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序

　平成 17 年、文化財保護法の改正により文化的景観が新たに文化財として位置づけ
られて以来、全国の多くの地域で国の重要文化的景観選定による保存活用を目指し
た取り組みが進められています。取り組みの進展により、棚田や森林、漁港など生
業に直結する農山漁村だけでなく、古代起源の都市や城下町まで、非常に多様な地
域において文化的景観という視点で新たな価値が見出されてきました。
　重要文化的景観は、近江八幡市に所在する「近江八幡の水郷」が平成 18 年に選定
されたのを皮切りに、この 4 年間で全国 19 ヵ所の地域が選定されています。その数
を着実に増やしていることからもこの制度への期待を読み取ることができるのでは
ないでしょうか。
　ただ、文化的景観は生活・生業に基づき形成されてきたそれぞれの地域の固有性
に意義を見出すものであるため、従来の文化財で行われてきた価値の捉え方や保存
活用の仕組みとは異なります。そのため、重要文化的景観選定に向けた取り組みを
進めるにも、その内容や手法等知られていない点が多いのが現状です。奈良文化財
研究所では、平成 20 年度から、全国各地域で文化的景観の保護に取り組む行政担当
者や研究者が一同に会した「文化的景観研究集会」を開催し、その内容を広く周知
してまた検討する場を設けてきましたが、そこでも、まずは基礎的な情報の共有が
必要であるとの認識が持たれています。
　こうした背景から、当研究所では、文化的景観に関する基礎的な情報の収集を行い、
その取りまとめを行ってきました。本書はその成果のうち、各重要文化的景観の概
要と文化的景観保存計画の抜粋を集成したものです。全国の重要文化的景観選定物
件は今後も増えてゆき、さらに今後は整備・活用事例も増えていくと考えられます。
これらについても順次、情報の収集を進めますとともに、文化的景観資料集成シリー
ズとして刊行していきたいと存じます。
　最後に、この調査研究・集成を進めるにあたり多大なる御協力を賜りました関係
機関、関係者の方々に厚くお礼申し上げます。

平成 22 年 3 月
独立行政法人国立文化財機構

奈良文化財研究所長
田辺征夫
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例　言

１ 　本書は、文化的景観資料集成の第 1 集として、文化財保護法にもとづく重要文化的景観の概
要と文化的景観保存計画の抜粋及び関連法令等を収録したもので、「Ⅰ 文化的景観保存計画の
概要」、　「Ⅱ 参考資料」の二部から構成される。

２ 　「Ⅰ 文化的景観保存計画の概要 」は、平成 22 年 3 月 31 日時点での全国 19 件の重要文化的景
観に関して、重要文化的景観の一覧、各重要文化的景観の概要と文化的景観保存計画の抜粋を収
録したものである。

　  　重要文化的景観一覧については、全重要文化的景観の、選定年月日、面積、選定基準等
の選定情報や、景観計画、景観条例、その他関連条例・計画等を一覧表にまとめ掲載し
た。 

 　重要文化的景観の概要については、文化庁が公表した重要文化的景観の選定説明文書に準
じるものとして、『月刊文化財』（文化庁監修、第一法規株式会社発行）各号の重要文化的景
観選定・追加選定の説明文章を転載し、各重要文化的景観の位置図、写真を併せて掲載した。
なお、『月刊文化財』の文章中、明らかな誤記がある箇所に関しては一部修正した。

 　文化的景観保存計画については、「重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則」（平
成 17 年 3 月 28 日文部科学省令第 10 号）で文化的景観保存計画の記載事項として定められて
いる、1. 文化的景観の位置及び範囲、2. 文化的景観の保存に関する基本方針、3. 文化的景観
の保存に配慮した土地利用に関する事項、4. 文化的景観の整備に関する事項、5. 文化的景観
を保存するために必要な体勢に関する事項、6. 文化的景観における重要な構成要素、に関す
る計画内容を抜粋して掲載した。なお、各文化的景観保存計画の中で、計画改訂や記載内容
に明らかな誤記がある箇所に関しては一部修正した。

３ 　「Ⅱ 参考資料」は、文化的景観の関連法令及び、国内で刊行されている文化的景観関連図書、
文化的景観保存計画調査報告書、学術雑誌に掲載された研究論文・記事等の文化的景観に関する
参考文献の一覧を収録したものである。

４ 　本書での重要文化的景観選定物件の掲載順序は、自治体コード順を基本とする。ただし、「四万十
川流域の文化的景観」については、四万十川の源流から下流までの流域順に整理した。

５ 　本書は清水重敦（文化遺産部景観研究室長）の統括のもとに、景観研究室員の合議を踏まえ、
松本将一郎（文化遺産部景観研究室特別研究員）が編集を担当し、恵谷浩子（文化遺産部景観研
究室研究員）がこれを補佐した。また、本文の表作成、校正は、杉本陽子、楠本侑子の助力を得た。

６ 　本書を刊行するにあたって、全国の重要文化的景観の所在各市町村から文化的景観保存計画、
写真等の資料・情報提供、最終的な掲載内容の確認・修正を頂いた。ご協力頂いた各市町村の文
化的景観担当者の方々、文化庁記念物課、第一法規株式会社、関係者各位に厚く御礼申し上げる。
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文化的景観保存計画の概要

■文化的景観保護制度と文化的景観保存計画

　地域における人々の生活又は生業と当該風土により形成された文化的景観は、その範囲が広域に及び、居
住者や土地所者等の形態も多様であるため、地域によってその特性や保存管理の方法は様々である。そのた
め、文化的景観保護制度は、都道府県及び市町村が主体となって地域住民との合意形成に基づき、その保存
管理を行うことが基本となる。国は、都道府県・市町村の申出に基づき、文化的景観の保存のために必要な
措置を講じられているもののうち、文化財として特に重要なものを「重要文化的景観」として選定する。そ
の上で、都道府県又は市町村が行う文化的景観の修理・修景・復旧・防災等の事業に関わる経費の一部補助
など、文化的景観の保護に必要な支援を行う仕組みとなっている。
　選定申出を行う都道府県等が講じる必要がある文化的景観の保存のための必要な措置については、「重要
文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則」（平成 17年 3月 28日文部科学省令第 10号，pp.195-197 参照）
の中で以下の事項が定められている。
一、　選定の申出に係る文化的景観（以下「文化的景観」という。）の保存に係る文化的景観の保存に関する計画（以下、
「文化的景観保存計画」という）を定めていること。

