気候風土に合った花ブロックなどの素材も、場合
により推奨が考えられる。
→沖縄の伝統的素材、現代でもよく用いられている素材は、
琉球石灰岩や素焼き赤瓦をはじめ、多孔質で肌理の粗い、
暖かなイメージのものが多く、逆に硬くツヤツヤした素

伝統素材に準
ずる素材（瓦）

材はあまり好まれていない。沖縄らしさをデザインする
上では、多孔質素材を推奨することもひとつの手法であ
ろう。
※近年、スペイン瓦が多用されるが、地域の景観形成目標に
よっては違和感を生むこともある。
※開放性のあるガラスは多用される素材であるが、ミラーガ

伝統素材に準
ず る 素 材（ 漆
喰）
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ラスについては、場所によっては反射光の影響を周囲に及
ぼしかねないため、光量の多い沖縄では注意が必要である。
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・ 耐久性の高い素材
→紫外線が強く潮の影響を受けやすい沖縄では、劣化や退
色が早く進行するが、これらは景観の質を著しく下げる
ことでもある。当初より耐久性の高い素材や維持管理し
やすい素材を選択することも、推奨してよい点である。
→自然素材には、「エージング」すなわち年月を重ねること
で新品にはない風合い、味が出るという性質もある。耐
久性が高いということは、単に長持ちすると言う意味で
はなく、年月が経っても良好な景観を保てることの評価
である。

沖縄の地域素材であり気候風土に適した花ブ
ロック。組み合わせパターン、活用場所には
多様なバリエーションがある。

赤瓦、瓦をとめる漆喰、木製の門、石垣など
がそれぞれ、エージングにより落ち着いた風
格を醸しだしている。
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2) の⑦ 建築物 ･ 工作物
工作物として、垣 ･ 柵について素材・
意匠・形態等の基準を定めておくこと
ができる。

─── 垣・柵
□ポイント□
・ 住宅地などの市街地において、閉鎖的な高い塀や単調なブ
ロック塀などを規制することによって、明るく開放的な街
並みをつくることができる。
・ 敷地をブロック塀などの人工物だけで囲うのではなく、生
垣の採用を推奨することによって、潤いのある街並み景観
をつくることができる。
・ 伝統集落などにおいて、既存の石垣や屋敷林の素材や高さ、
樹種を整備基準とする規制を行うことによって、良好な景
観を保全することができる。
・ 既存の石垣や屋敷林が、古民家などと一体となって優れた
景観を形成している場合、古民家と共に「景観重要建造物」
に指定して、法的な拘束力のある保全を図ることができる。
・ 同じ地域に「地区計画」などの他制度による垣・柵に対す

ネットフェンスを隠す形で、生垣をつくり、
修景に努めている事例

る規制がある場合は、制度間で整合を図り、矛盾が生じな
いように留意する。
□基準の設定例□
・ 生垣か、地盤面からの高さが 0.9m 以下のブロック又はコン
クリートの基礎部分の上に、網状その他これに類するフェ
ンス等を施したものとし、全体の高さは地盤面から 1.5 ｍ以
下とする。（那覇市新都心地区計画）
・ 隣地境界にブロックを設置する場合は、地盤面より 0.2m 以
下とする。隣家との間は、必要によって植栽で修景を図る。
また、プライバシー確保等のため、植栽やフェンスを設置す

建造物と一体となって優れた景観を形成して
いる石垣や屋敷林のイメージ

ることを検討する。フェンスを使用する場合は、日照、通
風を採るため、透過性のもので高さ 1m 以下が望ましい。ま
たフェンスは道路境界から 1m までは設置してはいけない。
（マリンタウンラコスタ街づくりガイドライン）
・ 垣・柵は、できる限り木材、石材などの自然素材、または
生け垣を使用する。ブロック塀を用いて設置する場合は、1.0
m 以下を原則とし、それを超える場合は花ブロックやルー
バー等透視性のあるデザインとする。（読谷村景観計画）

擁壁等の高さを最小限にし、上部は透過性の
あるフェンスを用いて明るく親しみのある景
観を形成している事例
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□基準の考え方□
＜構造の制限＞
・ 閉鎖的なイメージを与えるブロックやコンクリートなどの
塀は、その高さを最高でも腰高（約 1 ｍ）以下に規制し、
その上部は生垣または見通しの利くフェンスなどの柵と定
めて、開放性を確保する。
・ 透過性のあるフェンスなどを用いた柵であっても、地盤面
から 1.5 ｍ以上の高さがあると、圧迫感が出てくるので、高
さ制限を定める方が望ましい。

建築協定で間口の 1/2 以上の緑化を定め、良
好な緑環境の創出を実現している事例（那覇
新都心天久クレッセント地区）

・ 垣・柵の素材に、木や石などの自然素材を推奨することも、
潤いのある街並み景観の形成に有効である。
・ 伝統集落内の石垣ある風景を保全する地域においては、既
存の石垣の高さを数値基準として採用する方法がある。
＜生垣の推進＞
・ 生垣を推進する基準を設ける場合、一定以上の延長を定める
ことが有効である。例えば、間口の 1/2 以上を緑化すると、
比較的良好な緑視が得られる。ただし、その際は、間口の小
さな敷地に対する例外規定を設けるなどの検討も必要とな
る。
・ 壁面後退と組み合わせ、生垣による緑化を推奨又は義務化す

まちづくりのルールを定め、各住宅が遊歩道
側に生垣を設けている事例

ることによって、より実効性が高いものとなる。
・ 商業利用にも対応する場合、生垣にかえて芝ブロック等を算
定に含める方法も考えられる。
・ 中心市街地で空地を暫定利用した駐車場が景観を貧しくし
ていることがある。駐車場の場合も、土地の規模に応じて、
生垣や植栽帯の設置基準を定めることが望ましい。
・ 強制力のある基準としては定めがたい場合でも、歩道に面
する場合には乗り入れ口制限とあわせて生垣化を誘導する
など、可能なところからの工夫が望まれる。
壁面後退した部分に、高い塀を設けるのでは
なく、いろいろな樹木を植栽している事例
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2) の⑧ 建築物・工作物───敷地内緑化
緑地率：植込地や植栽桝、芝生地などの面積の総
和を敷地面積で除した割合。

（１） 緑化の指標
美しい景観の中には一定量のみどりが必要である。一
般にみどりの目標量は緑化率として基準値を定めるが、

敷地面積 (A)
緑地面積 (B)

緑地率＝ (B)/(A)
◎算出しやすく届出・指導
が容易

「緑化面積」の定義はそれぞれで、非舗装面積とするこ
ともあれば、樹木の樹幹面積を加算することもある。し
かし、景観上の緑のボリュームや緑陰のあるまちなみを
期待する場合は、単に平面的な面積のみを対象にすると、
期待したみどりの内容が得られないということになる。
このため、ここでは目標に応じたみどりの量の測り
方を「緑地率」、「緑視率」、「緑被率」として区分し、こ
れらのそれぞれに最低基準値の例を設定する。

緑被率：敷地全体の中で、樹木などの予測される
完成形の投影面積と、壁面緑化の予想完
成面積及び芝生などの面積の総和を敷地
面積で除した割合。

「緑地率」は、基準を運用する際、計量が容易で指導
しやすいし、使いやすい。また、一定量の面積を確保す
ることはみどりを創出するうえで基本である。
「緑被率」は、緑化面積が十分確保できないような都

敷地面積 (A)
緑被面積 (C)
緑被率＝ (C)/(A)

市部において、みどりの量を確保したい場合に採用する
と良い。特に高木の樹種との関係が明らかになり、面的
にみどりの確保目標を把握しやすい。そのためには、植
栽する樹木の種類や生長する状況を把握しておく必要が
ある。

◎ 樹 木 を 評 価 す る こ と で、
望ましい景観像に近づく。
◎敷地に余裕のない場合も
壁面緑化で目標達成可能。

「緑視率」は、重点地域等を設定しきめ細かな誘導を
図る場合に効果的である。また、求めている景観がどの
ようなものであるかを測るうえでも有効である。計画す
る側からは、用いる樹木等の特性等を把握しておくこと
で目標とする景観像を描ける。つまり、最終形としての

緑視率：正面から見た構図に占めるみどりの比率
のことで、予測される完成形を基準に割
り出した数値。
沿道に植栽スペースを配することがま
ち並み景観に資するため、緑視率として
評価する。

姿を想定するなど、きめ細かな計画となる。
①緑地率
・ 敷地における植栽面積の割合。
・ 舗装していない部分の面積で、広場的な利用の場合
は加えることも可能。

空間領域 (D)
緑視面積 (E)

緑視率＝ (E)/(D)
◎立体的な緑を評価できる。
沿道景観における緑の像
を具体的に確認できる。
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・ 建物のベランダ、バルコニー及び屋上等に設ける土層
厚が 30cm 以上の人工的な植栽スペースで、ブーゲ
ンビレア等の蔓物、低木及び草本類で長期的に維持
できる植栽の場合は、これを計上することができる。
・ 芝ブロック舗装は原則として緑地とはみなさない。し
かし、都市部の建ぺい率の高い条件のもとでは、緑被
率と同様 5 割を加えるなど、弾力的な運用をされたい。
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②緑被率
緑被率は樹冠の水平投影面積、芝生、花壇等の面積を合算して算出する。その際、以下のことが条件となる。
・芝生は、芝生地内に植栽した高木、ヤシ等の被覆する面積は控除せず、そのまま芝張り面積を計上する。
・屋上緑化もその面積を加えることができる。
・壁面緑化については後述の緑視する面積を計上しても良い。
・芝ブロック舗装は、その面積の 5 割を加えることができる。
なお景観面からは、植栽スペースの位置や立体的な高木が果たす役割も大切であり、道際の緑地や高木は
割増して評価する手法も考えられる。（第Ⅴ章

参考事例の項を参照）

③緑視率
緑視率は、まず道路側からみた立面構図とし、視界の高さは 10 ｍとして、これを空間領域とする。
次に、その中の生垣及び壁面緑化等の完成形を想定し、高木やヤシ等の緑視面積を算出（第Ⅴ章

緑化方

策の項を参照）し、それぞれを合算した量が緑視面積となる。
そして、空間領域で緑視面積を徐した割合を緑視率とする。
・ 石垣や沖縄らしさを持たせて修景した塀、竹垣等の修景効果を放つ工作物は、その立面積を空間領域から
除くことも可とする。
・ 壁面緑化の完成形は、設置した支持補助資材の面積により想定する、あるいは高さ 1m( 都市緑地法に規
定する都市緑化施設における算定方法を参考）と設定するなどの手法がある。
・ 道路側へのみどりの配置を誘導したい場合、間口延長に占める緑化部分の延長の割合を併せて基準化する
こともよい。
（２） 目標値の設定
市町村の景観計画において緑化基準を定める際は、地域の緑化状況や運用しやすさを考慮し、これらの緑
化指標の中から地域に見合ったものを採用することになる。
下の例は、3 つの基準を併用し、そのいずれかを満たせばよいとしたものである。複数の基準を併用する
ことで、多様な状況により柔軟に対応できる。その場合、まず緑地率を優先し、これを満たさない場合に植
栽計画の内容から緑視率と緑被率を算出し、目標値を満たすような手順が想定される。
□緑地率・緑視率と緑被率の数値基準の例
①ある地域に対し、用途別に目標値を設定する場合
緑化の実現性は建ぺい率に大きく左右されるため、市街地では用途地域に応じて目標値を設定するこ
とが現実的に誘導しやすい。
地域

用

途

低層住居専用地域

20

30

30

1/3

20

25

30

1/3

住居地域（第一種 ･ 第二種 ･ 準住居地域）

15

20

25

1/5

商業地域（近隣商業地域 ･ 商業地域）

5

15

25

1/5

工業地域

20

20

25

1/5

市街化調整区域

30

40

40

1/3

既存集落 ･ 伝統集落

30

40

50

1/3

( 一種低層 ･ 二種低層住居専用地域）

市
街
地

郊外

緑視率の最低水準
緑地率の最
緑被率の最
接道延長の
低水準（％） 低水準（％） 面積（％）
うち緑化長

中高層住居専用地域
（一種中高層 ･ 二種中高層住居専用地域）

※市町村の状況に応じ、必要な基準を採用する。
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②目標値を細分化せず、一律に設定する場合
細分化の必要のない地域、最低限の緑化目標を共有する
ことを目的とする場合には、一律の目標を設定することも
よいと考えられる。
緑視率の最低水準
緑地率の最
緑被率の最
接道延長の
低水準（％） 低水準（％） 面積（％）
うち緑化長
10

20

30

1/5

③大規模物件に対して緑化基準を設ける場合
届出制度に連動し、緑化の必要性も可能性も比較的高い、
大規模物件のみを対象とすることも現実的である。
この場合、物件の用途などに応じた緑化目標を設定する
こともよい。
また単独駐車場は建築物にも工作物にもあたらない施設
であるが、緑化の目標を設けておくことで誘導対象とする
などの工夫も検討する。

（３）緑化の要領
①基本的な考え方
◆郷土種を主体に用いること
緑化用の植物として、沖縄には自生している植物（在来
植物）のほか、海外から導入された数多くのトロピカルな
イメージを放つ植物（外来植物）が海外から導入され華や
かな色彩のものも数多い。種類に高木、低木、芝などがあり、
用途も花物、果実、香りなど多様である。
植栽は基本的に自由に樹種を用いて良い。しかし、環境
時代の今日、自然環境を健全に保全・創出するという観点
からは、郷土種を主体（主木）に用い、外来植物はアクセ
ント（添え）として用いることが望ましい。
※ 外来植物にはボタンウキクサなど法令等により規制された種、
規制がないものでもアメリカハマグルマのように自然林に悪
影響を及ぼすものもある。しかし一方ではホウオウボクやイッ
ペーのように華やかな色彩で街並みを彩る花木があり、これ
らは沖縄の街並みを飾るのに効果的で無視できないものもあ
る。このようなことから、外来種はその地域の環境を勘案し
ながら必要最小限にアクセントとして用いる。
※ なお、ここでいう郷土種とは、在来種に加え、デイゴやブッ
ソウゲのように植物学上は外来種ではあるが、沖縄では古く
から（概ね明治以前を指す）導入され、生活に身近にあった
県民に親しまれてきた郷土種の樹木（リュウ
キュウヒカンザクラ）
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樹種をいう。
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◆環境にあった樹種を用いること
美しい緑化景観を創出するためには、植栽した植物が健
全に育つことが絶対の条件となる。その植物は、何をどこ
に植えても育つというものではなく、海岸からの潮風によっ
て生育が大きく左右される。このため、植栽する樹種はそ
の地域の環境にあったものでなければならない（資料参照）。
◆みどり豊かな景観の創出
みどり豊かな街なみ、田園風景は美しい島づくり基本であ
る。そういうみどり豊かな環境のもとで、華やかな色彩の花が
見られ、小鳥のさえずりもあり、憩いや安らぎも生まれてくる。
特に、沖縄は観光が主要な産業でもあり、「見るに値する島づ
くり」を意識して取り組むことが重要となる。ここでは先述の
緑化基準を満たす、植栽計画の方法について、住宅地と商業地
を例に述べる。
②緑化スペースの配置要領
・ 緑化スペース（植え込み）は道路側に設け、歩く人から見
られるようにすること。
・ したがって、敷地境界は１～２ｍ程度をセットバックさせ
る。
・ 植樹帯が２ｍ程度と広い場合は高木を植栽することが望ま
しい。伸張した枝が道路上に伸びる場合は、道路管理者の
ほうでも「建築限界」を侵さずその他の危険もない限り、
容認されたい。
・ 敷地境界のぎりぎりに塀を設ける場合でも１０ｃｍの植栽
スペースがあれば緑化は可能であり、極力舗装と塀を直接
繋ぐことは避ける。この場合、庭の道路側に高木を配置する。
・ 境界としての仕切りをブロック等の塀とする場合、高さは
１ｍ以下となるべく低くし、住宅などの場合は生け垣とす
るほうが良い。
※ なお、その他詳細は「Ⅴ章
照のこと。

参考資料」における植栽の項を参

狭いスペースでも道路側に植栽帯を設け、良
好な緑景観を創出している例
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行為の制限

1
3)

開発行為

都市計画法 4 条 12 項に定める開発行
為、すなわち「主として建築物の建築

□ポイント□
・ 都市計画法に基づく開発許可制度は、県が許可権限を有し、

又は特定工作物の建設の用に供する目

主に大規模なものが申請対象となっている。景観計画では

的で行なう土地の区画形質の変更」が

これと別に、すべての物件が届出対象となり（適用除外を

対象となる。これまでの都市計画法に

設定できる）、誘導内容も必要に応じて独自に定められる。

基づく開発許可制度に加え、市町村が

・ 景観計画で定めた内容に適合しない場合、勧告対象となる。

景観計画でよりきめ細かな誘導を行え

・ 条例化することにより、景観計画の内容を都市計画法に基

るようになっている。

づく開発許可基準にすることができる。項目は限定されて

既存の開発指導要綱等に連動させるこ

いるものの、実効性を格段に高めることができる。

とも考えられる。

・ 地形の改変を伴う開発行為では、重要な斜面緑地における
大規模な造成や高い擁壁の出現を抑制したり、既存樹木の

【参考】都市計画法の開発許可制度にお
いて申請を要する規模（沖縄県）
・市街化区域内		
・市街化調整区域
・非線引き区域		
・都市計画区域外

1000㎡以上
全件
3000㎡以上
10000㎡以上

伐採の制限・緑化基準によって稜線の緑の帯の保全を図る。
・ 敷地の最低面積を定め、ゆとりある宅地造成を誘導できる。
・ 開発の用途に応じた基準設定が考えられる。
□数値基準の設定例□
＜届出の基準＞
届出基準の例

考え方

市街地

1000㎡以上

大規模な開発のチェック

郊外 ･ 自然地

300㎡以上
～ 500㎡以上

自然景、集落景を大きく変えか
ねない開発を厳しくチェック

※ 離島など景観スケールが相対的に小さなところでは、よりきめ
細かな届出対象の設定が望まれる。

＜誘導基準例＞
【景観計画の内容を、条例によって開発
許可の基準とできる事項】
※都市計画法第 33 条第 5 項
都市計画法施行令第 29 条の 4
［ ］内は規定できる範囲

①法の高さの最高限度
［1.5m を超える範囲］
②敷地面積の最低限度
［300㎡を超えない範囲］
③緑化
［60%を超えない範囲］

誘導基準の例（石垣市の例をもとに作成）
用途

造成高さ・擁壁高さ
緑地率
擁壁は直立とせず、2 ｍ以下
40％～
戸建住宅
法面は可能な限り緑化可能な勾配とする 50％
等
表面の緑化または修景
（郊外部）
集 合 住 擁壁は直立とせず、2 ｍ以下
30％
宅・業務 法面は可能な限り緑化可能な勾配とする （自己業務
用
表面の緑化または修景
用を除く）
リゾート
50％～
同上
施設等
60％

□基準の考え方□
＜共通基準＞

【景観地区において、条例化できる行為
の規制内容】
※景観法施行令第 22 条による

・造成による法の高さの最高限度
・建築物の敷地面積の最低限度
・木竹の保全、植栽面積の最低限度
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・ 造成は切土盛土を必要最小限とし、現況地盤を活かした計
画とする。長大な法面を生じさせない。
・ 残存緑地を含め緑地を十分確保する。
・ 造成はできるだけ擁壁等の構造物を要しない規模とし、や
むを得ず設ける場合も最小限とする。
・ 被覆しない法面は緑化修景する。
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□開発行為における留意事項□
（１）敷地の改変（造成）
①斜面地の造成と整備施設

□地形による造成地の範囲と建築限界

斜面地の土地利用は、地形と造

・既設道路がある場合でも
建物の建築は不可

成規模により景観に大きな影響を
与えるため、最も基準の厳しい石
垣市の場合は擁壁の規模を高さ 2

傾斜
40％

ｍ以下としている。

・新規造成では小園路等の
設置に限られる

この基準に準ずると、傾斜別に
造成により得られる敷地空間は参
考図のとおり。
・傾斜が 40％の場合、得られるフラッ

傾斜

・既設道路がある場合、左
側に住宅程度の建築は
可。右側は不可

25％

トな部分は幅員 4 ｍ程度であり、

・新規造成では幅員 6m 程度
の道路が可

この範囲では墓地の建設さえも困
難である。
・ 既 設 道 路 が あ る 場 合 は、 傾 斜 が
25％程度で小規模建築が可能であ

・既設道路がある場合、左側に住宅程度の建
築が可、右側も小規模建築なら可
傾斜
15％

るが、新規に造成して道路を含め
て整備をするとなると傾斜が 15％

・新規造成の場合 6m 道路と
小規模建築が可

程度に緩くならないと住宅等の建

・既設道路がある場合、左側に中規模住宅の
建築が可、右側も住宅程度は可

築は難しい。
・良好な景観を保つためには、擁壁
を連続させずに段毎に緩衝緑地帯

傾斜
0％

を設けることが重要になる。また、
擁壁は壁面緑化を行うこととする。

・新規造成の場合 6m
道路と住宅建築が可

②眺望景観への配慮
造成に際し留意すべきことは、視点場から眺めることのできるその地域の重要な景観要素を隠してしまわ
ないよう、造成規模と建物配置に工夫することである。
（２）戸建住宅（ペンション、分譲地等）
戸建住宅を目的とする開発行為の誘導にあたっては、以下のような点が留意事項となる。
①敷地を大きく改変して
それまでの景観を損ね
ないよう造成の規模や
形態に配慮が必要
②周辺環境との調和を図
る修景・美化に努めな
ければならない。
③一区画当たりの敷地が
狭 小 に な ら な い よ う、
最低面積は概ね 300㎡
以上（郊外地）とする
こと
④そのうえで、緑化基準
を 50％以上確保するこ

分譲戸建住宅地区開発の例
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と（石垣市は「自然風景域」の位置づけのも
と 50％）
⑤境界植栽
⑥エントランスの修景・美化
⑦接道部の緑化等に配慮
※④～⑦は緑化率に計上される。⑦は緑視率
に資する。
⑧建物高さ
⑨屋根の形態
⑩色彩
⑪サイン
（３）集合住宅・業務用施設
都市計画区域内及び都市計画区域外でみら
れる開発行為で、問題になりやすい事項とし
ては以下のものがある。
①駐車場
②壁面後退と接道部の緑化・修景
③エントランス
④屋上緑化
⑤建物高さ
集合住宅開発の例

⑥屋根の形態
⑦色彩
⑧サイン
（４）ゴルフ場
沖縄県県土保全条例に基づくほか、ゴルフ
場の開発行為で問題になりやすい事項として
は以下のものがある。
①大幅な敷地改変による周辺自然環境への影
響
②侵入道路及びエントランスの整備（サイン
を含む）
③接道部の緑化と安全対策
④土砂の流出やのり面崩壊
⑤クラブハウス（建築に準じて建物高さ、屋
根の形態、色彩、植栽等）
⑥既存林の保全と利用
⑦植栽景観

ゴルフ場開発の例
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（５）リゾート施設（ホテル）
特に海浜地域における開発
が旺盛なことから、以下のよう
な配慮項目が挙げられる。
①大幅な敷地改変による周辺自
然環境への影響
②造成時における表土流出防止
③エントランスや進入路の整備
④接道部の緑化
⑤駐車場
⑥海の囲い込みによる自然の砂
浜の囲い込みの問題
⑦視点場からの海浜眺望を遮ら
ないよう建物高さに配慮する
こと（視点場とは一般県民が
利用する国道、県道及び市町
村道のこと）
⑧ホテル棟の建築高さ
⑨屋根の高さ
⑩色彩
⑪サイン

リゾートホテル開発の例

⑫保安林等、既存林の保全と活用
（６）工場
都市部や埋め立て地で行われ、基本的に「工場立地法」が適用されるが、問題になりやすい事項として、
以下のようなものが挙げられる。
①駐車場
②エントランス及び進入路
③接道部の緑化（埋め立て地において行われる行為においては防風・防潮林の機能を持たせること）
④屋上緑化
⑤建物高さ
⑥屋根の形態
⑦色彩
⑧サイン
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■墓地開発の種類と問題点
【公営墓地】（集団、開発面積大）
公共が設置するもの。都市公園の 1
種である墓園として整備されること
が多く、良好な環境を形成する整備
基準が設けられている。
【法人墓地】（集団、開発面積大）
民間（公益法人としての認可を受け
た団体）が設置する。整備には開発
行為を伴い、以下の点が課題となる。
・ 斜面地の場合が多い。
・ 墳墓単位で区画分けしていること
から虫食い的になりやすい。
※ 斜面地における開発行為が多いのは、
居住地と墓地との住み分け及び見晴
らしの良さが好まれるためである。

【個人墓地】（個別、開発面積小）

（７）墓地
本県における墓地事情は、門中墓に代表されるように、他
府県とは歴史的・文化的背景が大きく異なり、墓地の立地や
運営においても慣習が重んじられてきた。そのため個人で墓
地を所有する意識が根強く、公営墓地の整備が進んでいない
のが現状である。
結果として個人墓地の散在化による景観阻害や斜面開発と
いった問題、都市計画を進める上での支障などが生じている。
従って斜面地の緑の保全なども視野に入れた根本的な解決策
が必要といえる。
墓地開発には概ね左の 3 種類があるが、開発行為の誘導の
視点からは特に個人墓地の問題が大きい。また開発規模の大
きな法人墓地、公営墓地についてもその特性を把握した適切
な誘導が必要である。
なお、亀甲墓のように景観的にも優れ、個人の資産であり
ながら歴史的 ･ 文化的価値を有するものも少なくなく、この
ような古くから継承してきた墓については健全な保全を図る
ことが望ましい。

沖縄県内では慣習により、個人が自
己所有地に設置する墓地も多い。
しかし安易に個人墓地を認めると、

＜基本的な考え方＞
本県では、個人で墓地を設置するという習慣がある上、高

場合によっては墓地の乱立を招いた

齢化、核家族化により、さらに墓地の需要が高まると考えら

り、また将来的には継承者の喪失に

れる。

より無縁化する可能性もある。個人

市町村としては、都市計画、まちづくり、景観保護、緑地

墓地についても、まちづくりの観点

保全などの観点から、墓地の集約化や公営墓地の整備も検討

や景観上の観点から整理する必要が

する必要がある。

ある。

また墓地の現況を把握し、上位計画との関連や公営墓地の
整備方針、墓地区域等の設定等を盛り込んだ「墓地基本計画」
を策定することが望ましい。
その中で、地区によっては墳墓の面積、高さ等の制限も検
討されたい。
＜墓地開発行為に対する景観基準の考え方＞
・個人墓の乱立を防ぐため、行政規模によっては小規模な開発
も届出対象とすることも考えられる。
・斜面緑地の保全のため、地形の改変の限度、擁壁の高さ制限、
緑地率の確保、高木植栽の義務づけなどを定める。
・慣習による特例として個人墓地を容認する場合、墓地埋葬法
の緑化基準等の対象外となるため、最低限の緑化基準を設け
ることを検討する。

民間の墓苑の例（本部町）
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行為の制限

1
4)

その他の届出対象行為

□ポイント□
・ 都市計画法による開発行為の対象とならない物件や内容に
ついて、造成や緑化、意匠などの基準を定められる。
・ 墓地造成や地下室マンション開発により、斜面緑地が減少
している課題に対し、造成方法や緑化率を定められる。

行為の制限のうち、前項までは法や政
令に基づく既存の届出制度に連動する
項目である。本項目は、「その他、良
好な景観の形成に支障を及ぼすおそれ
のある行為」を対象とする。

・ 既存の開発指導要綱の内容のうち、景観を阻害するおそれ

これらの誘導にあたっては、対象とな

のある項目について景観法の届出対象行為とし、景観法を

る行為を具体的に特定する必要があ

根拠とした条例とすることも考えられる。

り、景観行政団体が景観条例で「届出

・ 景観上重要なエリアのみを対象に設定することも可能。

を要する行為」として定める。

□基準の設定例□
届出対象の例

基準の例

500㎡以上
・開発行為に該当しない駐車場や墓地
土 地 形 質 （都市計画法
について、造成や緑化などの基準
の変更等 による開発行
を適用する
為等を除く） ・擁壁や法の高さ、意匠を定める
土石･鉱
物の採取、 500㎡以上
廃棄物の
堆積

・樹木の伐採は最小限にする
・堆積物を整理する。堆積の高さの限
度を定める
・周囲は緑化などにより遮蔽する
・行為後は緑化により原状回復する

・伐採を最小限にする
・郷土種で樹齢の高いもの（20 年以
樹 木 の 伐 全域、すべて
上 ）、 大 木（5m 以 上 ） は 保 存 し、
採
の開発行為
やむを得ない場合移植または同等
樹木の植栽をする
海域（サンゴ
さ ん ご の 類採取が禁止 ソフトコーラルを含むサンゴ類の採
採取
される自然公 取禁止
園を除く）
水面の埋
すべての埋立
立て

・護岸が不調和なものにならないよう
形態・素材に配慮する
・適切な植栽を行う

・光源を空、道路、海など公共空間に
向けて照射しない。目的物以外に
ラ イ ト すべての特定
光が拡散しないよう配慮する
アップ
照明
・地域性に応じ、過度な明滅を避ける
･ 深夜は最小限の照明にとどめ、可能
な限り消灯する

【景観法施行令で定められた項目】
※以下から必要なものについて基準を定め
る。

・ 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採
掘その他の土地の形質の変更
・ 木竹の植栽又は伐採
・ さんごの採取
・ 屋外における土石、廃棄物、再生資源、
その他の物件の堆積
・ 水面の埋立て又は干拓
・ 特定照明（ライトアップ）
・ 火入れ

※さんごの採取
• 沖縄県内の自然公園のうち、海中公園に
おいてはソフトコーラルを含めたサンゴ
類の採取が禁止されている。
• また沖縄県漁業調整規則では、沖縄海域
における造礁サンゴ類の採捕を禁止して
いる。

□基準の考え方□
・ 地域における課題に対応した基準とする。
・ ライトアップに関しては、環境省が「光害対策ガイドライン」
を作成している。
・ 大木等景観に寄与している樹木の伐採を禁ずる場合は、そ
の定義が必要になる。
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2
1)

景観重要建造物の指定

景観計画区域内の良好な景観の形成の
ために、景観上重要な建造物（建築物・
工作物）を、景観行政団体が指定し、
その優れた外観の維持・保全を目的と
する制度である。

□ポイント□
地域の象徴となる、或いはランドマークとなるような重要
な役割を果たしている建造物を、法的な拘束力のある保存対象
とする場合、文化財保護法の重要有形文化財の指定を受けると
いう方法もあるが、実際には国から指定を受けるのはかなり難
しい。
そこで景観に特化し建造物の外観を保存する方法として、景
観法による「景観重要建造物」の指定制度がある。その指定は
景観行政団体によって行われ、建造物の外観の現状変更や維持
管理に対して、法的な強制力を持たせることができ、また、建
造物が既存不適格とならないように、建築基準法の一部を適用
除外とすることが可能となるので、効果的に外観の保全を行う
ことができる。
加えて、景観重要建造物には、建造物と一体となって良好
な景観を形成している庭園なども含めて指定することができる
ので、沖縄の伝統集落などに見られる瓦屋根の古民家などを指
定する際には、建物と共に、その家の屋敷林や石垣なども一体
で指定を受けることによって、良好な景観を守ることができる。
建造物がある場合は、御嶽空間を対象とすることも可能性があ
る。
また、建造物の現状変更の規制等によって、その所有者が
損失を受けた場合の補償制度が付加されたことも大きな特徴と
いえる。
□制度の要点□
・ 景観重要建造物は、景観行政団体が指定を行う。
・ 景観重要建造物は、景観行政団体の許可なしに、外観の変
更を伴う工事を行うことができない。
・ 景観重要建造物の所有者は、その外観が損なわれないよう
管理することが義務付けられる。
・ 景観重要建造物は、建築基準法の一部を適用除外とするこ
とができる。
・ 景観重要建造物への移行で、より効果的に外観の保全を行
うことができる。
・ 相続税の優遇措置がある。
・ 修理・買取等に対しては景観形成総合支援事業による補助
制度がある。

景観重要建造物のイメージ：赤瓦屋根
や石垣が残る沖縄の古民家
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□基準の考え方□
①景観重要建造物の指定対象
具体的な指定対象は追って定めるとして、景観計画では指
定の方針を定めておくことが必要である。方針に挙げる指定対
象は以下のようなものが考えられる。
・市民に親しまれる地域のシンボル的な存在であるもの
・地域で伝承されていて、歴史上意味のあるもの
・良好な景観形成に欠かすことができないもの
・道路その他公共の場所から容易に見ることができるもの（国
土交通省令で定める基準（景観法施行規則第 6 条）による）

景観重要建造物のイメージ：地域のランド
マークとなる優れたデザインの建造物

②景観重要建造物の指定とその提案
景観行政団体が所有者全員の意見を聴いて指定する。
建造物の所有者又は景観整備機構は、指定を受けるための
提案を行うことができる。提案に際しては建造物の所有者全員
の合意が必要となる。
この指定制度は、すでに文化財保護法により重要文化財等
に指定されている建造物には適用することができない。ただし
県、市町村の指定文化財には適用可能である。
③景観重要建造物の現状変更の規制
景観行政団体の許可なしに、増築、改築、移転、除去、外
観の変更を伴う修繕や模様替、色彩の変更を行うことができな
い。
もし許可を得ずに増改築や色彩などの外観の変更を伴う工
事を行った場合は、景観行政団体は建造物の所有者に対して、
良好な景観を保全するために必要な限度まで、当該建造物を原
状回復するように命ずることができる。
また、現状変更の規制により、当該建造物の所有者が損失
を受けた場合は、景観行政団体が所有者に対し、その損失を補
償することになっている。
④景観重要建造物の管理義務
建造物の所有者及び監理者には、当該建造物の外観が損な
われないように適切に管理することが義務付けられる。
景観行政団体は、条例で必要な管理方法の基準を定めるこ
とができ、また、当該建造物の所有者等の管理が不適当な場合
は、管理方法の改善その他に関して必要な措置を命令又は勧告
することができる。
⑤景観重要建造物に対する建築基準法の制限の緩和
指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためにその
位置や構造を現状のまま保存すべきものについては、景観行政
団体が、条例で建築基準法の一部を適用除外の対象とすること
ができる。

＜景観重要建造物に対して建築基準法
の適用除外及び緩和が可能な項目＞
・主要構造部及び外部仕上の規制（法第 21
条 ~25 条）
・居室の採光及び換気の規制（法第 28 条）
・敷地の接道条件（法第 43 条・44 条）
・壁面線による建築の制限（法第 47 条）
・容積率及び建ぺい率の規制（法第 52 条・
53 条）
・住居専用地域内における壁面後退及び最高
高さの規制（法第 54 条・55 条）
・建築物の高さ及び日影規制（法第 56 条・
56 条の 2）
・高度地区内の最低容積の規制（法第 58 条）
・防火地域内での建築物の規制（法第 61 条
~64 条）
・特定防災街区整備地区内の建築の制限（法
第 67 条の 2 第 1 項・5 項 ~7 項）
・景観地区内の建築の制限（法第 68 条第 1 項・
2 項）
参考）文化財保護法における伝統的建造物
群保存地区内において、市町村が条例で
定める保存建築物も、建築基準法の一部
を適用除外の対象とすることができる。
（建築基準法第 85 条の 3）
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2
2)

景観重要樹木の指定

景観上重要な並木や由緒ある樹木など
を指定することで、伐採・移植などか

□ポイント□
・ これまで、重要な樹木を保存するには文化財指定など限ら
れた手段のみであったが、間口が広がった。

ら守ることができる。

・ 景観整備機構が管理に関わる仕組みが整備された。
・ 景観形成総合支援事業による助成制度がある。
□基準の考え方□
①

景観重要樹木の指定の基準
景観区域内において、次のような樹木は良好な景観のまち

づくりを進めるうえで景観資源となるので、その健全な保全を
図る観点から「景観重要樹木」として指定することが望まれる。
・大木に育ち地域のシンボル樹になっている樹木
・地域の自然環境のもとで、その樹木の存在が通りの景観
形成に役立っている
・樹形が良好で見栄えがよく、地域住民からも親しまれて
いる
一般的に対象となる樹木にはガジュマル、アコウ、コバティ
シ、リュウキュマツ、アカギ等の樹種があると考えられ、条件
としては「道路やその他公共の場から容易に見ることのできる
場所にあること」で、規格は幹周りが 1 ｍを越えるような大木
景観重要樹木の対象候補（例）
上：コバティシ 下：ガジュマル。
例えば石垣市や竹富町のツンマーセ、那覇市
楚辺のガジュマルといったものが考えられ
る。

である。
樹種や樹木規格及び育ち具合については、地域の自然環境
によっても異なるので、地域の状況に照らして景観重要樹木と
しての基準を設けることが望ましい。
なお本制度を御嶽林や屋敷林の保全に活用することも考え
られるが、景観重要樹木は原則として単体の樹木に適用される
ものであるため、樹木を特定する必要がある。
②

樹木調査と指定
樹木調査は、地域における景観重要樹木の拾い出しを行う

ことであり、方法として次のようなものがある。
・専門家（景観整備機構など）に委ねて地域の樹木調査を
行う
・広報にて地域住民からの申し出を受け付ける（公募）
対象場所は民有地のほか、公共・公益施設などが対象である。
候補樹種が揃ったら現地調査を行い、樹木の現状を調査し、景
観重要樹木としてふさわしいか判断を行う。但し、既に国によっ
て文化財に指定されている樹木は除く。
指定をしようとする場合、景観行政団体は樹木所有者から
意見を聴く必要があり、同時に景観重要樹木に指定された場合
の利点、欠点についても説明しておくことも重要である。
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指定した樹木には、景観行政団体が標識を設置する。
なお、景観重要樹木として指定すると、景観行政団体と樹
所有者との間で管理等の負担が生ずる。したがって、当初は本

□景観重要樹木指定の作業フロー

数を限定し、その後の状況によって段階的に本数を増やしてい
くことが望ましい。
③

管理
景観重要樹木を定めた場合、樹木所有者と景観行政団体は

樹木の発掘
樹木のリス
トアップ

協力して樹木の健全な保護・育成に努めなければならない。
樹木の所有者は樹木の移植や伐採等を行ってはならず、管

現状調査

理義務を負うことになる。また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つくることができる。
なお、指定樹木の管理が不適切で樹木の景観が損なわれる

管理のため必要な場合は、景観行政団体または景観整備機
構は、樹木の所有者との間で、管理方法や期間、違反措置など

管理方法の基準等につい
て定める
必要に応じ
管理協定の
締結
・縦覧・告知
・指定樹木カルテの作成

からなる「管理協定」を締結できる。協定は所有者が変わって
も有効である。
指定樹木については「指定樹木台帳」を作成しなければな

・樹木の調査による判定
・樹木所有者からの意見徴
収、指定された場合の
説明を経て同意を得る

決定・通知

ような場合、景観行政団体は樹木所有者に対し、必要な事項に
ついて指導・勧告を行うことができる。

調査・公募で発掘（民有地、
学校等の公共・公益施設）

指定樹木の
表示

らない。適切な管理を行っていくためには、台帳に連動させ、
カルテとして樹木の手入れの状況や樹木の生育状況等の記録を
残すことが望まれる。
④

公告・縦覧
景観行政団体は、景観重要樹木の管理協定を締結しようと

するときや景観整備機構から管理協定の申請があった場合、関
係者にその旨を公告し、管理協定の内容を縦覧させる必要があ
る。
また、管理協定を締結した後や管理協定の申請を認可した
後はその旨を公告し、管理協定の写しを備えて住民に縦覧する
必要がある。
⑤

指定の解除
台風等による自然災害により、指定樹木が著しく景観を損

ない景観重要樹木としての価値を失い、指定の理由を失った場
合、景観行政団体は遅滞なく「指定解除」を行う必要がある。
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3

屋外広告物

景観計画において、屋外広告物の制限
基準を定めることができる。景観行政
団体はこの計画内容に即して屋外広告
物条例を定め、運用していく。

□ポイント□
・ 市町村が制定する条例の範囲は、屋外広告物条例（屋外広
告業に関する条例を除く）の全部とすることも、対象とす
る区域や物件を限定することも可能。
・ 景観計画で基準を厳しくする一方、優れた広告物にはイン
センティブを与える仕組みも考えたい。
□屋外広告物誘導の考え方□
①何が景観上の問題となっているのかを整理する
屋外広告物の引き起こす景観的問題は、以下のように類型
化できる。
地域の現状に照らし、どういった問題が生じている、ある
いは生じる可能性があるかを想定し、対応を検討する。