二、　景観法その他の法律に基づく条例で、文化的景観の保存のため必要な規制を定めていること。
三、　文化的景観の所有者または権原に基づく占有者の氏名または名称および住所を把握していること。

　つまり、重要文化的景観の選定の申出を行う都道府県等は、①文化的景観の位置及び範囲、文化的景観の
保存に関する基本方針等を記載した文化的景観保存計画を策定すること、②景観法に基づく景観計画を策定
し、景観計画区域または景観地区の中に文化的景観を位置づけ、景観計画による行為規制・誘導措置を図る
るとともに、文化財保護法、都市計画法、自然公園法等のその他法律によって、景観計画だけでは補えない
文化的景観の保存のために必要な土地利用規制を定めること、③重要文化的景観の土地は、生活や生業と深
く関係しており、文化財保護法に基づき勧告または命令、現状等の報告といった規制がかかるため、所有権
等を随時把握することが必要となる。

■文化的景観保存計画の構成

　重要文化的景観の選定に係る必要な措置の一つである文化的景観保存計画は、文化的景観の保存調査の中
で明らかにされた文化的景観の価値を適切に保存管理し、整備・活用するための基本方針、方法を示した計
画であり、文化的景観保護に係るマスタープラン的な性格をもつ。
　文化的景観保存計画に記載すべき内容として、「重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則」（前
掲）の中で以下に掲げる事項を記載することが定められている。
一 文化的景観の位置及び範囲
二 文化的景観の保存に関する基本方針
三 文化的景観の保存に配慮した土地利用に関する事項
四 文化的景観の整備に関する事項
五 文化的景観を保存するために必要な体制に関する事項
六 文化的景観における重要な構成要素
七 前各号に掲げるもののほか、文化的景観の保存に関し特に必要と認められる事項

　なお、　「重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の一部を改正する省令の施行について」（平
成 20 年 7 月 31 日 20 庁財第 148 号文化庁文化財部長通知，pp.205-206 参照）で、重要文化的景観の選定申
出の際の文化的景観保存計画に、当該文化的景観を形成する重要な構成要素を記載することとなった。これ
に伴い、従来までは、重要文化的景観の選定の申出に際し、これまで、都道府県又は市町村は、あらかじめ
当該文化的景観の土地所有者等の同意を得ることが必要であったが、省令改正以降、文化的景観を形成する
重要な構成要素である不動産の所有者等の同意のみが必要となった。
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1.   アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観
2.   遠野　荒川高原牧場
3.   一関本寺の農村景観
4.   金沢の文化的景観　城下町の伝統と文化
5.   姨捨の棚田
6.   近江八幡の水郷
7.   高島市海津・西浜・知内の水辺景観
8.   宇治の文化的景観
9.    樫原の棚田
10. 遊子水荷浦の段畑
11. 四万十川流域の文化的景観　源流域の山村
12. 四万十川流域の文化的景観　上流域の山村と棚田
13. 四万十川流域の文化的景観　上流域の農山村と流通・往来
14. 四万十川流域の文化的景観　中流域の農山村と流通・往来
15. 四万十川流域の文化的景観　下流域の生業と流通・往来
16. 蕨野の棚田
17. 平戸島の文化的景観
18. 通潤用水と白糸台地の棚田景観
19. 小鹿田焼の里

図 1　重要文化的景観の位置（平成 22年 3月 1日現在）

＜表 1註釈＞
※ 1「近江八幡の水郷」は、1次選定で 174.6ha（水面やヨシ帯、八幡堀等）、2次追加選定で 13.7ha（集落）、3次追加選定

で 165.7ha（水田・山林）が選定された。選定基準は、1次選定時に一（5）、2次追加選定時に一（8）を用い、3次追
加選定の際に二（1, 3, 5, 8）を用いて複合景観とした。

※ 2「遠野　荒川高原牧場」は、1次選定で 14161.4ha（荒川高原牧場）、2次追加選定で 2.4ha（荒川駒形神社）が選定された。
※ 3「通潤用水と白糸台地の棚田景観」は、1次選定で 63.9ha（通潤橋周辺区域及び 11 号水路周辺区域）、2次追加選定で

73.8ha（白糸台地南端部）、3次選定で 468.1ha（白糸区域及び河川）が選定された。選定基準は、1次選定時に二（1, 5）
を用い、2次追加選定時に一（7）を追加した。

※ 4「小鹿田焼の里」は、1次選定で 14.1ha（集落景観区域）、2次追加選定で 224.7ha（山林部分）が選定された。選定基準は、
1次選定時に二（1, 5, 6）、2次追加選定時に一（3）を用いた。
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表 1　重要文化的景観一覧（平成 22年 3月 31日現在）

名称 策定日

1 北海道
アイヌの伝統と近代
開拓による沙流川流
域の文化的景観

沙流郡
平取町 平成19.07.26 ― 4381.0 二（2, 3, 5, 7, 8）平成18.10.01 平取町

景観計画 平成19.04.01

2 岩手県 遠野　荒川高原牧場 遠野市 平成20.03.28 平成21.02.12 1418.5 一（2） 平成19.03.10 遠野市
景観計画 平成19.03.15

3 岩手県 一関本寺の農村景観 一関市 平成18.07.28 ― 337.5 二（1, 8） 平成17.12.26 本寺地区
景観計画 平成18.03.24

4 石川県 金沢の文化的景観
城下町の伝統と文化 金沢市 平成22.02.22 ― 292.0 二（5, 7, 8） 平成16.12.17 金沢市

景観計画 平成21.07.31

5 長野県 姨捨の棚田 千曲市 平成22.02.22 ― 64.3 一（1） 平成21.05.01 千曲市
景観計画 平成21.07.13

6 滋賀県 近江八幡の水郷 近江八幡
市 平成18.01.26 平成18.07.28

平成19.07.26 354.0 二（1, 3, 5, 8） 平成17.03.21 近江八幡市
風景計画 平成17.07.29

7 滋賀県 高島市海津・西浜・
知内の水辺景観 高島市 平成20.03.28 ― 1842.8 二（5, 7） 平成17.11.18 高島市

景観計画 平成19.10.01

8 京都府 宇治の文化的景観 宇治市 平成21.02.12 ― 228.5 二（1, 5, 6, 7, 8）平成17.03.27 宇治市
景観計画 平成20.04.01