過大な規模の例：建物本体に対し、不釣合い
に巨大な屋上広告物。（なおこの例では、文字
自体は大きさを控え、都市景観への配慮をみ
せている。）

個別の広告 過大な規模
物による問
題

視野に占める割合が不自然に大き
い
建築物やまちなみのスケールに比
して不釣合いに大きく落ち着かな
い

暴 力 的 に 注 意 を 派手な色が大面積で使われる
引くデザイン
明滅など過剰な電光
不 十 分 な メ ン テ 老朽化、破損し見苦しい
ナンス
複数広告が
乱雑感を引
き起こす問
題

暴力的に注意を引くデザインの例：壁面全体
を派手な色にする、大面積で映像を流す、発
光パネルの使用など。

数 が 多 す ぎ る こ のぼりなどを含む複数種類の広告
とによる混乱
物で風景を混乱させる
位 置 や 形 態 の 不 歴史的街並みなど、意匠に統一感
統一
のあるまちでは阻害要因となる。
色 や デ ザ イ ン の それ以外の場合も、要素の統一に
より、美しくかつ広告物の認識も
不統一
しやすい景観づくりが可能。

眺望や自然 眺 め を 阻 害 す る
景観を遮る 位置と規模
問題
広告物で覆った
空間

特に屋上など高所が問題になりや
すい
貸し看板が連続して設置され街並
みや風景を分断、異質な空間をも
たらす

自 然 景 観 に 調 和 大面積で使われる派手な色、電光
しない意匠
など
表は、
「屋外広告物が道路景観に与える視覚的影響の分析」（長
岡宏樹，窪田陽一，深堀清隆）を参考に作成した。

空地に連続広告板が出現し、街並みに違和感
をもたらしている例。1 件あたりの規模の上
限は守られているが、事実上際限なく設置で
きる。
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②誘導の方法を考える
誘導の方法には以下のようなものが考えられる。地域の状
況に応じ、規制以外の方法も組み合わせた誘導を工夫すること
が望ましい。
・ 屋外広告物法に沿って禁止ないし許可の基準を設定するこ
と（→次ページ③へ）
・ 違反広告物への対策を充実させることで事業者や住民への
周知を図るとともに、優良事業者にとってメリットを感じ
られるようにすること
→地元に密着した市町村が指導主体となり日常的に誘導を
図る。
→捨て看板やのぼり、張り紙等の違反物件には、簡易除却

講習を受けた市民が捨て看板などを撤去する
ことができる簡易除却制度も活用したい。公
共広告板の広告料が活動原資となる仕組み
や、楽しく活動できるユニフォームデザイン
なども大切。

制度などを活用して対策を図る。
・ 広告行為や広告物が優れた景観形成に寄与する仕組みをつ
くりあげること
→優良屋外広告物の制度を定め、優れたデザインのものは
許可期間を延ばす、表彰するなどインセンティブを与え
ることも考えたい。（例：京都市）
→アドバイザーの活用によるデザインの評価や誘導を通し、
デザインの向上を図る。
→公共空間に広告物を掲示させ、その広告料を違反広告物
の除却費用にするなど、社会的な評価を組み込み、広告

優良なデザインの広告物を積極的に評価して
いくことも、都市景観向上につながる。

主の意識と意欲の向上につなげる例もある。
・ 市民の意識を醸成することで悪いものを淘汰していく
→表彰制度（例、カンヌ広告賞）
→優れた広告物の評価、景観を阻害する広告物の評価に市
民が参加する仕組みをつくり、消費者の意識を醸成しな
がら良いものを育てていく。

ストリートファニチャーや公共交通機関など
に優良な広告物を掲示できるしくみをつくる
ことも一つのインセンティブ。
( 下写真：国土交通省北陸地方整備局 HP より）
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③具体的な基準を設定する
以下のような流れで基準を検討する。
（1）誘導したいエリア（条例の対象）を定める。
・ 景観地区や重点地区に指定するエリア
・ 新たな道路整備や市街地開発が予定されているエリア
・ 広告物の乱立が景観を阻害しがちな幹線沿道
・ 眺望や借景が大切な文化財周辺
・ 山原や先島、離島地域など県条例で規定のない地域
・ 質の高い景観を創出したいリゾートエリア

眺望景観を保全したいエリアでは、眺望景観
を阻害するおそれのある屋上広告物を重点的
に誘導対象とすることが考えられる。

等

（2）禁止地域または許可地域、禁止物件を定める。
・ 許可地域とは貸し看板等が可能な地域であり、許可され
る看板の規模も大きい。景観を乱している広告物の多く
が貸し看板であること、まちなみスケールを超えた規模
の過大さが問題であることから、自然系・生活系地区や
景観上重要な地区は禁止地域として定める方向が望まし
い。（例：新潟市では駅前広場を禁止地域としている）
・ 通り会などで個性あるまちなみづくりを目的に広告協定
を結び、広告協定地域を設けることもできる。
・ 基準を超えるものも審査会の審査により許可することの
できる広告物活用地区を設定し、柔軟な運用を図ること
もよい。（例：金沢市ほか）

（3）許可基準を定める。
看板をレトロな和風デザインとし、特色ある
まちのイメージづくりを図っている例（浅草）

・ 対象エリアの特性に応じ、屋外広告物がどのような問題
を引き起こしているか、広告物のどのような要素を誘導
するかを検討する。
・ 県条例で許可されている規模は最大公約数の数字であり、
通常のまちにおいては全体に過大である。住民の生活環
境としても観光立県としても、大きさよりもデザインの
質で競うような風土への転換が必要である。
・ 都市全体の景観や眺望の面からは、屋上など高い位置に
あるものが最も問題になりやすい。具体的には屋上広告
物が対象となる。（東京都事例：湾岸地区では屋上広告物
を広範囲に禁止している。）
・ ネオン、映像など光を用いたものも影響が大きい。使用
できるエリアの限定や明滅の制限が適当と考えられる。
・ 多様な要素が混乱する状況を改善するには、形態や構造
の統一は広い地域では現実的ではないため、色彩を整理

都心の市街地だが、川に面する部分は落ち着
いた広告物としている例（名古屋市）

することも考えられる。ただし、広告物の本来の機能を
4

4

4

果たすには、過度に「なじませる」ことは適切でない。
面的に派手な色を用いることを避けるため、「一定以上の
規模で地色として高彩度色を用いることは禁止」などが
考えられる。
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□許可基準の設定例□
・ 地域の状況に応じ、必要な項目を選択して基準を定める。県の現行基準を強化したい項目がある場合、以
下のような数値の設定が考えられる。
項目

基準を強化する場合の例

基準設定の考え方

屋上広告 ・屋上広告物の禁止
の禁止
・地上から 20m を超える上階での禁止
・非自家用広告禁止

眺望が大切なエリアで状況に応じ設定する。

屋上広告 高さ 10m 以下（商工系地域も同様）。
の規模
非自家用広告物は 1 面 20㎡以内。

建築物に附帯するものの規模として、2~3 階分の階高を
超えるものは違和感を覚えるため。

壁面広告 壁面面積の 1/3 以下、最大 30㎡
板の規模

大規模物件では厳しくなるので、別途例外規定を適用す
るため、審査会等の手続きを設定することも考えられる。

地上広告 1 件（複合広告物は 1 件と数える）あたり 15 中心市街地などで空地を利用する広告板が連続するのを
板
㎡以内とする。
防ぐため、総量規制を検討する。
横幅の合計は接道延長の 1/2 以内とする。
総量規制 すべての屋外広告物の合計面積が 1 敷地道路 総量規制がなく各種広告物の規制を強化した場合、種類
に面する毎に 30㎡以内
を増やすことで広告面積を増やすことが予想される。
色彩誘導 地上 10m を超える位置では、15㎡以上の地 広告には派手な色も効果的だが、位置と規模によっては
色に高彩度色（BG~P では彩度 8、RP~G では 高彩度色を抑制する。面積の大きい地色のみを誘導対象
彩度 10 以上）を用いない。
にする方法もある。
発光物

・禁止

文化財周辺や歴史的地区で目的に応じ禁止する。

※ 表の強化例は必ずしも全項目に同時に適用することを推奨するものではない。
■参考：現行の沖縄県条例における禁止
と許可の対象（概要）
【禁止地域】
・用途地域の住居専用地域と風致地区
・県・国の文化財（建造物）周囲 50m 以
内
・保安林、公共施設や病院の敷地
・高速道路、国道、主要地方道、県道
・主要幹線道路（主に自然地を通行する
区間）から両側 300 ｍ以内
・主要ダム周囲 500m 以内
・自然公園内の海岸線から両側 300 ｍ以
内
・空港および空港から展望できる 500m
以内

【許可基準（一部）】
広告塔

広告板

【禁止物件】
・交通施設（橋、トンネル、高架構造、擁壁、
信号、道路標識、歩道柵等）、街路樹
・信号や標識の設置された電柱、外灯柱
等
・消火栓、ポスト、電話ボックス、公衆
便所等
・鉄塔、煙突、タンク
・銅像・神仏像、記念碑
【許可地域】
・主要幹線道路（主に郊外部を通行する
区間）から両側 500m 以内
・市および指定町村（本島中南部町村＋
本部町）

突出広告

電柱広告

【適用除外】
・管理用表示（面積上限あり）
・30㎡以内の自家用広告物（許可対象）
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■地色の変更などによってまちなみ景観に調和させた広告物の例

淡いアイボリーを基調とした建物群に合わせ、コ
ンビニエンスストアも企業ロゴの色を変えて高級
感を出している。（那覇市旭橋再開発地区）

規模の大きな広告物の「地色」を従来色（左、派手な黄色）か
ら落ち着いた色（右、白）に変更し、街なみ景観に配慮した事例。
色を変えても企業ロゴの希求性は損なわれていない。

■広告協定地区などの制度を活用可能な例

過剰な数の広告物が景観を混乱させており、多く
が地域の賑わいに関係ない貸し看板。広告協定地
区などに定め、地域に直接関係する広告物のみを
許可するしくみづくりも考えられる。

通りの各店が同種のオーニング（日除け）を設置
し、店名の大きさや位置も揃え、通りのイメージ
アップを図っている。（国際通り）

■よりよい広告物の顕彰、支援

緑と組み合わせることで広告物の品格が上がり、
額縁効果により存在をアピールすることができ
る。
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映画館のあったまちの記憶
を伝える看板。
看板をきっかけにまちの顔
づくりや活性化を図る例。
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景観重要公共施設

□ポイント□
・ 公共施設には、海岸線など沖縄のすぐれた景観資源、幹線
道路や港など都市景観の軸やゲートとして重要な空間が含
まれる。これらの積極的な景観整備を位置づける。
・ 公共施設の管理者が景観協議会等の一員として参加するた
め、目標共有やその継続が期待できる。
・ 景観上の必要から無電柱化を進めたい道路を指定し、優先
的に電線地中化の対象とすることができる。
・ 占用の許可基準に上乗せすることで、景観にそぐわない物
件や行為を排することができる。
・ 管理者が決定していれば、計画段階でも選定可能。
□指定および基準の考え方□
①対象
・ 道路、河川、都市公園、海岸、港湾、漁港、自然公園の公

公共施設は率先して良好な景観形成を
実現するべきだが、管理者が異なるこ
とで必ずしも整合のとれた景観形成が
なされてこなかった。景観重要公共施
設として位置づけることにより、目標
を共有することが期待される。
景観重要公共施設の制度の使い方とし
ては、大きく規制強化と規制緩和と２
つの方向がある。
強化の方向とは、市町村の景観方針に
沿った整備や運用を、他の団体にも浸
透させ協力してもらうこと。
規制緩和の方向とは、各団体が協力し
て運用上の規制緩和を行い、公共空間
を柔軟に活用することである。

園事業にかかる施設、その他多くの都市基盤施設（景観法
施行令第 2 条参照）が対象の候補となる。
・ 市町村の景観計画において重要な空間と位置づけた公共施
設について選定する。
・ オープンカフェなど、公共空間を活用した賑わいづくりを
図りたい場所を選定することもよい。
②整備基準
・ 景観計画の文脈に応じて定める。詳細は別途、公共施設管
理者との協議と同意を得て定めていくことになる。
・ 例えば、整備する施設の工法、配置。各種要素の色彩、配
置形態などが対象となる。眺望景観や伝統的なまちなみな

□景観重要公共施設の位置づけのフロー
景観重要公共施設
に定めたい

どではこれに応じたデザインとなる。
・ 河川の安全柵、電柱、照明柱などの色彩が周囲の景観にな
じまないことがあり、土木施設としてなじみやすい色を定
めることなども考えられる。

公共施設の管理者
と協議し、景観計
画に位置づけ

③占用許可の上乗せ基準
・ 自動販売機や電柱等の占用物について、色彩や配置などの

○管理者
・国
・県
・自治体の関連
機関
○対象
・道路
･ 河川・海岸
・公園
･ 自然公園等

規定を定める。
・ ビーチを占用する海の家などの施設について、占用許可基

景観協議会の締結

準を上乗せすることで秩序を乱す営業の排除や良好な意匠
形態の誘導を図る。
④景観重要公共施設への位置づけ手順
市町村が景観に配慮した公共施設の整備を実施したい場合

○関係者
・民間事業者
・地域の関係者

景観重要公共施設
としての整備・運
用

の手続きは右のフロー図のとおり。
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まず、その対象となる施設の管理者と協議を行い、その同
意の下に景観計画に位置づける。この時、対象施設は計画段階
のものでも構わない。むしろ、施設管理者としては、そのほう
が整備内容の調整や予算的措置をとれるため都合が良いともい
える。
既に整備されている施設を指定する場合は、景観に対応し
た施設のグレードアップのようなものになる。例えば、整備さ
れている道路を指定して電線の地中化を行う場合などである。
また、公共施設のほかに、周辺住民の参加を加えて行う地
区の再開発事業等も考えられる。
いずれにしろ、こうした関係者の間で「景観協議会」を締
結し、施設整備の内容や役割分担等を明確にして事業の執行を
図ることになる。このように、景観重要公共施設の制度は、行
政や民間が連携し、地域づくりにも繋げることのできる極めて
有効な手段となり得るので、景観計画策定において十分検討す
べきである。
□事例□
【那覇市牧志安里地区第一種市街地再開発事業（面積 2.3ha）】
本事業は、これまで降雨時においてしばしば氾濫を繰り
返してきた安里川の改修と、河川を通る地域の再開発事業
を一体的に行うものである。

牧志安里地区 デザイン協議検討図
＜計画平面イメージ＞
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この中で、行政が整備する安里川と街路については、河川は氾濫対策と同時に親水整備を行う。また、
周辺街路は円滑な交通の確保とともに快適な歩道、街路樹を整備する。
一方、民有地は商業施設やホテル及び住居棟を建設し高度利用を図りながら、沖縄都市モノレールや
河川等と一体的・機能的に繋がるよう再開発を行う。
この事業は、民有地の地権者による「市街地再開発事業準備組合」、市、県の各部局が連携しながらお
互いの事業の効果を引き出すよう協議・調整を行って進めてきたもので、景観重要公共施設の制度の活用
モデルとなるものといえる。
具体的には以下のようなことを行っている。
・国際通りに面する商業施設の壁面後退を行い、「駅前広場」としてヤエヤマヤシや緑陰樹を植栽し、景観
形成を図るとともに休息機能を持たせる。
・沖縄都市モノレール牧志駅に直結するペデストリアンデッキを設け、モノレール利用者を直に商業施設
やホテルに誘導する。
・安里川は階段状に整備し、河川沿いの管理用道路には散策機能を持たせ緑陰形成を図りながら休息機能
も付加する。また、商業施設にはオープンカフェを設け、この河川の園路と一体的に利用する。
・街路の安里牧志線は豊かなみどりと緑陰形成を図り、木陰の中を歩ける環境づくりを行う。
このように、景観重要公共施設は、沿道の地権者と一体的に事業を進めると、より事業効果を発揮させること
ができる。
牧志安里地区

デザイン協議検討図

＜国際通り沿い駅前広場
計画断面イメージ＞

＜モノレール駅に
直結するデッキ
断面イメージ＞

＜河川部計画断面
イメージ＞
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5

景観農業振興地域整備計画

□ポイント□
景観と調和の取れた農業を推進するた
め、市町村は農業振興地域内の農地に
ついて、「景観農業振興地域整備計画」
を策定することができる。
そのためにはまず景観計画で基本的事
項をまず定める必要がある。そして具
体的な計画は、農振法に基づく「農業
振興地域整備計画」との整合を図り、
その体系の中に位置づける必要があ
る。
計画の対象は以下のようなものであ
る。

・ 沖縄らしい農業景観、沖縄の自然風景を保全するための農
業施設のあり方を積極的に指導することができる。
・ 県の施行している赤土流出防止条例には、耕作地について
は条例で定める赤土流出防止施設に関する基準等の適用対
象外となっており、さらに罰則規定もないことから、農地
から土砂が流出しても看過されている実態がある。このた
め、自治体が景観農業振興地域整備計画を策定する場合は、
この赤土流出対策を景観と一体的な課題として取り上げ、
正面から取り組むべきものと考える。
・ 景観を阻害している放棄農地やビニールハウス、維持が難
しい農地などへの対策として、景観整備機構が借り上げ、

・石垣など農業生産基盤の整備 ･ 維持

一括して管理することが可能。特に離島において、今後の

・棚田など農用地の保全やその維持

就農問題は重要課題であり、景観整備機構の活用は重要に

・農業近代化施設の配置、形態、意匠

なると思われる。

市町村は違反する土地所有者・利用者
に対し勧告を行うことができる。

□景観面から対応したい農地の課題□
農地には田畑のほか防風林、グリーンベルト及びのり面等
のみどりがあり、いずれも重要な景観要素である。また、ビニー
ルハウスや農具舎等の工作物といった農業施設があり、これら
も農地景観に影響を与えている。その他、地域の自然風土を生
かした特産品の栽培風景が景観要素となっている場合もある。
海が主要な観光資源となっている沖縄において、農地から
表土が流出しているという問題は、自然環境を悪化させるばか
りでなく、観光産業を持続的に発展させるためにも極めて重要
な課題である。また、放棄されて原野化した農地や老朽化した
ビニールハウス等、農業用工作物は農地景観を悪化させる要因
ともなっている。農業者の高齢化、担い手不足の問題は、今後
の沖縄の農地景観の問題としてますます顕在化していくことが

農地景観（石垣市）

考えられる。
このため、景観面からは景観農業振興地域整備計画におい
て土地利用やみどりのあり方、その管理の方法について定める
ことが有効な手法といえる。
❖ 防風林
防風林は、畑地の作物を台風等や冬季の季節風等の潮風
から保護し、農産物の安定した生育確保・生産につなげる
とともに、ビニールハウス等の工作物を強風から守るとい
う重要な役割を果たすものであるため、台風の来襲のある

裸地化して赤土が流出する農地
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観面から防風林は農地のみどりとしての役割を果たしてお
り、農村景観を向上させる効果、防風林が緩衝帯となって
土砂流出を防止する効果があり、これら複合的な目的で造
成されている。
通常、防風林は林帯の幅員を 6 ｍとしテリハボクやフク
ギ等の耐潮性に強い樹種が用いられており、これが農地の
みどりの骨格ともいえるものである。
広い農地になると、これに補助的な防風林を設ける場合
もあるが、それは農家が自ら実施することになっている。
しかし、実態は防風林により耕作地の面積が減少すること
から、農家全体にその意識が浸透しているとは言い難い。
このようなことから、農家の防風林の効果に対する意識
の高揚を図り、より積極的に防風林の造成について取り組
む必要がある。
❖ グリーンベルト（農地施設）
グリーンベルトは、沖縄県の水質保全対策事業（耕土流

防風林（上：テリハボク、下：オオギバショウ）

出防止型）において農地の緩衝帯と位置づけられる農地施
設である。その目的は、防風林機能を補完しながら表土流
出を防止することにあり、圃場まわり、特に表土が流出し
やすい集・排水路側面に幅員 1 ｍ程度で設置される。
植栽にはゲットウ、ヒメノカリス、ヤブラン等の草本、
ハイビスカス、ヤドリフカノキ等の低木、イスノキ、リュ
ウキュウコクタン等の高木が用いられており、景観面から
も重要な要素になっている。
しかし、グリーンベルトの造成については、用地の確保

グリーンベルトが設置された農地の例

や植栽樹種について農家の理解を得て実施することになっ
ており、防風林同様に農家全般に意識が浸透しているとは
言い難く、グリーンベルトとして側溝脇を緑化する農家は
少ない。積極的なグリーンベルトの設置 ･ 維持を推進する
ことが景観上も重要である。
❖ のり面
農地基盤整備に伴い発生するのり面は、緑化が行われる
ものの、裸地化してのり面崩壊が生じ、赤土流出源となる
とともに景観を阻害している例が少なくない。