9 徳島県 樫原の棚田 勝浦郡
上勝町 平成22.02.22 ― 16.0 二（1, 8） 平成17.12.11 上勝町樫原地

区景観計画 平成21.05.22

10 愛媛県 遊子水荷浦の段畑 宇和島市 平成19.07.26 ― 8.3 一（1） 平成17.10.17
宇和島市遊子
水荷浦地区
景観計画

平成19.04.02

11 高知県
四万十川流域の文化
的景観　源流域の山
村

高岡郡
津野町 平成21.02.12 ― 5355.7 二（3, 5, 8） 平成19.09.20 津野町

景観計画 平成20.07.17

12 高知県
四万十川流域の文化
的景観　上流域の山
村と棚田

高岡郡
檮原町 平成21.02.12 ― 8976.9 二（1, 3, 5） 平成17.04.14 檮原町

景観計画 平成20.06.19

13 高知県
四万十川流域の文化
的景観　上流域の農
山村と流通・往来

高岡郡
中土佐町

高岡郡
四万十町

平成21.02.12 ― 3324.2 二（1, 3, 5, 7, 8）平成19.09.20 中土佐町
景観計画 平成20.07.01

14 高知県
四万十川流域の文化
的景観　中流域の農
山村と流通・往来

平成21.02.12 ― 13392.7 二（1.3.5.7.8） 平成19.09.20 四万十町
景観計画 平成20.08.28

15 高知県
四万十川流域の文化
的景観　下流域の生
業と流通・往来

四万十市 平成21.02.12 ― 5303.6 二（3, 4, 5, 7, 8）平成19.09.20
四万十川の環
境デザイン
（四万十川景
観計画）

平成20.10.21

16 佐賀県 蕨野の棚田 唐津市 平成20.07.28 ― 400.9 一（1） 平成18.01.06 唐津市
景観計画 平成20.01.31

17 長崎県 平戸島の文化的景観 平戸市 平成22.02.22 ― 1105.6 二（1, 5, 8） 平成20.03.26 平戸市
景観計画 平成21.02.27

18 熊本県 通潤用水と白糸台地
の棚田景観

上益城郡
山都町 平成20.07.28 平成21.07.23

平成22.02.22 605.8 二（1, 5） 平成20.03.01 山都町
景観計画 平成20.04.01

19 大分県 小鹿田焼の里 日田市 平成20.03.28 平成22.02.22 238.8 二（1, 3, 5, 6） 平成19.04.01 日田小鹿田焼
の里景観計画 平成19.09.27

選定
年月日

番
号

都道
府県 選定名称 所在地 追加選定

年月日
面積
（ha） 選定基準 景観行政団体

移行日
景観計画
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名称 施行日 その他関連条例 策定日 名称 年月日 範囲・期間

平取町景観づくり条例 平成19.04.01 ― ― ― ―

遠野市景観計画による
届出行為等に関する条
例

平成19.04.01 ― ― ― ― ― ―

一関市本寺地区景観計
画による届出行為等に
関する条例

平成18.04.01
一関本寺の農村景観
を形成する重要建物
修理修景事業受益者
分担金に関する条例

平成19.03.22 一関景観農業振
興地域整備計画

平取町文化的
景観整備計画

平成
19.06.19
策定

平成
21.03.31
策定

対象範囲：
170.62ha

本寺地区まちづくり推進
協議会

金沢市における美しい
景観のまちづくりに関
する条例

平成21.10.01 ― ― 金沢市歴史的風
致維持向上計画

名勝「姨捨
（田毎の月）」
保存管理計画

平成
21.01.19
認定

平成
12.03
策定

事業期間：
平成20-29年度 ―

千曲市美しいまちづく
り景観条例 平成21.08.01 名勝「姨捨（田毎の

月）」指定 平成11.05.10
①田毎の月棚田保存同好
会、②四十八枚田保存会、
③名月会、④科野農業塾

近江八幡市風景づくり
条例 平成17.04.01 ラムサール条約湿地

琵琶湖（拡大） 平成20.10.30
近江八幡景観農
業振興地域整備
計画

平成
18.12.28
策定

対象範囲：
261.5ha

権座・水郷を守り育てる
会

高島市景観の形成およ
び景観計画に関する条
例

平成19.10.01 ― ― ― ― ―
海津・西浜・知内地域文
化的景観まちづくり協議
会

宇治市良好な居住環境
の整備及び景観の形成
を図るためのまちづく
りに関する条例

平成20.04.01 ― ― ― ― ― ―

上勝町樫原地区景観条
例 ― ― ― ― ―

宇和島市景観条例 平成19.04.01 ― ― ― ― ― NPO法人　段畑を守ろう
会

津野町景観条例 平成20.08.01
高知県四万十川の保
全及び流域の振興に
関する基本条例

平成13.04.01 ― ― ― ―

檮原町景観条例 平成20.07.01
高知県四万十川の保
全及び流域の振興に
関する基本条例

平成13.04.01 ― ― ― 千枚田ふるさと会

中土佐町景観条例 平成20.07.01
高知県四万十川の保
全及び流域の振興に
関する基本条例

平成13.04.01 ― ― ― ―

四万十町景観条例 平成20.09.01
高知県四万十川の保
全及び流域の振興に
関する基本条例

平成13.04.01 ― ― ― ―

四万十市四万十川の保
全及び振興に関する基
本条例

平成20.10.01

平成21.07.06

高知県四万十川の保
全及び流域の振興に
関する基本条例

平成13.04.01 ― ― ― しまんと黒尊むら

唐津市景観まちづくり
条例 平成20.04.01 ― ― ― ― ―

平戸市景観条例 平成21.07.01 ― ― ― ― ― ―

山都町景観づくり条例 平成20.04.01 ― ― ― ― ― ―

日田小鹿田焼の里景観
計画による届出行為等
に関する条例

平成19.09.27 ― ― ― ― ― ―

文化的景観の保護に係る
住民組織

その他の関連計画その他関連条例等景観条例

―

樫原の棚田村
NPO法人 郷の元気

NPO法人　蕨野の棚田を
守ろう会



6　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

　日高山脈の日勝峠を源とするシシリムカ（沙流川）は、アイヌ語で「砂が流れて詰まらせる」ことを
意味し、中流部においてポロシリ（幌尻岳）より流れるノカピラ（額平川）と合流しつつ平取町を貫流
して太平洋に注いでいる。沙流川の上流部では河川勾配が急で深い渓谷をつくり、中流域からは比較的
勾配が緩く河岸段丘が見られる。下流部ではさらに河川勾配が緩く、広い蛇行原が発達している。この
川は、かつてはシロザケ、サクラマス等が産卵のために遡上し、アイヌの人びとの生活を支える豊かな
漁場であるとともに、チプサンケ（舟おろし祭）などの舞台となる聖域としても重要であった。
　沙流川流域とアイヌの人びととの関係は深く、川原に生育するヤナギはアイヌ文化において重要なイ
ナウ（木弊）の製作に不可欠なものである。広い沢筋に発達するハルニレの林床には、トレプ（オオウ
バユリ）やプクサ（ギョウジャニンニク）、プクサキナ（ニリンソウ）といったアイヌの人びとの生活に
とって有用な植物が多数生育している。沙流川は、数年から数十年周期の大雨で大氾濫を起こし、これ
らの植物を洗い流してしまう。これは、短期的にはアイヌの人びとの食料や薬となる植物を奪うが、長
期的にみればササ類の繁茂を防ぐことによってハルニレの林に新たな有用植物の再生を促し、川筋にア
イヌの人びとの安定的な生活圏をつくり出すことに結びついた。この現象は、アイヌ語で「モシリ・エル・
ウシ」と呼ばれ、アイヌの人びとが川と森の関係を認識し、これを利用して生活したことは、沙流川流
域の文化的景観の価値を示す最も大きな要素である。
　沙流川中流域に形成された河岸段丘面には、近代開拓によってこの地域に移住した人びとが営んだ牧
野林が広がっている。牧野林は、北海道で生まれた独特の森林利用の形態である。寡雪地帯に分布する
エゾミヤコザサは冬期においても馬の餌となるため、北海道では山野に馬を粗放的に放牧する林間放牧
と呼ばれる畜産形態が発達した。馬を直射日光から守るために放牧地の中に被陰樹を点在させる手法が
採られたことにより、ササ類の草原にミズナラなどの巨木が残る独特の土地利用が発達した。牧野林は
かつて根室や釧路地域にも広がっていたが、多くは放置されて森林に戻り、あるいは外国産種子の幡種
によって人工的な牧草地へと変化したため、まとまった特徴が認められる状態で維持管理が行われてい
るものとしては、日高地方に残るものが最大規模である。
　沙流川流域の自然の中で繰り広げられた人びとの営為は、旧石器時代から現在に至る数多くの遺跡に

1  アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観
北海道沙流郡平取町

図 1-1 「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の
文化的景観」の位置

図 1-2　宿主別（シュクシベツ）区域の俯瞰

重要文化的景観の概要
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よって証明されている。チャシとともにこの地に数多く見受けられる中・近世のアイヌ文化期のコタン
（集落）跡は、現在の集落分布や字界と概ね一致した境界を示すことが多い。これらは近代開拓期におい
てアイヌの人びとと和人とが複層して暮らした居住の形を示している。さらに平取町について特筆すべ
き点は、アイヌ文化に関する世界的な情報発信基地として重要な役割を担ってきた点である。金田一京
助は二風谷において体系的にユカラ（英雄叙事詩）を分析し、スコットランド国立博物館や大英博物館・
王立人類学研究所にアイヌ文化に関連する多くの資料を提供したニール・ゴードン・マンローは、帰化
後にこの地に骨を埋めている。さらに平成 18 年に亡くなったアイヌ出身の民族学者萱野茂によるアイヌ
生活用具コレクションは、「北海道二風谷及び周辺地域のアイヌ生活用具コレクション」として平成 14
年度に重要有形民俗文化財となった。このように、アイヌ文化を核としてさまざまな人や知識が北海道
を往来したが、平取町が情報集積地として顕著な場所性をもつことは、文化的景観の価値を示す不可欠
な要素の一つである。
　以上に示してきたように、「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」は、アイヌ文化
の諸要素を現在に至るまでとどめながら、開拓期以降の農林業に伴う土地利用がその上に展開すること
によって多文化の重層としての様相を示すきわめて貴重な文化的景観である。社会経済的変化による大
規模な商業的植林、農地開発、二風谷ダム開発がこの地の環境を大きく変化させ、アイヌ文化の継承や
河川生態系の回復などの課題も多く、その脆弱な本質的価値は消滅の危機に瀕していると考えられる。
よって、申し出のあった「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」のうち、今回、文
化的景観保存計画を通じて保存管理、整備活用、運営体制に関する基本方針が定められた「ピラウトゥ
ルナイ区域」「二風谷区域」「芽生区域」「宿主別区域」「額平川区域」「沙流川（シシリムカ）区域」内に
存する河川区域および町有林、国有林と、復元されたチセを含む「平取町立二風谷アイヌ文化博物館」「北
海道大学文学部二風谷研究室（旧マンロー邸）」を重要文化的景観として選定し、早急な保護を図ろうと
するものである。/ 出典 :『月刊文化財』第 528 号、一部修正