道路際まで耕作し土砂が流出している例

一般的に行われる種子吹き付け工では、外来種を用いる
ため数年経過すると草種が衰退しやすい。従ってのり面に
緑化の際はできるだけ在来の樹種を用い、中高木の樹種も
混合して自然林に回帰させることが、地域の景観を形成す
る上でも望ましい。
❖ ビニールハウス・耕作放棄地
近年の農業はハウスを用いた、いわゆる施設農業の割合
が多い。那覇市近郊における市町村の蔬菜の生産、北部や

裸地化したのり面

81

宮古島市、石垣市のマンゴー等の果樹生産はほとんどビニー
ルハウスで行われている。このため、農地景観の中におい
てビニールハウス等の工作物が多く出現するが、このビニー
ルハウスが用途を終えた後、鉄骨が腐朽したまま放置され
て、農地景観を阻害しているのが課題となっている。
また、昨今は農業従事者の高齢化に伴う耕作放棄地が多
くなっており、原野化した農地が景観を阻害し環境面から
も病虫害の発生源になっているとの指摘がある。
ビニールハウスのある農地景観 （うるま市）

こうしたビニールハウスの鉄骨の腐朽や耕作放棄地の状
況の把握は、農地の巡回を行い監視する必要がある。現状
において農地利用の監視には各市町村の農業委員会がその
機能を担っており、農業委員会にその対応を担わせること
も一考である。また、景観整備機構もこうしたことを目的
に機能させることも可能である。
❖ 地域の特色ある作物の栽培風景
地形や湧水等を生かした、田芋やビーグの栽培風景、ま
た近年観光名所ともなっているオクラレルカの栽培風景な

ビニールハウスのある農地景観（南城市）

どは、地域の大切な景観要素となっている。
しかし都市部やその近郊では開発圧力が強く、一方農村
部では担い手の減少などの問題が生じており、存続のため
の手立てが必要となっている。

□景観農業振興地域整備計画の沖縄における活用□
❖ 活用の考え方
計画の策定にあたっては、まず地域の農地の景観特性を
整理し、必要な区域を定め、魅力ある景観を保全 ･ 創出す
湧水を生かした田芋畑（宜野湾市）

るための基本的な方針を示すことになる。
方針は地域によってさまざまとなろうが、赤土流出防止
と良好なみどり景観の維持、維持管理体制づくりなどが共
通する課題となろう。また特色ある景観作物の栽培の継続
なども挙げられる。
❖ 計画内容の考え方
景観農業振興地域整備計画においては、区域のほか、以
下の項目を定めることとされている。
項目ごとの、沖縄特有の課題への対応点としては、以下
のようなものが挙げられる。
①景観と調和の取れた土地の農業上の利用に関する事項
地域の特色を踏まえた基本方針として、景観農業の対象
や仕組みづくりを定める。景観作物の指定やグリーンベル
ト等の施設の共同管理、協定などが想定される。
②農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項
農用地、農業用施設や土地改良施設の具体的なあり方を
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□景観農振計画による景観誘導体制の例

リーンベルトの設定などが例として想定される。
③農用地等の保全に関する事項
④農業の近代化のための施設の整備に関する事項

市町村

地域特産品の共同処理加工施設などの整備にあたり、景

策定

観に配慮した配置 ･ 形態意匠の基準を定めることなど。
景観計画に定める手続きとの連動などが考えられる。

農業振興地
域整備計画

景観農業振興地域
整備計画

適合
意見

指定
景観整備機構
従わない
場合勧告

農業委員会
農地等 ほか関係者
使用許可

事業の執行

農地・農業施設

❖ 施設整備に関する誘導基準の例

防風林内の草生水路イメージ

農地の使い方（赤土流出を抑制する配置の例）

グリーンベルト
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自然公園法許可基準

6

国立公園 ･ 国定公園には自然公園法に

□ポイント□

よる開発等の規制があり、種別に応じ

・ 第 2 種 ･ 第 3 種特別地域が主な対象となる。

た許可基準が存在する。景観計画では、

・ 許可制という強い権限により、対象地においては景観計画

これに上乗せした追加基準を定めるこ
とができる。

・ 普通地域はそもそも許可制ではないため、上乗せ基準を適

国立公園 ･ 国定公園の種類と許可制度
類別

の基準を確実に実行できることになる。

許可を要する事項

1 種特別地域 １工作物の新築等
（通常許可され ２木竹の伐採
３鉱物や土石の採取
ない）

４河川 , 湖沼の水位 ･ 水量の増減
2 種特別地域 ５指定湖沼への汚水の排出等
（農林漁業に必 ６広告物の設置等
要 な 施 設、 住 ７指定された物の集積等
民 生 活 施 設 は ８水面の埋立等
９土地の形状変更
許可）
10 指定植物の採取等

用することはできない。従って前出の「行為の制限」の項
で適切な基準を定めておく必要がある。
・ 県立自然公園は許可制だが現行許可基準に準ずることにな
り、行為の制限での定めが重要となる。
□上乗せ基準の例□
現行許可基準
（一部の概要）
共通

眺望に著しい支障をき
たさないこと。色彩形
態が周辺の景観と著し
く不調和でないこと。

開発行為の項で定める造成・緑
化等の内容に応じ、本項で必要
な事項を補完。
行為の制限で定める基準に応じ
追加。色彩、勾配屋根規定など。

住宅

高さ 13m 以下

2 階建て以下かつ高さ 10m 以下

11 指定動物の捕獲等

3 種特別地域
12 屋根、壁面等の色彩の変更
（2 種に準ずる。
13 指定地域への立ち入り
林業は皆伐を
14 指定地域での車馬等の乗入れ
認める）
15 その他政令等で定める行為

特別地域内の行為に加え
１木竹の損傷
２木竹の植栽
特別保護地区 ３家畜の放牧
（通常許可され ４物の集積等
５火入れ、たき火
ない）
６植物の採取等
７動物の捕獲等
８車馬等の乗入れ
１工作物の新築等
２鉱物や土石の採取
３広告物の設置等
海中公園地区
４指定動植物の捕獲等
（通常許可され
５海面の埋立等
ない）
６海底の形状変更
７物の係留
８汚水の排出等
※事前届出制
１大規模な工作物の新築等
２特別地域内の河川、湖沼の水
普通地域
（許可制ではな 位・水量の増減
く 大 規 模 物 件 ３広告物の設置等
の み 事 前 届 出 ４水面の埋立等
により調整） ５鉱物や土石の採取
６土地の形状変更
７海底の形状変更

※ 県立自然公園は、条例により国立 ･ 国定
公園と同様の許可基準を設けている。
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追加基準

ホ テ ル、 高さ 13m 以下。
高木・老木はできる限り保全す
別 荘、 店 建築面積・延床面積の る。緑化面積の 30％程度を高木
舗、 倉 庫、 制限（10~60％以下）。 とする。
分 譲 地 内 建 築 部 分 の 土 地 勾 配 稜線を切らない位置とし、崖線
住宅、等 30％以下。
からは 30m 以上後退する。
建築面積 2000㎡以下
道路および敷地境界か
らの建築物後退。
広告物

工作物

自家用広告は 5㎡以下 誘 導 広 告 は 主 要 進 入 路 に つ き
（ 敷 地 内 合 計 10 ㎡ 以 1 ヶ所まで
下）、高さ 5m 以下。
誘導広告は 1㎡以下
（集合広告も計 10㎡以
下）。解説板 5㎡以下。
広告機能を有するベン
チ、くず箱は広告表示
面積 300cm2 以下。
やむをえないものに限 ・ 墓 地 造 成 の 際 は 35 ％ 以 上 を
る。
緑化し（※墓埋法では 30％）、
地盤面の変更を 50％以下とす
る。1 区 画 に つ き 1 本 以 上 の
高木を配置する。
・電波塔は共同化する。色は原
則濃茶とし、稜線上に配置し
ない。
・海岸保全施設は景観に配慮し
た工法・形態とする。

Ⅳ章 景観計画や関連制度を有効にするために
景観法は基本的には規制型の法律です。
しかし、優れた景観づくりを実現していく手
立ては規制だけではなく、評価することや人
づくり、体制づくりなど、多様な方法があり、
これらの活用も重要です。
また景観法の特色として、規制型ではありま
すがその内容にはかなり柔軟性があり、理念
や目標を実現する手段の多くを自治体の条例
にゆだねる仕組みとなっています。
すなわち、法をどう使いこなすかは市町村の
姿勢や力量によるところとなってきます。
計画は定めても法的な裏づけはあえて整備し
ないことも可能です。逆にしっかりと法に位
置づけることもできます。
関連するその他の制度を活かすべきところ、
自主条例を活用するべきところも多くあり、
ハード・ソフト両面からいかに制度を組み立
てるかが大きな課題といえます。

景観地区・準景観地区・地区計画等の活用

1

景観誘導に実効性を持たせるのに、届
出・勧告にとどまる景観計画では不十
分な場合、より強力な都市計画として
の「景観地区」制度が設けられている。

□ポイント□
・ 景観地区は景観行政団体でなくても定めることができる。
・ 建物の高さ、壁面位置などの数値基準は建築確認の対象と
なり、強力な誘導ができる。民間検査機関でも要件となる。
・ 形態意匠の基準については市町村長が認定する制度である
ため、判断に裁量性のある項目も実効性をもって誘導でき
る。
・ 都市計画区域外については、景観地区に準ずる「準景観地区」
制度が活用可能であり、白地地区での実効性ある誘導手段
となる。
□対象エリア□
・ 景観地区は都市計画区域および準都市計画区域内で指定す
る。
・ 準景観地区は景観計画が定められた区域で指定する。
・ 対象候補として、以下のようなエリアが考えられる。眺望
を保全するために広いエリアで設定することも、１つの通
り沿いに限ることもよい。
» すでに良好な景観がある、地域の特徴があきらかといっ
た、重点地区にあたる地域

【参考】 石垣市における景観訴訟の例

・石垣市の景観計画である「風景づくり
計画」（案）で高さ 7m 以下と定められ
た地域に、25m の高層マンションが計
画された。
・自然環境保全条例に基づく建築主の「開
発同意申請」に石垣市は不同意。
・景観計画および条例が 施行されたが、
事業主は建築確認申請。
・石垣市が勧告。
・周辺住民が建築確認差し止めの訴訟を
起こしたが、請求は棄却。建築基準法
に違反しないかぎり、所轄する県は建
築確認を下ろさざるをえない。
※ この事例を通し、景観計画の効力の限

し、景観ポテンシャルが失われるおそれがある地域（石
垣市の例はこれにあたる）
» 生活環境の質を高めたい住宅地
» 虫食い状の緑地開発など景観課題がある地域
□基準の対象□
❖ 景観地区
・ 建築物の形態意匠（認定制度。条例による）
・ 建築物の高さ、壁面位置、敷地面積（建築確認対象。なお
眺望目的で高さを定める場合、斜線制限適用除外あり）
・ 工作物の形態意匠、高さ、壁面後退（認定と適合義務。条
例による）
・ 開発行為に関する必要な規制（許可制。条例による）
❖ 準景観地区

界が表面化した。また民間機関を通し

・ 対象は景観地区に準ずる。（条例による）

て確認申請を行う場合 , 地元の行政指

□基準の考え方□

導の場がないことも問題となる。
※ その後、石垣市では景観地区指定の手
続きを進めている。
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» 開発圧力が高く、放置すれば風景や街並みが大きく変化

・ 景観計画区域内にある場合は、その計画内容と整合するよ
うに定める。
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・ 建物の形態意匠は必須だが、その他の項目は必要なものだけを定めればよい。
・ 高さ、壁面位置、敷地規模など建築確認に関連するものは数値として明確に定める。ただし既存の用途地
域指定などとの整合が求められるため、現状を踏まえ過度な負担にならないよう注意が必要。
・ 形態意匠は、屋根の色など、要素ごとに細かく規定することもできるが、周辺環境との調和など裁量的・
定性的な規定も可能。ただし認定の可否の基準は明確にしておく必要があり、定性的な基準の場合には別
途ガイドラインなどにより基準内容を明示する。また基準への合致を判断する審査会の設置なども考えら
れる。
・ 形態意匠の基準は、ある程度柔軟性を持たせ、複数の基準から一定以上を満たせばよいという方法も考え
られる。

景観地区における
規制誘導の流れ

□地区計画等、既存制度の活用□
・ 地区計画、高度地区、風致地区などの既存の都市計画制度によっても、景観誘導の目的を実現できる可能
性がある。それぞれの特性をふまえ、適切な手段を選択する。
・ 地区計画は、建築条例を定めることで景観地区と同様、建築確認の対象となる。形態意匠条例を定めれば
認定対象となるのも景観計画と同様である。さらに、都市緑地法による緑化率指定などを定めることがで
き、その場合景観地区以上に明確な許可制となる。したがって、現状で地区計画が導入されている場合、
そのバージョンアップも考慮する。
・ 景観計画・景観地区では用途を定めることはできないが、地区計画では可能。例えばやちむん地区では工
房等が付属した建物のみに限ることで、一般住宅とすみわけ、窯業を維持できる環境をつくることなどが
考えられる。
・ 建築確認対象とするべき項目を地区計画で示し、内容は協定に位置づける手法も考えられる。制度的には
ゆるやかだが、開発の動きを把握し、調整の機会を持てるという利点があり、条例による認定手続きに地
域への届出や計画の開示などを位置づければ、地域主体のまちづくり・景観づくりにつながると期待され
る。
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運用面の制度の活用

2
1)

景観法に設けられた制度

景観法には、ソフト面で景観形成を支
援するような制度も盛り込まれてい
る。基本的には地域や地元住民が主体
となって景観まちづくり活動を進める
ことが想定されており、十分な活用を
図りたい。

① 景観協定
□ポイント□
・ 景観計画区域内のまとまった土地に対し、土地所有者およ
び借地権者全員の合意により、景観協定を締結することが
できる。協定は景観行政団体の長が認可する。
・ 建築物、緑化に加え、樹林地や農地、屋外広告物、ソフト
など幅広い要素について定めることができる。
・ 全員合意が必要だが、土地所有者の合意を必ずしも必要と
せず、借地権者でも可。例えば店舗では、テナントが合意
すれば締結できる。
・ 一人協定、数宅地程度からの小さな区域での運用も可能。
・ 協定の効力は所有者が変わっても継続されるので、持続性
が担保される。
□活用の考え方（例）□
・ 商店街では、ショーウィンドウを夜間も見せてシャッター

商店街で協定を結び、オープンカフェや商品
ワゴン設置などにより賑わいを創出できる

通りにしない、広告看板の統一、セットバックスペースで
のワゴンやオープンカフェの設置、日除けテントやバナー
の統一、花鉢設置なども協定の対象に考えられる。
・ 農地では道沿いに花を植えることや、休耕期間の修景作物
の栽培（ひまわりなど）による名所づくりなど。
・ 住宅地では、コモン（共有部分）の設置と管理、無電柱化（電
柱の裏道や敷地内への配置、軒下配線など）、テーマ樹の植
栽・管理など。こうした内容は、質の高い住宅開発を行う際、
開発業者が 1 人協定を定めて販売することが多いが、景観
協定であれば外構等も対象となる。
・ 集落では、道の狭い集落で協定を結び共同駐車場を設置し
運用すること、御嶽や馬場等の保全などが考えられる。

新しい住宅開発地で設けたデザインコードの
内容を景観協定として締結すれば、将来的に
も環境を維持できる

・ 密集市街地で連坦建築物設計制度を導入して建替整備する
際に協定を活用することなども検討可能性がある。

景観整備機構の業務
・支援（専門家派遣、情報提供・相談）
・景観重要建造物の管理（一体となる土
地を含む）、活用事業
・景観重要樹木の管理
・景観農業振興地域での農作業の実施と
土地の管理
・景観形成に関する調査研究
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② 景観整備機構
□ポイント□
・ 景観形成に関する事業を行う公益法人や NPO が指定される。
行政、住民による景観形成を支援するパートナーとしての
役割や、土地・建物の事業管理を行う主体として位置づけ
られている。
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□活用の考え方（例）□
・ 県内では、建築士会および造園建設業協会の 2 団体が県の
指定を受けている。相談や専門家派遣といった支援業務の
ほか、専門性の必要な景観重要樹木の管理業務が想定され
る。
・ 景観農業振興地域では、耕作放棄地や空きハウスの管理や
耕作、あるいは人手の不足するグリーンベルトの管理等を
担う景観整備機構の設立が想定される。
・ 古民家のコーディネートや改修、資材バンク、利活用を図
る主体としても想定される。

景観整備機構 ( 社 ) 沖縄県造園建設業協会に
よる剪定作業研修

③ 景観協議会
□ポイント□
・ 景観行政団体、景観整備機構、景観重要公共施設の管理者
などにより結成される、法定協議会。
・ 景観形成基準や景観地区などの詳細について検討する場と
位置づけられる。
・ 課題ごとに景観協議会を設置することが可能であり、限定
された課題やエリアに対応することができる。
□活用の考え方（例）□

景観協議会のメンバー
＜メイン＞
・景観行政団体
・景観整備機構
・景観重要公共施設の管理者
＜参加可能＞
・関係行政機関
・観光、商工・農林漁業団体、インフラ
事業者、住民など

・ まちなかの景観まちづくり活動主体として、通り会や TMO、
NPO を母体に景観協議会を結成し、空き店舗や中心市街地
の空地を借り上げたり管理するなどして、イベント空間や
コミュニティ空間に活用する。まちなみを保全するための
共同駐車場の運営なども考えられる。
・ シンボルロードとなる道路や水景軸となる河川を景観重要
公共施設に指定し、管理者を協議会の一員とし、オープン
カフェやイベント等の空間として活用する環境をつくる。
・ なお従前の協議会でも上のような活動は可能だが、法定協
議会とすることで、協議結果の実効性は高まるといえる。

空き家となった古民家を活用した地域活動
（石垣市白保ゆらてぃく文庫）

景観協議会と景観審議会
＜事例１ 関門景観協議会＞
・ 関門海峡に向かい合う下関市、北九州
市は、両市協同で事務の広域化を図る
ため、景観基本計画の作成等を行う「景
観協議会」、およびその附属機関として
市長の諮問に基づく重要事項の審議を
行う「景観審議会」を設置している。
＜事例２ 仙台市＞
・ 重要事項を審議する「景観審議会」、一
定の地域における景観形成の推進を目
的として組織する認定団体「景観協議
会」を条例で定義している。
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運用面の制度の活用

2
2)

任意の制度

これまで自治体が策定してきた任意の

□ポイント□

景観条例でも、景観に関する協議会や

・ 景観計画に定めた法定計画だけでは、景観阻害要因を防ぐ

アドバイザー、表彰などが位置づけら

ことができても必ずしも良い景観が形成されるとは限らな

れている。また景観整備に伴う住民の

い。また実際の運用にあたってはより使い勝手をよくする

負担を軽減する措置もある。

工夫も必要である。計画の実効性を高め、より柔軟な運用

これらの制度やしくみは景観計画と連

を図るため、体制の整備やインセンティブを与える制度な

動させ、活用していくことが望まれる。

どを整備することが望まれる。
・ 事例を見ても任意の制度は多様であり、景観行政団体の独
自性が発揮される部分である。

実効性を確保するための主なしくみ例

□実効性の確保のしくみづくり□
❖ 審査体制───事前協議

レベル 1：
市町村担当者

審査
体制

レベル 2：
アドバイザー

＋
＋

レベル 3：
審査会、協議会

・ 景観法による勧告等は、届出から通常 30 日以内に判断する
必要があるが、多くの調整が必要な大規模物件の確認には
それなりに時間を要する。また届出後では計画の変更も微
細な項目にとどまらざるを得ない場合も多いと想定される。
そのため事前協議の手続きを設けることが効果的である。
（Ⅲ章届出制度参照）

支援策

助成金、減免措置、産業
の育成、技術者の育成、
表彰制度、・・・

・ 審査は行政担当者が行うが、事前協議と合わせ、専門家に
よる相談やアドバイスの機会を設けることもできる。
❖ 審査体制───アドバイザー制度
・ 良好な景観には幅があり、基準による誘導には限界もある。