図 1-3　チプサンケ（舟おろし祭り）の様子 図 1-4 チノミシリ（お祈りの対象地）などの伝承地・
伝説地の山並みと放牧地

1  アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観



8　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

平取町文化的景観保存計画

第Ⅰ編　平取町文化的景観保存計画書
第Ⅱ部　文化的景観保存計画
第１章　文化的景観保存大綱
１. 平取町における文化的景観保護の意義
　（略）
２．計画策定の経緯
　（略）
３. 申出についての考え方（追加申出の考え方）
　「アイヌの伝統と開拓による沙流川流域の文化的
景観」にかかわる申出対象は、ピラウトゥルナイ
（パンケ・ペンケ）区域、二風谷区域、芽生区域に
広がる森林及び採草・放牧地、額平川区域、沙流
川区域の河川及び河川施設の 6 区域であり、さら
に二風谷区域に所在する「平取町立二風谷アイヌ
文化博物館」、「北海道大学文学部二風谷研究室（旧
マンロー邸）」の 2 棟の建造物である。これらは、
農地法、農振法、森林法、河川法、みどり豊かな
環境保全条例（町自主条例）等によって概ね保護
されているが、申出にあたり、新たに景観条例を
制定することによって、町有林及び河川を対象に、
「木竹の植栽又は伐採」、「水面の埋立て又は干拓」
等を景観行政団体の長に対する届出又は通知の対
象とした。
【第 1 次申出予定】
　第 1 次の選定申出を予定している区域の名称、
現況、面積は下表のとおりである。区域区分の考
え方については後述する（表 1-1 参照）。
【第 2 次以降申出予定】
　第 1 次申出区域の範囲は、それぞれ景観単位と
して重要な構成要素を包含し設定されているが、
さらに面積を付加し、文化的景観としての保護域
を拡大していくことが可能である。
　ただし、所有者等と慎重に協議を行わなければ
ならないため、第 1 次申出の時点で、第 2 次以降
の申出を予定している範囲、面積を明示しない。
このための調査、検討を第 1 次選定後の最重要課
題とする。
　（付表略）
第２章　基本方針
１. 保存管理・整備活用・運営体制に関する基本方針
　（前略）

（1）保存管理に関する基本方針
①自然的観点
ア． 　沙流川河畔をはじめとする流域森林の保全

を図り、必要に応じて自然再生（とくに山地に
おいては針広混交林、河畔林においては広葉樹
林）を実施する。森林資源については、新たな
資源利用を考慮した管理手法を検討する。

イ． 　地域の生活に豊かな恵を与えたハルニレ林
を重要な指標として森林を保護・再生すると
ともに、オヒョウやカツラなど生活・生業と
関わりの深い樹種の植樹・育成が不可欠であ
る。これらは、伝統的なアイヌ文化の知見に
基づく薬用植物や生活用具の利用と密接に関
連するため、復元作業を住民参画により実施
し、資源植物を活用した伝統技術の継承を連
動して事業化を図る。

ウ． 沙流川は本来、シロザケ、サクラマス、ウ
グイ等が産卵のために遡上するなど多種多様
の魚種が豊富に捕れる河川であり、この地域
におけるアイヌの伝統において、また開拓の
過程においても、生活・生業の重要な舞台で
あった。よって、河川整備は、そうした「原
風景」の回復を志向しつつ、文化・観光資産
としての景観に配慮した河川空間の保全と管
理を検討する必要がある。河畔林を中心とす
る植生の保全・回復や、各種ダムに対する魚
道設置等を含め循環性を高める整備をし、外
来種駆除についても考慮する必要がある。

エ． 開拓期に大規模な土地利用転換の要因と
なった林間放牧は、今日に至っては、平取町
を特徴づける代表的な文化的景観の一つであ
ると言える牧野・牧野林、そしてスズラン群
生地という景観構成要素を形成することにつ
ながった。林間放牧の試験的再開も含めて持
続可能性の高い保全策を検討し、早急に具体
化を図ることとする。

②歴史的観点
ア． 平取町内には現在のところ 125 箇所の埋蔵

文化財包蔵地が存在する。チャシ跡等の遺跡
はその立地が重要な意味を有するので、周囲
の自然環境と一体的な保全が図られるべきで
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ある。また、地下遺構を損なわない範囲で、
エコ・ツーリズムや遺産ツーリズムの面で適
切な活用が図られるべきである。

イ． 　北海道大学文学部二風谷研究室（旧マンロー
邸）などの歴史的に重要な建造物の保護・活
用手法について検討する。博物館及び資料館
の屋外展示施設であるチセ等の復元建造物に
ついても、同様に今後の活用手法を検討する。

③生活・生業的観点
ア． 　「アイヌの伝統と開拓による沙流川流域の

文化的景観」を構成する諸要素をエコ・ツー
リズムや文化・遺産観光と連動させることに
より有効活用を図る。とくに、アイヌ文化振
興クラスター構想や沙流川流域イオル整備計
画等との連動を重視する。

イ． 　すでに特産ブランドとして確立している平
取牛や平取トマトについて、重要文化的景観
選定を原産地イメージの向上に結びつけ高付
加価値化を図るとともに、さらなるブランド
力アップにつなげる。

④象徴・認知的観点
ア． 　文化的景観保護の対象として設定した区域

をはじめ、沙流川流域はアイヌ民族が古くか
ら語り伝えてきた口承文芸のモチーフとなり
舞台となった。これらの物語や伝承と結びつ
いた景観スポットは、高い象徴的・認知的価
値を有するので、とくに重点的な保全が図ら
れるべきである。関連する無形文化遺産の
データ収集・管理も進め、エコ・ツーリズム
や文化・遺産観光等と連動させながら適切な
保全措置を講じるものとする。

（2）整備活用に関する基本方針
①景観計画 < 基幹計画 > の「良好な景観づくりに
関する方針」をふまえた整備活用

ア． 共通事項として確認されている基本方針（基
幹計画第 3 章）

　　（略）
イ． 類型別に示されている指針（基幹計画第 4 章）

　　（略）
②既存の森林計画、河川整備計画等を尊重しなが
らの整備活用

ア． 国及び地方の森林計画を尊重、遵守する。
イ．「沙流川水系河川整備基本方針」及び「沙流川

水系整備計画」を尊重する。
③文化的景観としての特性に留意し、さらに活か
す整備活用

ア． 「アイヌの伝統と開拓による沙流川流域の文
化的景観」の自然的特性、歴史的特性、生活・
生業的特性をふまえ、それらがさらに醸成、
増強されるよう整備活用を進める。

（3）運営体制に関する基本方針
①住民、行政、専門家等の協働による協議、実行
を基本としながら、文化的景観のワイズユース
（賢明な利用）を促進する。
②広範な人たちによる協働を着実に進めるために、
平取町が景観行政団体としての責務をふまえ企
画・推進者としての役割をしっかり果たす。