維持
管理

NPO、資金の確保、企業
との連携、・・・

それを補うため、専門的な見地からの助言を得られるよう
にするアドバイザー制度を設ける事例は多い。
・ 事業者へのアドバイス、行政へのアドバイスの両面がある。
・ 審査会よりも動きやすく、事前の調整・相談に応じられる
ことが利点といえる。
❖ 審査体制───審査会
・ 定性的な基準で強い指導を行う場合や例外規定を設ける場
合には、専門性の高い第 3 者機関による審査の仕組みを設
けることが想定される。
・ 自主条例で定めた「景観審議会」を審査会的にも活用して
きた例もある（浦添市など）。場合によっては景観審議会が
審査会の役割を果たすような制度設計も考えられよう。た
だし審査会には審査対象となった物件を随時審査できる柔
軟性が求められる。
・ なお、「景観審議会」は通常、景観計画そのものや条例改正
など、景観施策の骨格を審議する機関として位置づけられ
るため、景観行政団体としては委任条例で定める事項とな
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る。
❖ 支援策───表彰等
・ 景観を誘導するにも規制だけでは民意を得られにくい。す
ぐれた景観を実現している物件、活動は積極的に評価して
意欲を喚起することも重要である。（例、景観賞など）
・ 表彰を通じて良い事例を公開することで、住民の理解促進
や啓発の機会ともなる。
・ 屋外広告物では、評価された事実が広く市民の目に触れる
都市景観賞受賞物
件に設置されるプ
レート（浦添市）

ことがインセンティブとなる。競技等により優良な広告物
を公共空間に掲示する権利を得られる、受賞物件を HP 等で
公開するなど、工夫が望まれる。
❖ 支援策───補助制度
・ 赤瓦屋根の設置など、事業者の負担の大きな要件を義務づ
ける場合には補助制度の導入も考えられる。
・ まちづくり活動に助成金を出し支援する取組みもある。（浦
添市まちづくりプラン賞）
❖ 維持管理───住民や企業、ＮＰＯとの連携体制
・ 捨て看板や張り紙など、市街地の景観を混乱させ良質な広
告物を圧迫する違反広告物は、こまめな撤去対策が必要で、
関係者が協力して取組むことで効果があがると期待される。
簡易除却制度を活用し、地域団体やボランティアに除去
活動を委任することができる。
❖ 市民意識の醸成
・ 市民が意見を述べる、議論に参加する機会を整備する。（例、
浦添市景観まちづくり市民会議）
・ 我がまちの景観資源発見、これからの景観まちづくりを考
えるなど、景観に関する講座を開催し、人材育成を図る。
・ 受講者が事前公開された計画の審議に参加する、違反広告
物除却などの景観まちづくり活動に関わる、などの仕組み
もあってよい。
・ まちづくり NPO などの取り組みを喚起、支援する。
・ 住民へ計画を事前公開することも、地域に合ったゆるやか
な景観誘導のしくみのひとつとして考えられる。申請時に
地域住民の同意書の提出を義務づける例もある。
❖ 景観に関する重要事項の検討体制───景観審議会
・ 任意の景観条例においては、多くの場合、景観審議会が位
置づけられる。景観法にその規定はないが、景観計画を運
用していく上では必要性の高い機関であるといえる。
・ 景観計画の策定・変更、勧告・変更命令に関すること、基
準の運用に関することなど、市長の諮問を受けて調査・審
議する専門性の高い機関として位置づけられることが多い。

市民への事前公開・合意形成の仕組み
事例
＜富良野市＞
「富良野らしさの自然環境を守る条例」
において、一定以上の規模の開発行為
を行う者に対して義務づけている要件
（抜粋）
・事業予定地に事業計画を記した標識を
設置し、計画を公開すること
・関係住民に周知し、同意を得ること
＜鎌倉市＞
「鎌倉市景観条例（施行規則）」において、
景観地区内の建築行為に対し、
「景観地
区景観形成協議会」（住民により構成）
と事前協議を行うことを義務づけてい
る。
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3

制度の組み立て

景観計画の内容を法的にどこまで位置

□ポイント□

づけるか、どのような運用をしていく

・ 景観法が成立する以前から景観条例を整備している場合、

かは各市町村の状況や課題によって変
わってくる。自主条例などを活用し、

その内容を活かす。
・ 協議を基本に誘導をする、最低限の要素だけはきちんと制

使いやすい制度体系の組み立ても大切

御する、きめ細かなルールをみんなで実現する、などといっ

な検討事項となる。

た、市町村の姿勢に応じた制度の組み立てを柔軟に行うこ
とができる。
□制度の組み立ての考え方□

■ 景観行政団体が主体となる委任条例

❖ 目的に応じた規制力の程度を考える。

・景観計画を定める手続き

・ 景観計画は、基準の内容等をどこまで法令化するかについ

・景観計画等の策定・変更を提案できる
団体
・届出の適用除外［Ⅲ章 1-1)］
・特定届出対象行為［Ⅲ章 1-1)］
・届出対象行為の追加［Ⅲ章 3-3) ②］
・景観重要建造物・樹木の標識設置、管
理方法

ても、ある程度市町村に任されている。
・ 基準の内容まで委任条例に書き込む、また景観地区として
建築確認に連動すれば、規制の力は強くなる。ただし柔軟
性に欠ける面もある。
規制力

・違反措置
■ 市町村が主体となる委任条例
＜景観地区＞
・建築物の形態意匠の認定の審査手続き
・認定手続きの適用除外
・工作物の高さ、形態意匠等の制限
・工作物の認定の審査の手続き
・開発行為の規制
＜その他＞
・準景観地区内での建築物 ･ 工作物の規制
・準景観地区内での開発行為の規制
・地区計画区域での建築物等の意匠形態
制限
・地区計画等形態意匠条例の認定の審査
手続き
・上記等に関する違反措置
■ 関連する計画・条例

・屋外広告物条例
・景観農業振興地域整備計画
・緑化地域（都市計画）
・緑地保全条例（地区計画）
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【強】

【中】

法定計画、
委任条例

自主条例

【弱】

【中】

【弱】
任意の計画、
ガイドライン
【強】

柔軟性

・ 協議を中心とした緩やかな誘導を目指す場合、委任条例に
あたる部分は定性的な方針や届出対象枠のみとし、具体的
な誘導は別途ガイドラインに示すことが可能。
・ 当初は計画の枠だけを整備しておき、景観づくりの取り組
みの成熟とともに内容を充実させる場合も同様。
・ 法定計画や条例と位置づける場合も、すべての項目を書き
込む必要はないので、項目を必要最小限に絞り規定するこ
とも可能。
・ 地域外からの移住者や開発業者が多く、協議では限界があ
る場合には、景観地区を導入することが効果的である。
❖ 屋外広告物・緑に関する方針を制度化する。
・ 景観計画では、屋外広告物の制限を定めることができるが、
その内容に実効性を持たせるためには、市町村が屋外広告
物条例を設け、指導権限を持つことが必要である。
・ 緑については、景観計画で行為の基準の中に緑化項目を盛
り込むことができるが、勧告以上の権限はない。実効性の
あるルールとするためには、都市緑地法に基づく緑化地域
を定める、あるいは緑化条例を定める。例として、横浜市
では、地区計画で緑化を定め、詳細内容は都市緑地法に基

第Ⅳ章

景観計画や関連制度を有効にするために

づき条例化しており、建築確認申請の際に適合証明の提出を義務づけることで実効性を高めている。
❖ 手続きの制度の工夫
・ 指導業務をスムースにし、誘導効果を上げるには、事前届出制度や事前協議のシステムを取り入れる方
法がある。任意で協力を要請することも可能だが、自主条例で制度化しておくことがより確実といえる。
・ 屋外広告物条例や緑化条例、開発指導要綱、ガイドラインなど、連動させるべきものは、自主条例によっ
て一連の手続きを明確にしておくことも考えられる。
❖ ガイドライン等の作成、誘導手続きへの組み込み
・ 景観計画本体では定性的な基準とし、協議による誘導を進めていくかたちにする場合、別途ガイドライ
ン等として望ましい形を示すことが考えられる。
・ そのような場合、景観条例や景観計画、あるいは手続き条例においてガイドライン等を連動させ、有効
に機能させることが望ましい。
❖ 表彰 ･ 補助等のインセンティブ制度、市民の景観形成活動の支援など
・ 各市町村の裁量によるところが大きい部分だが、地域の状況に応じて工夫し、必要に応じて自主条例と
して景観条例に組み込む。

□目的に応じた制度の組み立てイメージ□
※図は便宜上段階的な表現としているが、必ずしも法制度化が最終目標とは限らない。

step3 ＊法制度化

step2 ＊目標像の具体化
目標像を言葉や数値で具体化
する。暗黙の了解に限界が生じ
理 念 を 共 有 す る こ と が 目 的。 た段階で求められる。ルールと
罰則や厳格な基準はない。
しての位置づけが必要になる。
ただ甘いだけではなく、真鶴
町『美の基準』のように数値
ガイドラインを条例化、
化せず目標を示した例もある。
step1 ＊緩やかな目標設定

または条例で連動を義務化

（任意の）ガイドライン作成

特定届出対象行為を設定

法的に裏づけされたルール
と し て 制 度 化、 体 系 化 し、
実効性のある運用を図る。

具体基準を景観条例本体に
書き込む
景観地区等、都市計画への
位置づけ

実効性

「協力お願い型」
望ましい姿の提示（定性
的）による景観計画

「目標共有型」
望ましい姿を具体化し現
実的に誘導

「目標実現型」
法的な実効性のある指導

実効性
（緑化）

【緑化】「協力お願い型」
望ましい姿の提示（定性
的）による景観計画

【緑化】「目標共有型」
敷地内緑化の目標基準値
を盛り込んだ景観計画

【緑化】「目標実現型」
敷地内緑化に関する、法
的な裏づけのある指導

行為の制限に緑化
目標値を盛り込む

実効性
（審査）

【審査】「協力お願い型」
事前届出、事前相談を推
奨し、相談・アドバイス
アドバイザー制度

目標水準
と運用

「最低ルール型」
最低限の基準（定量的）
による景観計画

行為の制限に緑化
基準値を盛り込む

都市緑地法による緑化地域指定、地
区計画の緑地保全条例などの導入

【審査】「届出確実化」
事前届出や計画の公表な
どを制度化
条例で事前協議等を位置づけ
「標準ルール型」
一般的な水準の基準（定
量的）。条件の厳しいもの
などには例外規定で対応

【審査】「審査権限強化」
専門家による審議のプロ
セスを制度化
条例で審査会等を位置づけ
「高度なルール型」
より厳しい基準（定量的）。
優良なデザインは審査に
より基準外でも許可

協議会、審査会（条例で位置づけ）
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連携による景観施策の推進

4

市町村による景観計画の策定やその後の有効な運用を目指すにあたり、行政間での情報の共有や人材育成
を積極的に行っていくことが望まれる。沖縄県では、「美ら島沖縄風景づくり計画」において、市町村の支
援を県の重要な役割と位置づけ、行政間および民間関係団体の連携体制づくりを図っている。
□総合的な景観施策の推進体制□
市町村景観審議会

沖縄県景観審議会

景観委員会

市町村

沖縄県

国
（沖縄総合事務局）

連携

支援

景観行政勉強会（国・県共催）

広域市町村景観行政連絡会議（県共催）

（オブザーバー参加）

公共事業における景観形成実務研修会
（（財）沖縄県建設技術センター主催）

（講師参加）

関係課連絡会議
（関係 25 課）

通知
協働

支援

支援

ガイドライン
の
策定等

沖縄県景観形成
ガイドライン策定
検討委員会

民間検査機関
他
景観整備機構
ＮＰＯ法人
沖縄の風景を
愛さする会
他
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（社）沖縄県建築士会
連携
（社）沖縄県造園建設業協会
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1

基準設定例一覧表

良好な景観形成のための行為の制限（高さ・壁面後退

眺望景（遠景） 視
･ 点場の考え方
中景
近景
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・敷地面積に関する数値基準例）
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1

基準設定例一覧表

良好な景観形成のための行為の制限〔形態意匠（屋根

◇勾配屋根の勾配率 ・ 面積の規定は、 周辺の風景との調和や太陽光発電
の傾斜架台などにより工夫された場合はこの限りではない。 （例外規定）
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・色彩・素材）、垣・柵に関する数値基準例〕
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1

基準設定例一覧表

良好な景観形成のための行為の制限（敷地内緑化
❖ ケースＡ = エリア特性に応じて緑化の基準を設定する手法
●市町村の景観形成基準設定のポイント・・・用途や地区特性に応じたきめ細かな設定を行い、具体的な目標像を
共有するとともに実現性を高めることが重要。特に重点的な地区に対しては積極的な取組みが望まれる。

用途区域に応じた基準設定の例
緑視率の最低限度の例

緑地率の

緑被率の

最低限度の例

最低限度の例

面積

接道延長のうち緑化長

２０％

３０％

３０％

１／３

２０％

２５％

３０％

１／３

1 ５％

２０％

２５％

１／５

５％

１５％

２５％

１／５

２０％

２０％

２５％

１／５

市街化調整区域

３０％

４０％

４０％

１／３

既存集落・伝統集落

３０％

４０％

５０％

１／３

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
市街地

第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

郊外

任意の地区を対象として基準を設けた事例
定性基準の
事例

○浦添市景観まちづくり計画
周辺景観と調和した、敷地内緑化や壁面緑化、屋上緑化などに努める。特に緑の両翼地区
や水と緑の大循環地区では、重点的に緑化に心がけることとする。
○那覇市都市景観条例（都市景観形成基準・龍潭通り沿線地区都市景観形成地域）
・囲障、又は建築物を後退した部分のうち少なくとも道路境界から３０ｃｍの区間は裸地、又
は透水性の舗装とし沖縄らしい草花や地被植物などを植栽する。植栽以外のものは置かない。
・敷地内の景観木は保全する。また建築物の後退した空間は、中高木、花木により積極的に緑
化する。歴史的、風土的な樹種を主に、周辺との調和を図る。

定量基準の
事 例（ 他 法
制 度 を 含
む）

○浦添市景観まちづくり計画（仲間重点地区）
原則として敷地面積の５％以上の緑地を設けることとし、それらを間口の１／４以上に配置
する。
○都市緑地法（緑化地域制度）
→都市計画区域で用途地域内が定められた区域に「緑化地域」を定める。
※緑化率の最低限度は下記のいずれも超えてはならない。
・

２．５／１０

・ （１－建ぺい率の最高限度）－１／１０
※規制の対象は敷地面積が １，０００㎡以上 の建築物の建築
（市町村は別に条例で ３００㎡～１，０００㎡ の範囲で定めることができる。）
○沖縄県風致地区内における建築等の規制に関する条例（緑地率）
第 1 種：５０％以上

第２種：４０％以上

※風致地区内の建築はすべて規制の対象
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第３種：３０％以上

第４種：２０％以上
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に関する基準例）
❖ ケースＢ = 景観計画区域全域を対象に一律の基準を設定する手法
●市町村の景観形成基準設定のポイント・・・対象が多岐にわたるため目標値は最低限とせざるを得ないが、まち
ぐるみで取り組む姿勢をつくる。なお商店街などに対する例外規定、小規模敷地に対する届出除外も考慮する。

全域を対象とした基準設定の例
緑視率の最低限度の例

緑地率の

緑被率の

最低限度の例

最低限度の例

面積

接道延長のうち緑化長

１０％

２０％

３０％

１／５

景観計画区域

全域を対象として基準を設けた事例
定性基準の
事例
定量基準の
事例

○読谷村景観計画
敷地内において、できる限り多くの部分を緑化すること。
○浦添市景観まちづくり計画
原則として敷地面積の３％以上の緑地を設けることとし、それらを間口の１／５以上に配
置する。

❖ ケースＣ = 届出対象物件のうち、特定の用途について一定規模以上のものに基準を設定する手法
●市町村の景観形成基準設定のポイント・・・周囲の景観に影響の大きい大規模な物件や開発行為に対し、節度あ
る景観を求める。またリゾート施設などには積極的に良好な景観を誘導する高水準な基準も考えられる。

特定物件を対象とした基準設定の例
緑被率の
最低限度の例

面積

接道延長のうち緑化長

１０％

２０％

２５％

１／５

１０％

１５％

２５％

１／５

５％

１５％

２５％

１／５

４０％

５０％

５０％

１／３

共同住宅
大規模（複合商業施設等）
商業施設

緑視率の最低限度の例

緑地率の
最低限度の例

中規模（ロードサイドショッ
プ、立体駐車場付き店舗等）

リゾートホテル・観光リゾート施設等

特定物件を対象として基準を設けた事例
定性基準の
事例

○石垣市風景計画（ホテル・沿道サービス施設）
十分な空地が確保され、かつ、安らぎや憩いの場として、積極的に緑化措置が図られてい
ること。

定量基準の
事例

○石垣市風景計画（市街地景観域・建築物に付随して設ける屋外駐車場について）
屋外駐車場については、アスファルト敷きやコンクリート敷きは殺伐とした印象を与えるの
で出来るだけ避け、可能な限り緑化や修景を図ることとし、その場合の駐車場部分の面積に
対する緑化等が施された面積の割合を２０％以上確保することとします。
○工場立地法（工業立地に関する準則）
緑地面積率

２０％以上

（市町村準則：市町村は、一定の要件を満たした場合、国が定める範囲内において、緑地の
面積の割合を独自に設定できる。）
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2

緑化方策およびケーススタディ

1)

緑地（みどり）の保全策

緑化は景観形成のうえで重要な分野で
ある。緑化を景観面から考える場合に
重要なことは、景観要素のみどりとし
て捉え、それを守り（保全）育てる（緑

一定規模の群をなす緑地、すなわち「みどり」はその地域
の自然環境を守るばかりでなく、景観形成のうえからも骨格と
なるため、必要と認められる場合は各種の制度を活用して保全
することが望まれる。

化＝植栽）ことである。
①水とみどりの保全
❖ 御嶽林・斜面緑地等
市街地や集落の保全に役立っているクサテムイ（腰当森）や御嶽林等、生活・文化に関わりの深い緑地の
保全は景観面からもその保全が重要である。しかしながら、有効な保全の手が打てていないのも事実である。
また近年、都市部においてまとまった斜面地の緑地が、宅地開発や墓地造成等の開発行為によって著しく
減少している。離島を見渡すと、それぞれの島にはソテツやリュウキュウマツ等の茂る一定規模のまとまっ
たみどりがあるが、それら景観面から有用なみどりが農地整備やホテル等の開発行為のために失われている
例が少なくない。これらのみどりについて、景観や環境面からは健全に保全することが重要である。
❖ 湧水・井泉
各地の市街地には今でも湧き水（ヒージャーガー）や井戸が数多く残っている。これらは水道施設ができ
るまでは飲料水として利用されるなど、古くから生活とかかわりを持ってきた遺産であり、拝所となってい
る例も多い。
近年の湧水を取り巻く状況を見てみると、市街地の進展のために湧水の涵養林となっていた樹林地が減少
し、そのため湧水の量が低下し、場合によっては水が枯渇して喪失する。あるいは区画整理等の市街地整備
事業において埋設され、存在そのものが分からないなど、水道施設の整備のために隅にやられてしまったと
いっても過言ではない。
しかし、このような湧水や井泉のある環境こそ、うるおいややすらぎ感をもたらすばかりでなく、景観面
からも場の情景を演出する効果があり、きわめて重要な存在であることから健全な保全が望まれる。湧水の
ある環境は、大抵先述の御嶽林や景観重要樹木と一体になっている場合が多く、これらを含めてセットで保
全することが望まれる。
❖ 保全の方策
御嶽林や湧水の保全の方法として、対象となる緑地が景観計画区域内にある場合は「景観協定」を締結し
て保全することができるので、
「保全緑地」
「保全井泉」などとして位置づけ、対応することが望まれる。但し、
協定の締結は地権者全員の合意が必要であり、景観行政団体の長の認可を受ける必要がある。
保全に協力してくれた地権者に対しては、その同意に対し「表彰」する等、何らかのインセンティブを与
えることも重要で、またそうした行為を「広報」として市・町・村民に知らしめることも必要である。
②総合的な緑化施策
みどりの創出は、景観以外にも多くの分野にわたる課題である。従って、自治体が策定するみどりの基本
計画などを中心にした総括的な施策体系に基づいて行うことが望まれる。
みどりの基本計画では、緑化を推進すべき地域を「緑化地域」とし、
「緑化基準」を定めることができるため、
これを景観計画や景観地区とセットにして取り組むことも考えられる。
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景観計画以外に、緑地保全に関しては以下のような制度がある。開発等が進みまとまった緑地としての体
をなさない状況になってからでは、保全策を導入するのはより困難になるため、良好な緑地が残る場所はあ
らかじめ保全すべき資源としてリストアップしておき、景観施策に組み込む、緑地協定に関する条例を定め
るなど、総合的に保全手段を検討することが望まれる。
地
都市計画区域内