２. 重要文化的景観の形成に重要な家屋
　文化的景観保存調査の結果、平取町における文
化的景観の構成要素であり、また、文化財保護法に
より重要文化的景観の形成に重要な家屋として文
部科学大臣が定める家屋（総務省令で定めるものを
除く。）及び当該家屋の敷地の用に供される土地（以
下、「重要景観構成要素」という）は、歴史的特性
及び社会的特性の観点から、以下の 3 物件とした
（表1-2参照）。これらの外観及び躯体の現状変更は、
文化庁長官に対する届出を必要と定める。
　なお、これらの家屋及び土地は、税制優遇措置
（固定資産税 2 分の 1）の対象となり、また修理、
修景、復旧、防災等の事業について文化庁による
経費補助が可能となる。
３. 法令等による保護措置
　重要文化的景観選定申出対象区域内の土地利用
は、既存の河川法、森林法、農地法、農振法、そ
して町独自の「みどり豊かな環境保全条例」及び
「景観づくり条例」・「景観計画」によって、概ね保

表 1-1　第 1次申出範囲

1  アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観

面積（㎡）現況区域名
町有林　※全て町有地
町有林、国有林、文化施設群（町立二風谷アイヌ文化博物館、北海道大学
文学部二風谷研究室・旧マンロー邸）　※町有地、国有地、大学所有地
草地、公園、河畔林等　※全て町有地
牧野・牧野林、スズラン群生地　※全て町有地

19,287,600

13,022,979

102,494
3,104,855
2,207,824
6,084,550

河川・河川施設　※北海道管理部分
河川・河川施設　※国（北海道開発局）管理部分

Ａ：ピラウトウルナイ区域

Ｂ：二風谷区域（ニブタニ）

Ｃ：芽生区域（メム）
Ｄ：宿主別区域（シュクシベツ）
Ｅ：額平川区域（ヌカピラ）
Ｆ：沙流川区域（シシリムカ）
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護されている（表 1-3 参照）。
　（付図略）
第３章　区域区分の考え方
１. 区域区分と景観単位
　景観構成要素の諸関係とその保存管理・整備活
用を考慮し、平取町の文化的景観保存区域を大き
く 6 つに区分する。これらは各々が概ね一つの景
観単位を成すものである（表 1-4 参照）。
２. 各区域（景観単位）の特質
　（略）
３. 文化的景観の主要な構成要素と構造の変化
　（略）
４. 管理者
　（略）
第４章　保存管理
１. 土地利用等の考え方
A．ピラトゥルナイ区域
　森林の状態を保全し、里山的な利用を継承する。
◇町有林の保存管理
◇国有林の保存管理
◇とりわけ、河畔林・溪畔林の保存管理
◇川（沢）の保存管理とくにペンケ、パンケの両
ピラウトゥルナイの保存管理
B．二風谷区域
　森林の状態を保全し、里山的な利用を継承する。
◇町有林の保存管理
◇国有林の保存管理
◇とりわけ、河畔林・溪畔林の保存管理
◇川（沢）の保存管理
◇平取町立二風谷アイヌ文化博物館、北海道大学
文学部二風谷研究室（旧マンロー邸）の保存管理
C．芽生区域域
　畑地、草地、林地の状況を継承し、戦後開拓地
の景観を保全する。
◇町有地（主に学校跡地）の保存管理
◇とりわけ、河畔林・溪畔林の保存管理
◇川（沢）の保存管理
◇農地の保存管理林間放牧の試験的再生と牧野林
の保存管理
D．宿主別区域
　牧野・牧野林、スズラン群生地を継承し、その

景観を保全する。
◇町有牧野の保存管理
◇とりわけ、河畔林・溪畔林の保存管理
◇川（沢）の保存管理
◇スズラン群生地の保存管理
E．額平川区域
　河畔林について、可能な部分では原風景を意識した
保全、復元を図る。河川沿いの名勝地、伝説地、遺
跡（チャシを含む）、開拓遺産等の保存活用を重視する。
F．沙流川区域
　河畔林について、可能な部分では原風景を意識した
保全、復元を図る。河川沿いの名勝地、伝説地、遺跡
（チャシを含む）、開拓遺産等の保存活用を重視する。
２. 規制される行為
A．ピラトゥルナイ区域＊
　当区域では既存保護措置として森林法・河川法・
環境保全条例等が適用され、新規保護措置として
は、景観計画が適用される。景観計画では、陸上
での木竹の植栽または伐採、水面での埋立または
干拓等の行為が町長への届出が必要となる。
B．二風谷区域＊
　当区域では既存保護措置として森林法、・河川
法・文化財保護法・環境保全条例等が適用され、
新規保護措置としては、景観計画が適用される。
景観計画では、陸上での木竹の植栽または伐採、
水面での埋立または干拓などの行為が町長への届
出が必要となる。また公共的性格を有する建造物
である平取町立アイヌ文化博物館・北海道大学文
学部二風谷研究室（旧マンロー邸）も対象とする。
C．芽生区域＊
　当区域では既存保護措置として農地法・農振法・
森林法・河川法・環境保全条例等が適用され、新
規保護措置としては、景観計画が適用される。景
観計画では、陸上の木竹の植栽または伐採、水面
での埋立または干拓などが町長への届出が必要と
なる。
D．宿主別区域＊
　当区域では既存保護措置として農地法・農振法・
森林法・河川法・文化財保護法・同条例・環境保
全条例等が適用され、新規保護措置としては、景
観計画が適用される。景観計画では、陸上で木竹

表 1-2　重要文化的景観の形成に重要な家屋として文部科学大臣が定める家屋

所有者土地面積（㎡）建物面積（㎡）名称番号
平取町立二風谷アイヌ文化博物館1
北海道大学文学部二風谷研究室（旧マンロー邸）2

3 萱野茂二風谷アイヌ資料館　※第２次で申出予定

1,268
260
615

11,023
15,086.25
13,331

平取町
北海道大学
個人所有
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の植栽または伐採、水面で埋立または干拓などの
行為が町長への届出が必要となる。
E．額平川区域＊
　当区域では既存保護措置として河川法が適用さ
れ、新規保護措置としては景観計画が適用される。
景観計画では木竹の植栽または伐採、水面の埋立
または干拓が町長への届出が必要となる。また、
河川域内のサケ・マス類に関する規制も含まれる
が、これは逆に緩和措置が検討されるべきである。
F．沙流川区域＊
　当区域では既存保護措置として河川法が適用さ
れ、新規保護措置としては景観計画が適用される。
景観計画では木竹の植栽または伐採、水面の埋立
または干拓が町長への届出が必要となる。また、
河川域内のサケ・マス類に関する規制も含まれる
が、これは逆に緩和措置が検討されるべきである。
＊　A．～ F．区域全てについて、第 1次申請の範囲は国有地、