都市計画区域外

域

保全の方策
＜まとまった緑＞
・都市緑地法に基づく緑地の保全及び緑化の
推進に関する基本計画（みどりの基本計画）
において「特別緑地保全地区」として指定
することで現状凍結的な保全が可能。
・但し、地権者より土地の買い上げの申し出
がある場合はこれに応ずる必要がある。
・また、良好な樹林地を保全するため土地保
有者の間で「緑地協定」を結ぶこともでき
る。
＜個々の敷地内の緑＞
• 都市緑地法に基づく「緑化地域制度」によ
り、緑化率の最低限度を定めることが可能。
• 景観計画において緑化基準を設けることが
可能。（※Ⅲ章「行為の制限」の項目参照）

＜まとまった緑＞
・自然公園法に基づき、国は「国立公園」「国
定公園」を指定することができ、その公園
計画に自然風景地の保護を目的として「特
別地区」と「普通地区」を定める。特別地
区は開発行為に対する制限をより厳しくし
ている。
また、県は「都道府県立自然公園」を特定
でき、「国立公園」「国定公園」とほぼ同様
の規制をすることができる。
・森林法に基づき「保安林」の指定をするこ
とで樹木の伐採等の行為を制限できる。
・自然環境保全法に基づき「自然環境保全地
域」の指定をすることができ、この中で「特
別地区」、「野生動植物保護地区」、「海中特
別地区」、
「普通地区」などの指定ができる。
・海岸法に基づいて「海岸保全区域」を定め、
土砂の採取等を禁止することができる。
＜個々の敷地内の緑＞
• 景観計画において緑化基準を設けることが
可能。（※Ⅲ章「行為の制限」の項目参照）
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緑量の算定方法とケーススタディ

（１）樹形と樹冠に応じた緑化量の算定
緑被率等を算定するためには、高木や壁面の緑をどう算

樹形

定するかが問題となる。都市緑地法を適用する場合は同法

大型種

施行基準による算定方法を採用するが、沖縄の樹木特性を

コバノナンヨ
ウスギ

考慮して独自の算定方法を設定するケースも考えられる。
沖縄の樹木には球形や傘形等、それぞれの樹種の有する

円錐形
アカテツ、イス
ノキ、 サガリ
バナ、フクギ、
ホルトノキ、サ
ンゴジュ、 タ
ブノキ、 ヤ マ
モモ、ヤブツ
バキ

自然樹形がある。また、樹種によって大きく枝を広げる樹
冠の大きい大型種と、コンパクトな樹冠でまとまる中型種
に分類できる。（右表）
なお、植栽スペースが２ｍ以上あるような広いスペース

卵円形

では大型種の植栽は可能であるが、１ｍ前後の場合は中型

□樹形に応じた算定の考え方

普通形

種から選定して用いることが望ましい。

緑量は植栽時ではなく成長時の姿を想定して算定するの

センダン、ソ
ウシジュ、ハ
スノハギリ

シマサルスベ
リ、クロヨナ、
シ マグワ、 テ
リハボク

アカギ、クス
ノキ
デイゴ

イスノキ、 オ
オ ハ マ ボ ウ、
サキシマハマ
ボウ、ホルトノ
キ、リュウキュ
ウガキ

盃状形

が妥当である。樹冠の水平投影面積および立面積を算定す
るにあたり、下の表のように樹幹高や枝張り長を設定する。
下の表ではおよその範囲を示すが、算定式を単純化する
球

場合は標準値を決めてしまうことも考えられる。

形

イジュ、 イヌ
マキ、 オキナ
ワキョウチクト
ウ、リュウキュ
ウコクタン

＜緑量算定の元になる数値＝普通形＞
分

類

樹幹高（ｍ）＝ｂ

枝張り（ｍ）＝Ｗ

大型種

8 ～ 10

5 ～ 10

中型種

2～5

3 ～５

楕円形

特殊形

傘

形

ヤシ形

＜緑量算定の元になる数値＝特殊形＞
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中型種

アコウ、ガジ
ュマル、コバ
テイシ、ホウ
オウボク、リ
ュウキュウマ
ツ

ヒカンザクラ

ビ ロ ウ、 ヤ
エヤマヤシ、
マ ニ ラ ヤ シ、
カ ナリー ヤ
ビンロウジュ
シ、ダイオウ
ヤシ

※ 例示した樹種は在来植物を主体にしている

分

類

大型種（ｍ）

中型種（ｍ）

傘

形

4～7

2～4

ヤシ形

2～3

1～2
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（２）緑化目標に関するケーススタディ
①緑地率
敷地面積に占める植栽地面積の割合である。
ケーススタディでは、まちなみ景観に配慮し、できる限り道路側に緑化スペースを配した場合を想定した。
❖ 緑地率算定例：住宅の例
市街地における一般的な宅
地（建ぺい率 50％、敷地面積
216㎡）を想定する。
道路側の境界塀は 2 ｍ壁面
後退させて緑化スペースを設
けた。車社会の沖縄では駐車
場の優先的な設置が予想され
るが、奥まった部分には庭の
設置が可能と考える。
◆緑地率（Ａ）
車道部＝ 13.2 ÷ 216 ＝ 6.1％
庭部 ＝ 38 ÷ 216 ＝ 17.6％
23.7%
計
※緑の基盤となる緑地率は、敷地を全面舗装化せず庭として残すことで実現する。なお、地域によって
は市街化状況や平均宅地規模などに鑑み、芝ブロックなどを算入するか否かを検討する。

❖ 緑地率算定例：商業地の例
道路植栽の行われていない商業地において、良好
な景観を創るとすれば必然的に民有地の緑化に期待
がかかる。
ここでは歩道付き道路に面した商業地（建ぺい率
80％、1650㎡）を想定する。建物は 3m の壁面後
退を行って歩道と一体的な公共空間を生み出し、道
路側に大型種が植栽できるよう 3 箇所の植樹桝を設
け、建物側に低木の植え込みを設けると設定した。
◆緑地率（Ａ）
緑地面積＝（E2 ～ E5）＋（E6 ～ E7）＋ E1
＝（11+4+6+3）+(2.5+2.5+2.5)+369=400.5㎡
Ａ＝ 400.5 ÷ 1,650=24.2％
※解説
道路側の植え込みスペースと高木の植樹桝の分で
は 31.5㎡ (2％ ) と基準に満たないが、屋上緑化 (369
㎡ ) を行うことで緑地面積を増やし、基準を満たす
ことができる。
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②緑被率
緑被率は、敷地面積に占める緑被面積の割合である。緑被面積は、樹冠の水平投影面積、芝生、花壇等の
面積を合算して算出する。
ここでは、以下の条件を設定する。（算定条件は、地域特性や基準体系に応じて検討する）
・壁面緑化については後述の緑視する面積を計上できるものとする。
・芝生は、芝生地内に植栽した高木、ヤシ等の被覆する面積は控除せず、そのまま芝張り面積を計上する。
・屋上緑化もその面積を加えることができるものとする。
・芝ブロック舗装は、その面積の 5 割を加えることができるものとする。
❖ 緑被率算定例：住宅地の例
植栽平面図に高木や低木を完成形としての樹冠規格で書き込み、それをもとに面積を算出したのが下
表である。
なるべくみどり豊かになるよう、通りに面して中型種のホルトノキ、低木は観賞効果の高いサンダン
カに加えて香りのあるヤコウボクを用いた。また、庭の部分には通りから樹木が覗けるよう中型種のヤ
マモモやヤブツバキを用いた。
なお以下のケーススタディでは、緑被・緑視面積の算出には個々の樹種に応じた枝張長や樹幹高を用
いている。
□緑被面積算出表
分類
高木

名 称
ホルトノキ
ヤマモモ

低木

芝

◆緑被率
※解説

＝緑被面積÷敷地面積

＝ 88.2 ÷ 216㎡

ヤブツバキ
リュウキュウコクタン
サンダンカ
ヤコウボク
ヤブラン
オキナワハイネズ
タマスダレ
ツルメヒシバ
池
計

面積
25.1

計算式
2*2*3.14*2

19.6

2.5*2.5*3.14

7.1
3.1
4.0
1.0
1.0
1.5
1.0
22.0
2.7
88.2

1.5*1.5*3.14
1*1*3.14
5*0.8

18.5+(5*0.7)

＝ 40.8％

緑被面積には、高木が大きく寄与している。ここでは道路部にも高木を配することで、緑

被面積を増やしている。ただし、道路部の植栽だけでは低層住宅地の基準値（30％以上）を満たす
ことはできず、庭部分の植栽（58㎡）も重要である。
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❖ 緑被率算定例：商業地の例
歩道の植樹桝に大型種のガジュマル、低木の植え込みにはキバノタイワンレンギョウを用いて通りか
らの見えに配慮した。
屋上緑化は風に配慮して低木のテリハクサトベラ、モンパノキ、芝生植栽とした。
□緑被面積算出表
分類
名 称
高木
ガジュマル
ヤシ
マニラヤシ
低木
ランタナ①
ランタナ②
ランタナ③
アリアケカ
ズラ
屋上緑化 モンパノキ
テリハクサ
トベラ
芝生

緑被面積：外構植栽 (a)=260.9
a+b=704.3

屋上緑化 (b) ＝ 443.4
計

面積

計算式

235.5 5*5*3.14*3
9.42 1*1*3.14*3
3.0 3*1
6.0 6*1
4.0 4*1
3.0 3*1
260.9
74.4 0.8*0.8*3.14*37
88.0 16+26+26+20
281.0
443.4
704.3

◆緑被率
外構植栽＝ 260.9 ÷ 1,650 =15.8％
屋上緑化＝ 443.4 ÷ 1,650 =26.9％
全体
＝ 704.3 ÷ 1,650 =42.7%
※解説
屋上緑化を含めた緑被率は敷地面積の 4 割以上となったが、外構植栽のみをみてもガジュ
マルのように樹冠の大きな樹木を用いると 15.8％の緑被率があり、基準値の 15％は満たせる。
この試算では屋上緑化は必須ではないことになるが、屋上緑化の役割は、市街地のヒートアイランド
防止などの環境改善に加え、高い位置からの視線においてみどりの存在に大きな影響を与え景観を改
善するところにある。このため、モノレール沿線の建築や高い位置から眺めることのできる市街地は
屋上緑化を推進することが望まれる。
※なお、駐車場のみの敷地の場合、建築物 ･ 工作物にあたらないため、別途緑化基準を設ける必要もあ
ると考えられる。その場合、緑地率もしくは緑被率による基準が考えられる。
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③緑視率
緑視率は、道路側からみた立面構図で算定する。
母数となる空間領域（Ｄ）は、自然に視界に入る範囲として、地面から高さ１０ｍまでとする。なお、石
垣や沖縄らしさをもって化粧した塀、竹垣など、修景されて景観効果を挙げている工作物の立面積は空間領
域から控除することも可とする。
緑視面積（Ｚ）は、空間領域内にある高木や低木及び壁面緑化等の完成形を想定し（高木やヤシ等につい
ては下表による計算式で面積を算出）、それぞれを合算した面積とする。
空間領域で緑視面積を徐した割合を緑視率とする。
◆緑視率（Ｋ）＝緑視面積（Ｚ）÷空間領域（Ｄ）

□樹形別の緑視面積の計算式
樹形
計算式

備

考

円錐形

W × b × 1/2

三角形で計算

卵円形

W/2 ×ｂ /2 ×π

楕円形で計算

盃状形

W × b × 1/2

三角形で計算

球形

πｒ 2

円形で計算

楕円形

W/2 ×ｂ /2 ×π

楕円形で計算

傘形

πｒ 2 × 3/5

ヤシ形

πｒ 2 × 1/2

円 形 の 3/5 で 計
算
円形 1/2 で計算

※低木や生け垣などは将来形を想定し、その
緑視面積を算出する。

❖ 緑視率算定例：住宅地の例
先述の配植をもとに立面構図を作成する。
その際、樹木の形状は先述の「樹形分類」を
参考にするが、リュウキュウコクタンのように
刈込み仕立てするものについては意図した形に
変えてよい。
◆緑視率
Ｚ＝ 49.3㎡
Ｄ＝ 12 × 10m=120㎡
Ｋ＝ 49.3 ÷ 120=41.1%
間口の緑化割合＝ 6.6 ÷ 12m=55%

□緑視率算出表
分類
名 称
参考） 道路沿植栽のみの緑視率
高木
ホルトノキ
＝ 27.8 ÷ 120 ＝ 23.2%
ヤマモモ
ヤブツバキ
※解説
リュウキュウコクタン
ホルトノキとヤマモモの樹冠面積が大き
低木
サンダンカ
い。庭にあるヤマモモは通りには接しないが、
ヤコウボク
道路からも見える高木は緑視率を高めるには
蔓
ノウゼンカズラ
有効である。
計

面積
15.7
19.6
5.9
1.9
2.5
2.5
1.2
49.3

計算式
4/2*5/2*3.14
5/2*5/2*3.15
2.5/2*3/2*3.14
1*1*3.14*0.6
5*0.5
5*0.5
1*1.2

仮に、道路側の植栽スペースの分だとする
と、23％となり基準値（30％以上）を満たさ
ない。
このように、上部だけでも見通すことのできる庭は緑視率を高める上で重要な役割を果たす。
緑視率だけでいえば、道路面に壁を設け、壁面緑化をすることでも基準値を満たすことはできるが、
高木を含めた様々な緑の保全・創出を促すことが、本来的に豊かなみどり環境づくりには大切といえる。
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❖ 緑被率算定例：商業地の例
商業地域における高層建築の場合、屋上緑
化は視界に入らない。右の図では、大型種の
ガジュマル（樹冠＝ 10 ｍ）を用いることで
豊かなみどりを期待した。
◆緑視率（Ｋ）
＝緑視面積（Ｚ）÷空間領域（Ｄ）
Ｚ＝ 150.9㎡
Ｄ＝ 54 × 10m=540㎡
Ｋ＝ 150.9 ÷ 540=27.9%
◆間口の植栽割合
植栽スペース延長（L）
L=3+6+4+6=19 ｍ
19 ÷ 54m ＝ 35％

□緑視面積算出表
分類

名

称

面積

計算式

高木

ガジュマル

141.3 5*5*3.14*3/5*3

ヤシ

マニラヤシ

1.6 1*1*3.14*1/2

低木

ランタナ①

1.5 3*0.5

ランタナ②

3.0 6*0.5

ランタナ③

2.0 4*0.5

アリアケカズラ

1.5 3*0.5

計

150.9

※解説
大型種のガジュマルは緑量豊かで、これの占める割合が大きく基準値 (15％ ) を越える 30％近い
緑視率を確保した。
このように、特に公共的空間という場所でみどり豊かな景観づくりに大型種の効果は大である。
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緑化の手法
（１）壁面緑化
造成によって敷地形状を改変する際、傾斜を是正するこ
とで生ずる段差をコンクリート擁壁で処理するのは一般的
な土木の手法である。
景観面から捉えると、それだけではむき出しの壁面のイ
メージが固く無機質に感じられる。
このため、壁面に蔓植物を這わす、覆うなどの壁面緑化
により、この固いイメージを花やみどりのあるソフトな景
観や環境に変えることが重要となる。

アラマンダ（絡み型）による住宅壁面の修景

□ポイント□
・壁面緑化は比較的簡単な植栽手法である
・植物の種類でそれほど管理手間はかからない
・わずかな緑化スペースでも植栽は可能
※植栽スペースの確保
一般的な土木施設の整備では、擁壁が道路沿いに設けら
れる場合は植栽スペースさえ確保されないことも多い。
景観計画が順守されれば、壁面後退も行われ植栽スペー
スは、幅 1.5 ～ 2 ｍ程度確保できるが、どのような状況で

アマミヅタ（吸着型）による壁面の修景

あっても幅 30cm 程度のスペースを確保したい。

□主な蔓物
種 類

樹 種 名
イタビカズラ（オオイタビ、
ヒメイタビ）
吸着型
アマミズタ、ヒハツモドキ、
ノウゼンカズラ、シラタマ
カズラ
モンステラ、オオゴンカズ
着生型
ラ、 ハ ブ カ ズ ラ、 サ ト イ モ
カズラ
モミジバフルガオ、ベンガ
巻きつる ルヤハズカズラ、ヘクソカ
型
ズ ラ、 ソ ケ イ ノ ウ ゼ ン、 マ
イソルヤハズカズラ
クダモノトケイソウ、カエ
巻きひげ
ン カ ズ ラ、 シ ッ サ ス、 ニ ン
型
ニクカズラ、ニトバカズラ
ブーゲンビレア、ツルグミ、
絡み型
アラマンダ、ヒゴロモコン
ロンカ、ウコンラッパバナ
参考文献：つる植物（沖縄出版）
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※土壌と土壌改良
土壌は、酸性土壌の国頭マージやアルカリ性土壌の島
尻マージがあるが、蔓植物は土壌を選ばない。いずれの
土壌においても、植え付け前に土壌改良材を混入（80 ～
120kg/m3）する。
※植栽樹種
蔓植物は、性質により擁壁の壁面に気根や吸盤が直接這
う「吸着型」、根が付着する「着生型」、蔓が巻き付いて生
育する「巻きつる型」、茎や葉から出たヒゲが巻き付いて
生育する「巻きひげ型」、トゲや茎が絡み合いながら生育
する「絡み型」がある。
吸着型や着生型はコンクリートやブロック壁面に直に着
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生して生育するが、巻きつる型や巻きひげ型のものを用い
る場合はネットや金網などを壁面に設置する必要がある。
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＜植栽スペースが
広い場合＞

※植栽と管理
植え付け時期は春先（3 ～ 5 月）が良く、なるべく梅雨
が終わるまでには植え付けること。植栽間隔は 20 ～ 50
ｃｍ程度で、なるべく擁壁近くに植え付ける。
伸張が始まると、絡み型や巻きつる型は金網やネットに
誘引・結束して意図する方向へ伸張させる必要があるが、
吸着型と着生型のものは、そのまま生長させると良く、管
理手間をあまり必要としない。
（２）屋上緑化
屋上緑化は、都市部においてヒートアイランド抑制の効
果が高いといわれている。しかし、沖縄の場合はこれに加

＜植栽スペースが
狭い場合＞

えて、美ら島づくりの観点から「見下ろされる街の風景づ
くり」として取り組むことも必要であろう。
那覇市のモノレールから見渡す街並み、伊江村の伊江島
タッチュー、うるま市の勝連城跡からの眺望等、各地には
その地域を見下ろせる、いわゆる「視点場」になるような
場所があり、そういう場はたいてい観光地としても重要で
ある。
したがって、そうした地域において勾配屋根ではなくコ
ンクリート平屋根を採用する場合は、景観面や環境を考慮
して屋上緑化を推進されたい。
□ポイント□
・屋上緑化はいろいろなことができる場
・土壌は植栽する種類で厚さを決める
・台風を考慮することも大切
※屋上緑化のあり方
【個人住宅の場合】
緑化の例をみると、単に緑化するということではなく、
芝生地としてガーデンテーブルやパーゴラを設けた休息
の場、花や観葉植物で飾るガーデニングの場、バーベ

本格的な植栽基盤を設け立体的なガーデニングを
展開している屋上緑化 ( 那覇市）

キューセットを配置したレクリエーションの場、ゴーヤー
やナーベラーなどを栽培する菜園など、多様な楽しみ方
がある。緑の内容は各人の自由であるが、飽きずに長続
きするものを選ぶと良い。
【集合住宅・商業店舗】
緑化面積が大きいため、ヒートアイランド防止への貢
献度が高いといえる。また観賞庭園や娯楽・憩楽スペー
スとして使え、ビオトープを設置するなども可能であり、
幅広く利用できる。

シンノウヤシや芝生が植栽された屋上 ( 那覇市 )
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※植栽基盤（土壌）
コンクリート屋根にしっかり防水対策を行った上で土壌を敷き詰める。
基本的には軽量土壌が良いが、沖縄の場合はあまり軽量だと強風による倒
木・傾木があるので、多少の重さが必要である。有機物が混入され、排水
の良い土を利用すること、最近では屋上緑化用の土壌も作られている。
台風のある沖縄では高木を植えると、被害を受けるリスクが高いので、
樹木もリュウキュウコクタンのような中木程度にとどめるほうが良い。
植栽基盤としての土層の厚さは、中木を植える場合は 60cm 程度は必要で、
芝生や野菜なら 30 ～ 40cm 程度で十分である。
※植栽樹種と方法
庭、ガーデニング、菜園で用いる種類の植物は殆ど植栽可能で、特に制
約はない。
樹木を植える場合は、倒木防止のために支柱等の支えが必要となる。また、
パーゴラや棚などを設けてゴーヤーなどの蔓物を這わすこともできる。
※管理
植物の管理は、普通の土壌に植栽するものと殆ど同様。灌水作業を容易
にできるよう、あらかじめ散水栓は取り付けておくと良い。
※助成制度と表彰
那覇市は屋上緑化に対して助成制度を設けており、特にモノレールから
見える範囲の屋上では積極的に活用されたい。また、毎年、屋上緑化のコ
ンテストも行われており、応募された内容を見ると、技術レベルも高くなっ
てきている。さらに、那覇市は平成 22 年度からはベランダ緑化にも助成を
行うとしている。
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（３）駐車場
車社会といわれる沖縄において、駐車場は都市部や離島

参考資料

＜敷地面積に余裕がある場合の駐車場植栽＞

を含む地方部で欠かせない施設である。土地利用の面から
は、施設規模や利用者が多い施設ほど駐車場の規模（面積）
が大きくなり、景観や環境を考慮すると緑化が必要がある。
駐車場の緑化は、「豊かなみどりの創出」はもちろんであ
るが、酷暑の沖縄では「涼しい環境の中で車の乗り降りが
できる」ことを重視して取り組むことが望まれる。
□ポイント□
・なるべく大きく茂り、陰を創る樹種を用いる
・敷地の狭い場所においても高木の植栽は可能
・植栽スペースにゆとりを持たせ施設のグレードを高める
※敷地と緑化スペースの確保
都市部におけるマンション等の集合住宅は、1 世帯 1 台
以上の駐車場の確保が重要な課題である。リゾート施設の
場合もレンタカーを利用する観光客が一般的となり、ホテ

＜敷地面積に余裕がない場合の駐車場植栽＞

ルの部屋数に近い駐車台数の確保が求められる。
施設や用途が違う都市部のマンションとリゾート施設で
あるが、車社会の沖縄において駐車場問題は同様である。
都市部のマンションの場合は敷地が狭いため、駐車場は
アスファルトで舗装されたままの状況が多いが、実はこの
狭い条件でも植樹桝を造ることは可能である。
一方、地方部に造られるリゾート施設の場合は、敷地に
ゆとりのある場合が多い。駐車場に植栽帯を設け、芝生を
見せるなどして、みどり豊かな景観づくりを行うと施設の
グレードを高めることができる。
また、より環境に配慮した場合には、駐車スペース部分
を芝ブロックとする方法がある。どうしても植樹帯が確保
できないような場合には、せめてこの方法を採用されたい。
※植栽樹種
植栽する樹木は、次のことが条件となる。
①なるべく大型に育ち、緑陰を多く形成すること
②根が植樹桝を壊すことなく伸張すること
③その地域の風環境にあったものであること
このうち、③の風環境とは、海浜と内陸では潮風の影響
が異なり、樹木も樹種により潮風による抵抗力（「耐潮性」

小さな植栽桝で緑陰を創出している駐車場

□駐車場に適した樹木
分類

適性樹木

海浜部

アカテツ、オオバイヌビワ、オキナ
ワキョウチクトウ、クロヨナ、コバ
テイシ、タコノキ、テリハボク、フィ
カスハワイ、パンノキ等

内陸部

アカギ、ガジュマル、センダン、ソ
ウシジュ、タイワンモクゲンジ、タ
ブノキ、ホウオウボク、ホルトノキ
等

という）には差異があるため、それを判断して選定するこ
とが肝要である。
※植樹桝の規格
植樹桝は樹木が育つのに必要な植栽スペース（植樹桝）
は、規格が 1.5 × 1.5 × 0.6（深さ）以上は確保したい。

但し、海浜部のものは内陸でも利用可能
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（４）外周（接道部）緑化
接道部の敷地は、一般にブロック塀、コンクリート壁、
及びフェンス等で囲まれる。その行為は、私有財産への進
入防止、敷地境界の標示という点で何ら問題はない。
しかし、私達の利用している公共の道路は、道路機能を
満たす必要最低限の基準のもとに整備されているため、道
路空間に直にはゆとりや安らぎといった余裕空間を創るこ
とができない。
このため、企業等土地保有者が壁面後退により接道部に
緑化を行えば、歩道環境をより良いものにすることができ
る。また、その緑化が、企業や施設のイメージ向上に有効
な手段となる。
□ポイント□
・接する道路に歩道がある場合は、歩道と一体的な空間と
する
街路樹がある歩道に面した敷地の外周緑化

・緑陰や花などテーマを持たせる
・壁を設ける場合は壁面緑化もあわせて行う
・バス停がある場合は休息機能を持たせる
※植栽の方法
特に決められた方法はないが、歩道に街路樹が植栽され
ている場合は、その街路樹と役割分担をする植栽とすると
良い。例えば、歩道の街路樹がしっかり緑陰を創っている
なら、修景や美化につながるヤシや花木等を植栽すると良
い。
シンボル、又は、ランドマークとなる樹木を配し、その
地域の顔を創ることも一考である。交差点と接する場合は
外周を石で囲えば、チンマーサ（八重山では「ツンマーセ」）
にもなりえる。
壁面は、蔓やツタで覆うと一層みどり豊かな環境となる。
アラマンダやブーゲンビリア等の花物で飾ることで、通り
のイメージを明るく華やかにすることができ、道路利用者
や地域住民に親しまれる通りとなる。

街路樹がない狭い歩道に面した敷地の外周緑化

セメント工場が
県道に接する部
分を緑化した例
（那覇市）
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（５）エントランスの緑化
エントランスに掲げるサインの形態や設置
方法等は、その施設の独自性を示す。また同
時に、景観の拠点となることで、単にその施
設表示にとどまらない意味と価値を有する。
特にリゾートホテルやゴルフ場等では、施
設のイメージを創る極めて有効な手段である。
□ポイント□
・エントランスは花やヤシで飾る
・集約的にできるなら花壇を加える
・石垣等を加えると落ち着いた感じになる
※修景美化の方法
エントランスの緑化に、定まったスタイルというものはないが、緑化的な視点からは花、ヤシ、または
1 本のシンボルツリーで飾ることにより、周りとは異なる景観が生まれ、その場のイメージ向上に資する
ことができる。またサイン表示をするのに石垣等、安定感のあるものを利用すると落ちついた雰囲気となる。
明るさや華やかさを創るため、草花を用いて、観賞効果を持たせる方法もある。県内の国道や県道沿い
の村落やリゾート施設では、国道の植樹帯の草花管理まで担っている例もあり、緑化を通してその地域と
行政が協働で道路景観を良いものにしようとする取り組みである。

（６）海岸保安林
海岸保安林は、内陸部の農地作物や集落の生活環境を台風
や潮風等から防護するために極めて重要な林地である。
戦後、外来種のモクマオウを用いて創ってきた保安林であ
るが、今ではモクマオウ林が全県的に衰退してきた。このため、
「沖縄県赤土流出防止条例」に基づき樹齢の長い在来種を用い
て林層改良を行っている。
樹種はテリハボク、アカテツ、モンパノキ等、沖縄の在来
種が用いられている。
※防風林と景観
沖縄の観光にとって海浜の眺望は貴重な景観資源である。
ところが、主要な観光地において海岸防風林、とりわけ樹高
の高いモクマオウが海浜景観を遮っているとの指摘がある。
このため、保安林の林層改良を進める中では、内陸部の集
落や畑地等の土地利用を勘案しながら、海浜を見せる部分と
しっかり遮蔽する部分とを区別して保安林を造成することが
望まれる。
※リゾートホテルと防風林
海浜に近いリゾートホテルは、海を直にホテルの景観に取
り込みたいとの要望が強く、保安林解除の申請をする例が多々
ある。上述の保安林の意義と目的を理解してもらい、健全な
保全 ･ 管理に努めるよう指導する必要がある。

新たに植栽された海岸保安林 ( テリハボク）
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（７）植栽施工
良質な緑を実現するためには、しっかりと施工を行うことが肝要であ
り、植栽材料、植栽土壌、植え付け及び支柱を的確に実施する必要がある。
イ、植栽材料
植え付け材料としての樹木の苗木は、品質が確保されていなければ
ならない。品質は樹姿の状態や根の状態で決めるが、特に根に関して
は植栽後の活着を確実にするためにもポットやコンテナ等で育成され
た苗を用いるのが良い。圃場で育成している場合は、移植に先立ち根
回ししておくなどの措置が必要である。
ロ、植栽土壌
客土を行う場合、植栽する樹木が酸性土壌（国頭マージ）やアルカ
リ性土壌（島尻マージ、ジャーガル）のいずれに適するか見極めて使
用する。特に、ヒカンザクラ、サンダンカ等は好酸性土壌であるため、
アルカリ性土壌に植栽した場合は植栽後の生育が不良になっていくこ
ともあるので留意が必要である。
また、土壌有機物の含有量が少なく、透水性が悪い土壌については、
土壌改良材を混入する必要がある。特に、粘性土のジャーガルの場合
は透水性を改善する必要があり、無機質系の土壌改良材か砂等を混合
するのが良い。国頭マージは、一般的に土壌粒子が細かく有機物含有
量も少ないので、土壌の団粒構造の改善と有機物の補給を同時に行う
必要がある。
樹種により多肥を好むもの（シークﾜサー等の果樹系）、その逆で多
肥だと花付きが悪くなるもの（マメ科植物）があるので、改良材の種
類や混合量について、植栽樹種にあわせて決めるのが良い。
ハ、植え付け
一般的な植え付け時期は、リュウキュウマツの場合は冬季が良いが、
その他の樹木はなるべく春先（3 ～ 5 月）が良い。
これは、圃場で育成した樹木を掘り取り、植栽する場合のことで、
先述したポット苗やコンテナ育成苗は根がしっかりしており、植栽時
期を特に厳格にせずとも活着はする。しかし、植栽後の生育を考慮す
ると萌芽期である春先、遅くとも梅雨明けまでには済ませることが望
ましい。
ニ、支柱
支柱は、台風や強風からの倒木防止として、植栽してから活着する
までの期間は必要不可欠なものである。支柱には二客鳥居支柱や八つ
掛け支柱等あるが、樹木の形状や規格にあわせて適正なものを使用す
る。
また、設置後は樹木が成長肥大するため、二客鳥居支柱のように、
放置しておくと樹木を締め付けるようになるものもある。そのため、
樹木の生長に合わせて結束直しなどの点検作業も必要である。
なお、支柱は景観的に見栄えが良くないものであり、樹木が活着し
たと判断できた場合は速やかに取り外し撤去する。
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（８）完成目標と維持管理
植栽は生き物であり、建物と違って生長しながら完成を迎
える。完成目標は一般に植栽後 10 年程度を目安にしているが、
これは高木を指したもので、低木や草本等は植栽後 1 ～ 2 年
で完成を迎える。高木を含めてすべてが十分に育ち、想定した
景観を創るようになって完成というのが造園の考え方である。
植栽後の生育について、下図に示すよう活力が「普通」以上、
なるべく「良い」の状況を目指すことが望ましい。その生育状

□視覚的な植栽の活力度
活力度

樹木

低木

況を左右するのは、植栽後の灌水、施肥、病虫害防除等の維持
管理である。特に、植栽後から活着するまでの灌水は生育に大
きく影響し、活着してからの施肥は目標とした緑化目標を達成

良い

するかどうかを左右する。
季節的に必要な作業について留意したうえで適切に対処す
れば、たいてい普通以上の活力は確保できる。
万一、植栽したものが 2 ～ 3 年経過しても普通以上になら

普通

ない場合、若しくは枯れ下がりを示すようなことがあれば、多
くはその場所の風環境と植栽樹種が不適合なことによる。
この風環境と樹種が適合しているかどうかの見極めは、植
栽後 2 ～ 3 年まで生育を観察すれば判断できる。不適と判断
された場合、その場所の環境にそぐわない樹種ということであ

悪い

り、対処策は樹種の変更ということで、改めて樹種を変更して
植栽する必要がある。
このように、緑化目標を実現するための基本は、植栽地の
風を含む土壌や日当たり等の植栽条件を把握し、適正樹種を選
定・植栽すること、植栽後の維持管理にあるので十分留意され
たい。

□植栽における風環境
（ランクの区分）
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色彩計画の事例

①都道府県による色彩ガイドラインの事例
都市の色彩ガイドラインは、昭和 63 年の横浜市港湾局「みなと色彩計画」が先手を切り、各地で自主
基準として策定されてきた。都道府県では、熊本県、青森県、富山県、島根県などがあげられる。
平成 16 年に景観法が施行されると、景観行政団体による景観計画の策定が進み、その中で色彩の誘導
方針や具体的基準が定められる事例が増えてきた。マンセル表色系によって具体的な数値を定める色彩基


準は、平成 20 年 2 月の時点における 77 件の景観計画のうち、54 の景観計画において設けられている。
ただし、必ずしも詳細な色彩計画を行っているとは限らない。
景観法施行後に色彩ガイドラインを作成し、かつ景観計画に関連づけている例としては、東京都およ
び三重県の例がある。
東京都では、景観計画のエリア区分に沿った形で届出を要する建築物等にかかる色彩の基準値を定め
ているのが特徴である。一方三重県では、県域全てを対象にした色彩計画を作成し、景観計画では「行為
の届出」の許可基準 ( 色の数値は定めない）の参考として色彩計画を参照するよう求めるという、別個の
計画を連動させる仕組みとしている。
②沖縄県内の事例
県内における色彩ガイドラインには、「那覇市タウンカラースタンダード」( 那覇市、H14）がある。
那覇市ではこれまでデザイン調整の際に参考資料として用いているが、強制力はない（平成 22 年 3 月現
在）。那覇市タウンカラースタンダードでは、環境色や歴史文化色、および市街地の建造物の色彩調査を行っ
た上で、風土色である琉球石灰岩の色を参考に「コーラルホワイト」を基調イメージとして定めている。
そのほか、現在県内で「景観計画」を定めている石垣市、浦添市および読谷村では、景観計画の中で
色彩の基準を設定している。
③特色ある市町村の事例
市町村が独自に作成する色彩ガイドラインは、景観法施行後、全国で急増しつつあるところであって、
その内容や手法も多岐にわたる。
色彩誘導の手法は、東京都の例のようにマンセル値を用いて使用可能な色の範囲を定めるタイプが主
流である。その場合、基準が明確なので指導や認可作業がしやすいのがメリットであるが、直感的にわか
りにくいのが難点といえる。世田谷区はこのタイプでわかりやすさにつとめた例である。
三重県の例のように望ましいイメージを示すタイプは、直感的にわかりやすいが許可基準として運用
するにはあいまいさが残る。札幌市はこのタイプを発展させた例で、独自の推奨色をいくつか決めてその
中から選べるようにしたスタイルである。
なお、推奨色の基準内容については、本土ではあまり高明度の色は周辺環境から浮くとして避ける場
合も少なくなく、その点が県内のこれまでの事例とは大きく異なる。
個性的な手法としては、一つのイメージカラーを強く打ち出した瀬戸内市や広島市の例がある。限定
された地域のカラーコントロール手法としては有効といえよう。
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重要な景観地域で
はアクセントの色
と面積を制限

強調色は穏やか
な暖色系に限定

屋根色は低彩
度の落ち着い
た色を指定

制限対象とする
建築物はエリア
によって異なる

基調色は色相
ごとにきめ細
かく規定

表（部分）出典：東京都ホームページ 出典：東京都
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「商業地景観」「工業地景観」
）

（類型：
「山地・農地・河川景観」
「海岸景観」
「歴史的まち並み景観」
「集落景観」
「住宅地景観」
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緩やかな方法。

数値による規制はしていな
いが、わかりやすくするた
め図で範囲を示している

風景に似合わ
ない色も表示

出典：三重県県土整備部ホームページ（加筆）

・基準の手法は、主に基調色について「推奨色」と「遠慮していただきたい色」を示す、

風景の類型に
応じて推奨色
を設定

参考資料
第Ⅴ章

（

）
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・基準の手法は、基調色について「使用可能色」の範囲を定め、その他の補助色等につい

出典：
「那覇市タウンカラースタンダード」
（那覇市都市計画課都市デザイン室）（加筆）

ては考え方を示す。また誘目色は面積を制限する。
・屋外広告物も、建物と一体的な形状のものについては誘目色の面積制限を適用する。

エリアに応じて基調色の許容
範囲を定める。
基本は琉球石灰岩の色から名
づけた「コーラルホワイト」

事例② -2 【石垣市風景計画】
＜特色＞

・市全域を対象とし、市街地の 1・2 階建住宅や農村部の平屋建住宅を除くほぼすべての
建築物、一定規模以上の工作物に行為の制限が適用される。
（類型：「自然風景域」「農村風景域」「市街地景観域」）
・基準の手法は、基調色について推奨する色名を挙げるとともに、彩度のみ許容範囲を設
定する。

制限要素の少ない色彩指針。
建築物の規模制限や前面緑化
との組み合わせであるため、
色彩誘導は最小限ですむ。

出典：石垣市ホームページ（加筆）
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事例② -3【浦添市風景計画】
＜特色＞

・市全域の届出対象物件（重点まちづくり地区の全ての建築物、その他地区の大規模建築物）
を対象とし、3 階以上の外壁、屋根、工作物について色彩基準を適用する。
・基準の手法は、基調色について使用可能な彩度・明度の範囲を定める。またそれ以外の
色は、アクセントに用いることのできる面積を制限する。

出典：浦添市ホームページ（加筆）
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事例③ -1 【札幌の景観色】
＜特色＞

・札幌らしい色として 70 色を選定、オリジナル色名をつけ、配色見本を添えたカラーチャー
トを作成。この活用を通して、市民の良好な色彩への意識の高まりをねらうものであり、
規制というよりも色の扱い方のガイドという性格。

出典：札幌市ホームページ

事例③ -2 【瀬戸内市景観計画】
＜特色＞

・「牛窓眺望景観形成重点区域」のテーマを「日本のエーゲ海」とし、内海に面するエリア
の個性を色によって積極的に打ち出す基準を設定している。
・基調色は原則として白色系統と定め、屋根は原則としてオレンジ色系統とし、建物全体
の調和への配慮を求める。

出典：瀬戸内市ホームページ

事例③ -3 【常滑地区】
＜特色＞

・守らなければならない「誘導基準」と、より美しい景観を創出するために望ましい「目
標基準」の２段階の基準を設定する。
・地区計画の基準の参照事項として定めるもので、届出・確認のプロセスを踏む。
・やきものの街であることから、陶器の色を中心に色の範囲を定める。また地形特性から、
屋根なみ景観が重要であるとして、主要な誘導対象に屋根を挙げている。

常滑市ホームページより作成
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誘導も導入しやすいといえる。

ゾーン別に
カラーを
絞り込み

出典：広島市ホームページ（加筆）
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・港などのように、エリアや用途が限られているところでは、このような絞り込んだ色彩

基調色を
1 色限定

事例③ -5 【世田谷区景観計画】
＜特色＞

・誘導基準内容は東京都の色彩ガイドラインと共通だが、市民に分かりやすいガイドブッ
クとして作成。
・斜面緑地（崖線）では、明度の高い「白」は緑の連なりを分断するとして明度を落とす
ように誘導している。

出典：世田谷区ホームページ
10
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参考事例

敷地内の緑の誘導事例

①緑化基準設定の手法
緑はわが国の景観において欠かせない要素である。また景観のみならず、環境の維持・改善、生態系にお
いてもさまざまな機能を有しているが、都市では緑が減少することでこれらの機能に明らかな劣化がみられ、
改善が大きな課題となっている。
沖縄県では、沖縄振興計画をはじめ、都市・環境に関する各種計画において、緑の保全整備をすすめるこ
ととしているが、宅地の緑に関しては「緑化を推進する」（『沖縄県総合緑化基本計画』）といった文言にと
どまり、具体的な目標値は明確になっていない。
< 参考＞ 「沖縄県景観形成条例」（平成６年）における「大規模行為景観形成基準」の緑化規定
１

敷地内においては、緑化に努めること。なお、植栽に当たっては、周辺の樹木と調和のとれた
樹種を選定し、樹木の配置や樹種の構成を工夫する等周辺景観との調和に配慮すること。