町有地等なので「平取町景観づくり条例」第 13 条、第
16 条の規定により届出の必要はない。（適用除外）

３. 保存管理イメージ
　（略）
第５章　整備活用
　第 2 章において示された基本方針をふまえなが
ら整備活用を進める。第 4 章では区域別に保存管
理のあり方を提示したが、ここでは、「1．森林」、「2．
河川」、「3．建物等の構造物」に分けて、項目列記
的に検討・着手すべき課題を提示する。あわせて、
「4．整備活用における共通課題と留意事項」で、
実行過程（プロセス）において重視すべきことが
らについて確認する。
　（後略）
１. 森林
（1）木本類の保護・再生
（2）食用にする草本類（食用植物）の保護・再生
（3）薬用にする草本類（薬用植物）の保護・再生
（4）その他、民・工芸品や生活用具の素材として

利用する植物の保護・再生
（5）文化的景観に配慮した治山施設（ダム等）の整備

表 1-3　各種法令による土地利用規制

1  アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観

規制の概要法令・例規景観構成要素

Ａ. 農地
農業振興地域の
整備に関する法
律

Ｂ. 山林 森林法

Ｃ. 水面 河川法

Ｄ. 町全域 みどり豊かな環
境保全条例

Ｅ. 町全域
（景観計画区域）

景観法及び平取
町景観づくり条例

景観計画区域内の田園及びその周辺集落のほとんどは農振農用区域の域内にある。農振計
画に基づく土地利用の勧告、農地等の転用制限、開発行為（宅地造成、土石採取、土区域
画整理事業による土地の形質変更、建築物・工作物の新築・改築・増築）に対する制限があ
り、農地転用は県知事の許可が必要である。 
森林法に基づく地域森林計画の対象となる民有林は第１次・第２次申出区域内には所在し
ないが、これら区域内の景観と密接にかかわる近隣地には広く分布する。この民有林におい
て立木を伐採するには、町長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造
林の方法、期間および樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採および伐採後
の造林の届け出書を提出しなければならない。また、届け出の内容が市町村森林整備計画
に適合しない場合は、町長は変更命令等を行うことができる。

平成19年3月に条例制定予定。同じく景観計画も策定。平取町の全域を景観計画区域とし
た。面積10,000㎡以上の「木竹の植栽及び伐採」「水面の埋立又は干拓」が町長に対する届
出・通知の対象となり、規制対象となる。さらに、「指定景観計画区域」については、建築
物、工作物の新築（新設）や増築、改築に関する行為の制限も可能としている。あわせて策
定される「景観計画」は＜基幹計画＞とされ、平取町の景観づくりに関する基本的・原則的
事項を確認しており、このもとで＜付加計画＞が個別詳細なあり方を示す構成となってい
る。当文化的景観保存計画は景観計画  ＜付加計画＞の位置づけとなる。

平取町が平成５年に制定した「みどり豊かな環境保全条例」は、「町民共通のテーマとして
無秩序な開発を防止しつつ、豊かなみどりにつつまれた美しく明るい生活環境をつくり、文
化的で安らぎと潤いのあるまちづくりを進める」（条例前文より）ことを趣旨としたもの。この
条例制定を受けて、「平取町みどり豊かな環境整備基本構想」（平成６年）、「平取町みど
り豊かな環境づくりマスタープラン」（同７年）、「平取町自然環境保全地区指定にかかる保
全計画（森林編）」（同９年）が策定された。このもとに自然環境保全基本方針が定められ、
自然環境保全地区、保存樹の指定などが行われている。
第１次選定申出対象区域の一部には、すでにこの自然環境保全地区の指定がされている範
囲を含んでいる。

沙流川は一級河川であり、河川区域に指定されている。河川区域において、以下の行為は許
可が必要である。
①河川の流水の占用の許可、②河川区域内の土地の占用の許可、③河川区域内の土地にお
ける土石等の採取についての許可、④河川区域内の土地における工作物の新築、改築又は
除去についての許可、⑤河川区域内の土地における土地の堀削、盛土又は切土についての
許可等。
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（6）文化的景観に配慮し、活用を促進するための
施設（園路等）の整備

２. 河川
（1）多自然型河川整備の促進
（2）文化的景観に配慮した河川施設（ダム等）の整備
（3）魚道の整備とメンテナンス
（4）河畔林、渓畔林の保護・再生
（5）外来魚種の駆除
（6）湿地の保護・再生
（7）親水空間の保護・再生・整備と文化的利用（祈

り・祭り等）の促進
３. 建物等の構造物
（1）博物館等（とくに屋外施設）の整備
（2）街並みの整備
（3）チャシ、チャシ跡の整備
（4）伝説地等とその視点場の整備
（5）文化的景観に関する標識、説明版、便益施設

等の設置
４. 整備活用における共通課題と留意点
　（前略）
（1）整備活用を進めていくにあたっての共通課題
①　アイヌの伝統、文化を継承する場としての整
備を行い、これらに関係する資源確保の空間と
しての保全を行う。
②　郷土の歴史を生活 ･ 生業の観点から継承する
場、体験学習の場として活用する。
③　住民の参画、行政（国・道・町）との協働で
文化的景観のワイズユース（賢明な利用）促進に
よる効果的なインフラ整備、地域活性化を図る。