２

敷地の境界を囲う場合は、周辺植生との調和に配慮した生け垣や樹木とするように努めること。

以下、個別の敷地の緑量を確保することを目指した敷地緑化基準の事例を検討する。
緑化基準は、法に基づくものとしては、都市計画法による地区計画、景観法による景観計画、都市緑地法
による緑地協定などにより定めることができる。また自治体の条例によるものとして、開発行為や大規模行
為の許可基準において定めることが可能であり、そのほか任意の協定などがある。
さらに、平成 16 年に改正された都市緑地法により、市街地において敷地に対して一定割合以上の緑化を
義務づける制度ができ、一部市町村で施行がはじまっている。
なお、景観計画において大規模行為における敷地の緑化率を数値で定めた都道府県の例としては、奈良県
および鳥取県がある。
事例① -1 【横浜市
＜特色＞

地区計画と条例を組み合わせた緑化制度】

・地区計画で緑化を定め、詳細な内容は都市緑地法に基づき条例化して連動した運用を図る。
建築確認申請の際に緑化施設適合証明が必要となるため、実効性が高い。

出典：横浜市ホームページ
127

事例① -2 【名古屋市
＜特色＞

都市緑地法による緑化地域制度】

・用途地域に対しては都市緑地法による規制、市街化
調整区域に対しては独自条例による規制を設け、市
全域を対象とする。

●対象
300㎡以上の敷地
（建ぺい率が 60％を超える地域は 500㎡以上）
（市街化調整区域においては 1000㎡以上）
●基準内容
右表のとおり。
事例① -3 【東京都
＜特色＞

条例による緑化制度】

・
『東京における自然の保護と回復による条例』により、1000㎡以上の敷地（公共施設は 250㎡）
に対し、緑化基準を設け、届出を義務づけている。また基準を解説した「緑化計画の手引き」
を作成している。

●基準内容
一般
地上部の緑化

次のいずれか小さいほうの面積以上
A)（敷地面積－建築面積）× 0.2
B) { 敷地面積－ ( 敷地面積×建蔽率× 0.8)}
× 0.2

総合設計等
（敷地面積－建築面積）×
0.3

建築物上の緑化

屋上面積× 0.2

接道部の緑化

建物用途と敷地規模に応じた緑化率の基準を定める。
最小（3000㎡未満の店舗等）30％～
最大（30000㎡以上の住宅、宿泊施設、学校など）80％

事例① -4 【鳥取県
＜特色＞

屋上面積× 0.3

景観計画による緑化基準】

・景観計画区域に対し「敷地面積（建築物の建築面積、工作物の築造面積を除く）の 3％以
上を緑化すること」とし、重点区域ではこれに加えて「幹線道路と接する部分は植栽を配
置すること」「既存の樹木は残すこと」などを挙げている。
・届出対象は、景観計画区域で敷地面積 1000㎡以上または建物高さ 13m 以上（商業地域で
は緩和、重点区域ではほぼ全ての建築物）

事例① -5【浦添市
＜特色＞

景観計画による緑化基準】

・重点まちづくり地区では、ほぼ全ての建築行為・開発行為に対し、「敷地面積の５％以上の
緑地を設け、それらを間口の 1/4 以上に配置するよう工夫する」と規定。
・その他市域では、大規模建築物等に対し、「敷地面積の３％以上の緑地を設け、それらを間
口の 1/5 以上に配置するよう工夫する」と基準を設定している。

事例① -6【石垣市
＜特色＞

景観計画による緑化基準】

・「緑化や修景が施されている空間の確保」の基準を、農村・郊外系の地区で敷地面積の
40％ないし 50％以上、市街地で 20％以上と定めている。
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②緑量の算定手法
目指す緑の量を表す指標として、緑地率、緑被率、緑視率などが使われる。ただし、これらの具体的な定
義は一定ではない。
また同じ緑でも、高木と芝生では緑化効果が大きく異なる。さらに屋上緑化等、は植物の生長に制限があ
ることや将来の不確実性などから、地面の緑と同じ評価ができるとは限りません。
そのため、各主体により算定手法にも違いがみられます。
･ 緑地率

敷地面積に対する、植え込みや芝生地などの面積の占める割合

・緑被率

緑地面積に樹木の投影面積や壁面緑化面積などを加えた緑の面積の割合

・緑視率

正面から見た構図に占める緑の面積の割合

事例② -1 【名古屋市
＜特色＞

都市緑地法による緑化地域制度】

・都市緑地法による緑化施設の面積の算出方法は、国土交通省令で定められている（都市緑
地法施行規則

第九条）。名古屋市の算出方法もこれに基づいている。

・緑被率の代表的な算出例といえる。

出典：「名古屋市緑化地域制度の概要」
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出典：「名古屋市緑化地域制度の概要」
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事例② -2 【芦屋市
＜特色＞

参考資料

景観ガイドラインにおける緑化基準】

・市全域を対象とする景観ガイドライン（自主条例による）において緑化基準を定めており、
緑化の位置や木の大きさによって評価ポイントを高くするという独自の算定方法を設けて
いる。
・（緑化面積＋高木本数）によって規定しており、理解しやすい。

第 1 種、第 2 種低層住居専用地域					

30％

第 1 種、第 2 種中高層住居専用地域又は、第 1 種、第 2 種住居地域 20％
近隣商業地域及び商業地域で 5 戸以上の住戸を含む建築物の敷地
（ただし、単身者用は 3 分の 1 を戸数とする。) 			
10％
上記で建築基準法による角地緩和を受ける場合は（敷地面積 - 建築面積）の 50％以上を緑化
上記以外の近隣商業地域及び商業地域の敷地は緑化に努める。
・ 敷地内の緑地はその位置により、次の算定基準で緑化面積を求める。
1. 道路境界線から 3m 以内にある緑地は面積の 120％を緑化面積とする。
2. 隣地境界線から 3m 以内にある緑地は面積の 120％を緑化面積とする。
3. 良好な樹木や植生を有する等の 25㎡以上の既存樹木の集団のある緑地は面積の 120％を緑化面
積とする。
4. 消防用活動空地、窓先空地及びそれらへの通路等は 80％を緑化面積とする。
5. 駐車場等の緑化ブロック等による緑地は面積の 50％を緑化面積とする。
6. その他の緑地は面積の 100％を緑化面積とする。
7. 上記基準が重複する緑地は，低い数値を適用する。
・ 幹回り 1.0m 以上（地上 1.5m における）の樹木、由緒ある樹木、及び良好な植生を有する 25㎡
以上の樹木の集団は保存する。
・緑地に植栽する樹木の基準は 10㎡当たり 6 本以上とし、うち最低 2 本は高木（3.5m 以上）とする。
・ 既存樹木で幹周 1m 以上の樹木又は植栽時 5．0m 以上の樹木は，上記算定における高木 1 本を
高木 2 本とみなす。
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屋外広告物の誘導事例

①県内の状況
県内における屋外広告物の誘導は、現在「沖縄県屋外広告物条例」に基づいて行われている。現行の屋外
広告物条例には、規模についての許可基準は具体的に定められているが、色彩についてはややあいまいな表
現であるため、指導しにくい状況となっている。
※沖縄県屋外広告物条例施行規則別表第 1

共通許可基準（３）

「広告物の色彩は、中間色を中心に色調を整えたものであること。また、地色においては、赤、黄色
その他 けばけばしい色の使用をできるだけ避けること。」
県内で景観計画を策定している景観行政団体も、現在のところ屋外広告物一般を対象にした定量的な基準
は定めていない。ただし那覇市は法的な位置づけではないものの、「那覇市都市デザインマニュアル（サイ
ン編）」を作成している。このデザインマニュアルでは県よりも厳しい基準を設けているが、色彩に関して
は抽象的な表現にとどまっている。
②屋外広告物の色彩誘導事例
全国においては、景観計画を機とした総合的な景観施策の作成や見直しが進む中で、屋外広告物について
もより踏み込んだ基準を設ける例が出てきている。
寺院や庭園などの文化財、名勝やランドマークなどにおいては、大切な風景を成り立たせていくために、
借景・背景になる景観の誘導が必要になってくる。とくに広告物は文化財等とかけ離れたデザインとなるこ
とも予想され、それらのコントロールが注目される。
一方、単に基準を厳しくするだけでなく、市民が広告物を評価できるシステムを導入したり、優れたデザ
インの広告物には特例を与える制度を創設するといった事例も見られる。
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事例 1 【東京都景観計画に基づく屋外広告物の規制】（H20.4）
＜特色＞

・景観計画に定める特別地区（借景が大切な文化財庭園、水辺）に関し、屋外広告物につ
いての基準を設けるもの。特別地区ではまず自家用広告等以外を禁止し、さらに高さ 20
ｍ以上における広告物に種類と色彩の制限をかけている。
・色彩誘導内容は、高彩度色の使用面積の割合を制限するもの。

別表４ 屋外広告物の表示等の制限 （※一部地区を抜粋）
文化財庭園等景観形成特別地区
１）表示等を制限する範囲（規制範囲）
景観形成特別地区の区域内で、かつ、地盤面から
20m 以上の部分を規制範囲とする。
２）規制範囲内で表示できる屋外広告物
次の広告物に限り、表示できる。ただし、表示等に当
たっては、下表に定める基準による。
・自家用広告物（自社名、ビル名、店名、商標の表
示など）
・公共公益目的の広告物
・非営利目的の広告物
区分

表示等の制限に関する事項

屋上設置の広告物

□ 地盤面から 20 ｍ以上の部分では、建物の屋上に広告物を表示し、又は設
置しない。

建物壁面の広告物

□ 地盤面から 20 ｍ以上の部分では、広告物に光源を使用しない。

広告物の色彩

表示等の制限の例外

□ 建物の壁面のうち、高さ 20 ｍ以上の部分を利用する自家用広告物の色彩は、
庭園景観と調和した低彩度を基本とし、一つの広告物の中で、その表示面
積の 1/3 を越えて使用できる色彩の彩度は次のとおり定める。
【色相】
【彩度】
0.1R ～ 10 R
→
５以下
0.1YR ～５ Y
→
６以下
5.1Y ～ 10 G
→
４以下
0.1BG ～ 1 0B →
３以下
0.1PB ～ 1 0RP →
４以下
□ 建物の背後にある広告物など、庭園内から見えない広告物は、本表に定め
る表示等の制限に関わらず、表示できる。

出典：東京都ホームページ
右上図＝「10 年後の東京」
実行プログラム
その他＝「東京都景観計画に
基づく屋外広告物の
規制」

17

133

事例 2 【熱海市屋外広告物条例】（2006）
＜特色＞

・景観計画を機に、新たに市独自の広告物条例を定め、総合的に屋外広告物の景観を見直
したもの。なお色に関しては地色の彩度を制限する方法を採っている。

出典：熱海市ホームページ
18
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事例 3 【小田原市色彩景観のてびき】（平成 18 年発行、20 年増補）
＜特色＞

・景観計画と連動した色彩ガイドラインを作成し、その一環として屋外広告物の色彩基準
を定めている。具体的基準は各「重点区域」において設定される。
・地色の彩度について上限を定める手法を採っている。
・重点区域においては、自動販売機の色を指定している（5Y7.5/1.5）。

（例）小田原城周辺地区の屋外広告物 ･ 日よけテントの色彩
小田原城がもつ歴史的･文化的イメージと調和した景観を形成するために、屋外広告物の地色（※）
及び日よけテントは、落ち着きと風格のある穏やかな色調を用いるよう誘導を図ります。
（※）文字以外の部分をさします。その面積の 1/3 以内の範囲内で用いる色彩には制限がありません。
対象部位

色相

明度

彩度

0.1R ～ 10R

制限なし

5 以下とする

屋外広告物の地色

0.1YR ～ 5Y

制限なし

6 以下とする

日よけテント

5.1Y ～ 10G、0.1PB ～ 10RP

制限なし

4 以下とする

0.1BG ～ 10B

制限なし

3 以下とする

小田原市ホームページより抜粋

事例 4 【神戸市眺望景観形成誘導基準（屋外広告物）】
＜特色＞

・港から六甲山を望む一帯の主要道路沿線に対し、屋外広告物の位置形態および色彩の基
準を定めている。眺望を重視し、高い部分の基準を特に厳しく設定している。

超高層部

位置、 形態

色彩

(1) 高さ 100 ｍを超える部分には屋上広告物

―

の掲出等をしないこと。
(2) 高さ 60 ｍを超える部分に掲出等をする
広告物は箱文字による表示とし、表示内容
は建物名、事業所名等に限ること。
屋上

壁面

突出

(1)1 建物につき 1 個に集約すること。
(2) 建物外壁面から外側へはみ出さず、見

(1) 使用できる色彩は、
0.1R ～ 10Y は、彩度 7 以下、0.1GY ～ 10G は、彩度 6 以下、
かけ上、外壁を上方に延長した形態とする。 0.1BG ～ 10B は彩度 5 以下、0.1PB ～ 10RP は彩度 6 以下とする。
また、広告物等の脚部、骨組みその他の広 （別図 9 参照）
告物の表示面以外の構造物は、景観上支障
ただし、可変表示式広告物の有彩色表示部分は、上記の基準
のないよう覆うこと。
を超える彩度とみなす。
(3) 地上から高さ 20 ｍ以上の広告物は、屋
また、下記のいずれかの広告物あるいは広告物の部分につい
外広告物重点誘導路線に面しない面に表示 ては適用しない。
をしないこと。ただし、建物名、事業所名 ①掲出等の位置が、道路面からの高さ 10 ｍ以下の広告物。
等で壁面との調和に配慮されたものは除く。 ②掲出等の期間が 2 ヶ月未満の広告物。（ただし、1 つあるいは
複数の広告物を定期的に変更する場合は、上記基準に適合し
ない広告物の存する期間が年間 4 ヶ月未満の場合に限る。）
(1) 取付壁面の正面方向から見た場合に、壁 ③表示方法が箱文字のみによる広告物。
面の範囲からはみ出さないこと。
④広告物の表示面積（複数の表示内容が集合した広告物について
(2) 地上から高さ 20 ｍ以上の部分において
は、
それぞれの表示内容ごとの面積による。
）
の 3 割未満の部分。
は、屋外広告物重点誘導路線に面しない壁
面に表示をしないこと。ただし、建物名、 (2) 地上から高さ 20 ｍ以上の屋上広告物で使用できる色数は地
事業所名等で壁面との調和に配慮されたも 色を含めて 4 色以内とする。その場合、地色は外壁と同系色と
のは除く。
することが望ましい。
(1)1 道路につき 1 個に集約すること。
(2) 掲出位置は、取付け壁面の高さ以下とす
ること。

地上

地上からの高さ 10 ｍ以下とすること。

色彩が連続的に変化する場合は、色相（基準色と中間色の 10 色）
ごとに最高彩度と最低彩度の 2 色とみなす。
(3) 可変表示式広告物は、点滅、表示内容の変化等の速さを、緩
やかなものとすること。
(4) 表示内容は、簡素化すること。
―

出典：神戸市ホームページ
19
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４）市民が景観の判断に関与する事例
事例 【鳥取県
＜特色＞

景観計画における「景観支障物件」申し立て制度】

・1 年以上にわたって特定の目的に使用されず、かつ適切に管理されなかったことで周辺
景観等に支障をおよぼしている物件について、周辺住民から知事に対して支障の除去の
ための措置を申し立てることができるとする。

出典：鳥取県ホームページ

５）都市景観に調和する広告物に対するインセンティブ制度の事例
事例 【京都市
＜特色＞

優良屋外広告物支援制度】

・景観計画で基準を厳しくする一方、優れた広告物にはインセンティブを与えるもの。

■優良屋外広告物表彰制度
2008 年に新設された制度で、京都の町並みに調和した優れたデザインや，京都の景観に配慮した独自のデ
ザインの屋外広告物を表彰するもの。表彰された広告物は、通常 3 年の設置許可期間が 6 年に延長される。
■優良屋外広告物補助金交付制度
商店街等の団体が一定のまとまった地域で，優良なデザインで良好な景観形成に寄与する屋外広告物を表示
する場合や，景観重要建造物・歴史的意匠建造物等に，建築物のデザインや周囲の景観と調和した屋外広告
物を設置する場合に，所有者等に対して設置費等の一部を助成する。
■特例制度
基準に適合しない場合であっても，①良好な景観の形成に寄与する屋外広告物や，②公益，慣例によって必
要性が高く，景観上支障がないものについては，美観風致審議会の意見を聴いたうえで，許可すること

ができる制度。
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参考事例

景観の経済的価値の算定事例

景観は公共財として認め
られており、その価値を貨
幣価値に換算した研究・調
査も進められている。
※ 右のケーススタディは国
土交通省が実施したもの
で、景観が向上すること
で宅地の評価が高くなる
ことを支払い意思額から
算定したものである。
（国土交通省ホームページよ
り引用）

※ 同じく国土交通省の研究
では、絶対高さ規制を行
うことによる社会的便益
と費用とをヘドニック法
により比較し、敷地の規
模により費用と便益が逆
転することが示されたも
のもある。
※ 石川県の旅館を対象とし
たケーススタディでは、
優れた眺 望景観を有す

る客室に対する差額料
金を算定し、景観が旅
館業者に対し年間約
35,700 万円の直接経済
効果をもたらすと推定
した例がある。
（株式会社プレック研究所
「景観の経済的価値評価手
法の検討－石川県におけ
る眺望景観のもたらす経
済効果の試算－」）
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関連資料

１）沖縄県の各種景観ガイドライン・技術指針
❖ 景観ガイドライン・技術指針
◇『大規模行為景観形成のてびき』 平成 8 年 3 月

沖縄県企画開発部振興開発室

◇『沖縄県土木施設景観形成技術指針（案）』平成 7 年 10 月
◇『沖縄県公共建築物景観形成マニュアル』平成 11 年 3 月

沖縄県土木建築部
沖縄県土木建築部

上記 3 冊は、県景観条例を実現化するために作成された、建築・土木・公共建築の 3 分野に関する景
観形成指針である。市町村が景観計画を施行すれば県条例による大規模行為届出の規定は適用されなくな
るが、他の 2 冊は今後も活用してほしい。

❖ 関連する技術指針
◇『沖縄県道路緑化基本計画』（昭和 58 年制定、平成 8 年改訂）、『沖縄県道路緑化技術指針』
道路植栽による景観形成指針、沖縄の環境に適した樹種の選定などについて解説している。
❖ 沖縄県景観形成基本計画
◇『“ 美ら島沖縄 ” 風景づくり計画』（平成 20 年度素案） 沖縄県土木建築部

都市計画・モノレール課

沖縄県の景観施策の体系を総合的にとりまとめたマスタープラン。現在策定中であるが、県全体の広域
的な景観形成方針などが盛り込まれるため、市町村が景観計画を策定するにあたり整合につとめてほしい。
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２）国の景観関連情報、ガイドライン等
❖ 景観ガイドライン・技術指針
◇『美ら島おきなわ

風景づくりのためのガイドライン』 平成 19 年

内閣府沖縄総合事務局
沖縄の風景特性やその捉え方を示し、今後の風景づくりの戦略イ
メージを伝える。
◇『沖縄を事例とした景観の見方集』 平成 22 年 1 月

内閣府沖縄総

合事務局
景観のなりたち、分析手法、修景技術をまとめた手引き。

❖ 景観法、景観計画、景観施策に関する情報
◇『国土交通省景観ポータルサイト』
国土交通省関連の景観情報。施策、事例、公共事業景観アセスメント情報などが掲載されている。
http://www.mlit.go.jp/keikan/keikan_portal.html
◇国土交通省『景観まちづくり』サイト
出前講座の教材など普及のツール、公共事業の景観ガイドライン、屋外広告物条例ガイドライン ( 案 )
などが掲載されている。
http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/index.html
◇農林水産省『美の里づくり総合サイト』
農村景観に関する各種情報が集められている。
http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/binosato/index.html
◇環境省『光害対策ガイドライン』
http://www.env.go.jp/air/life/light_poll.html

３）その他
❖ 景観情報
◇『都市再生・景観サイト』
新聞報道から全国の景観関連記事を掲載している blog 形式のニュースサイト
http://keikan.cocolog-nifty.com/blog/
❖ 色彩関連図書
◇『景観色彩計画』日本カラーデザイン研究所

2008.4

色彩の基礎知識、建築物やまちを対象にした色彩計画の手順がわかりやすく解説される。
❖ 確認機関の情報
◇『財団法人建築行政情報センター』
指定確認検査機関一覧を掲載している。景観計画を策定し届出対象を定めた場合、民間検査機関を確
認し通知しておくことが望ましい。
http://www.icba.or.jp/j/ken/siteikikan.htm
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