（2）整備活用を進めていくにあたっての実行過程
における留意点

①地域の自然や歴史、文化、特にアイヌの伝統文化が
保存、継承されている地域特性もあることから、これ
らを大切にする景観形成に取り組む。つまり、地域の
特性を生かした景観づくりに留意する。
②　生活と産業に結びついた景観、そして景観形
成の取り組みを重視する。つまり、暮らしをた
いせつにした景観づくりに留意する。
③　町民、事業者、行政の連携、協力により景観
づくりの理念の共有化をはかり、取り組む。つ
まり協働による景観づくりに留意する。
④　できることから始めて継続的に着実な成果を
上げていく取り組みを行う。つまり、持続性の
ある着実な景観づくりに留意する。
⑤　幾世代にもわたる事業として、長期的な視点
で景観形成に取り組むことが重要である。つま
り、未来の世代に誇れる景観づくりに留意する。
第６章　運営体制
　運営については、行政、住民、専門家等の協働
による協議・実行を基本とする。基本方針や戦略
的事項、保存管理・整備活用施策にかかわる問題
については、国・道・町・住民団体・NPO 等の関
係者による協議体を組織すべきである。また、各
区域における保存管理・整備活用の日常的活動は、
町・住民団体・NPO 等を中心に実働性が高い機動
力のある活動体を組織し対処していくことより、
この保存計画を実効性あるものとする。
／出典：『北海道平取町文化的景観保護推進事業第
2 年次報告書 < 平取町文化的景観保存計画書・関連
資料 >』（平成 19 年 3 月、平取町教育委員会）、抜粋、
一部修正

表 1-4　文化的景観選定区域の区分

文化的景観の単位としての特質・範囲設定の考え方所持地・面積（㎡）区域（景観単位）名
平取町字川向、字小平 <北海道日高地方における里山敵的景観>

河川（本流・支流）、町境に画された町有地
<アイヌの伝統を伝える山野と集落の景観>
河川（本流）、町境に画された町有林、国有林

平取町字二風谷

<峡谷との対照が際だつ戦後開拓地の景観>
道道と河川に画された旧小学校跡地

平取町字芽生

<牧野・牧野林とスズラン群生地の景観>
スズラン群生地を核とした牧野・牧野林の一画

平取町字芽生

総主別川河口～額平川・アブシ川
合流点付近間の河川敷地

<自然景観とアイヌの伝統、開拓の営為が織りなす多文化
な河川景観>
北海道管理部分
<自然景観とアイヌの伝統、開拓の営為が織りなす多文化
な河川景観>
北海道開発局管理部分

にぶたに湖上流端～新平取大橋Ｆ：沙流川区域
  （シシリムカ）

Ａ：ピラウトウルナイ区域
  （ペンケ・パンケ）
Ｂ：二風谷区域
  （ニブタニ）
Ｃ：芽生区域
  （メム）
Ｄ：宿主別区域
  （シュクシベツ）

Ｅ：額平川区域
  （ヌカピラ）

19,287,600

13,022,979

102,494

3,104,855

2,207,824

6,084,550
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図 1-5　「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」の重要文化的景観選定範囲

1  アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観
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　明治 43 年（1910）6 月に刊行された『遠野物語』は、民俗学者の柳田國男（1875 ～ 1962）が、遠野出身の
作家であった佐々木喜善（1886 ～ 1933）からの聞き書きとして、古くから遠野に伝わる習俗および伝承など
を物語風にまとめた著作である。序文および 119 の説話には、近世から近代にかけて、遠野郷の各地域に展
開した人びとの生活・生業の実態が活写されている。物語の舞台となったそれぞれの場所は、現在において
もなお『遠野物語』の雰囲気をよく残し、往時の土地利用の在り方の一端を伝える独特の文化的景観を形成
している。
　『遠野物語』に描かれる遠野の自然、信仰、風習が一体となった文化的景観は、①物語の原点を成す「馬」
「馬産」に関するもの、②山岳と信仰に関するもの、③農耕に関するもの、④自然の脅威と静寂に関するもの、
⑤集落に関するものの 5種類に区分することができ、それぞれに分野の代表または典型となる景観地の総体
としてとらえられる。その中でも計 14 の説話に「馬」「馬産」に関するものが見られることは、遠野の人び
との生活・生業が「馬」ときわめて緊密な関係をもち、物語に描かれた時代に遠野の産業を支えたのが「馬産」
であったことを明確にしている。
　「馬産」に関する代表的な景観地は、遠野市街地の北東部に当たり、遠野市と宮古市川井との境界に接して
存在する荒川高原牧場である。早池峰山（1,917m）から東南方向へ延びる稜線上の一ツ石山（1,059m）を頂
点とし、その南方に広がる標高 700 ～ 1,000m の高原に牧場は展開している。古生代から中生代にかけての古
い地層から成る北上高地は、早池峰山などの残丘とその周囲に展開する高原状の準平原により構成されてお
り、後者の多くは牧場として利用されてきた。遠野市域に計 13 か所ある牧場のうち、荒川高原牧場は、面積、
放牧頭数のみならず、農用馬および乗用馬を合わせた馬の放牧頭数においても最大級を誇り、伝統的な「採
草夏季放牧」の方式を維持している貴重な事例である。
　準平原上における放牧の土地利用は、もともと自然のシバ草地を利用して行われていたが、遷移に伴って
落葉広葉樹林化が進み、これと並行してそれ以外の落葉広葉樹林を伐採することにより形成された人工草地
において行われるようになった。庇隠林として草地の随所に残された広葉樹林は、牛馬の行動を制御する結
界施設としてのみならず、牛馬の休息場所としても重要な機能をもっている。花崗岩質から成る土壌により
準平原上の湧水は清浄を保持し、その結果形成された良好な湿地はモリアオガエルなどの稀少生物をはじめ
多様な生物の生息場所となっている。また、準平原の縁辺部から河川に至る斜面部分は、スギの植林を含め
広く落葉広葉樹林に覆われている。
　遠野とその周辺の地域で放牧が開始された時期については不明であるが、山麓付近に「牛馬上げ野」が転
じたものと考えられる「うしまげの」の地名が残されているのをはじめ、荒川高原牧場内に採草地と関連し
て命名された「千刈畑」「千刈」の地名が残されていること、山麓に中世豪族である阿曽沼氏が勧請したとさ
れる荒川駒形神社が現存することなどから、少なくとも中世には現在の荒川高原牧場の地域が採草地として

図 2ー1　「遠野　荒川高原」の位置 図 2ー2　荒川高原牧場の採草地景観

2  遠野　荒川高原牧場
岩手県遠野市

重要文化的景観の概要
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利用されていたものと推定される。近世には遠野を支配した南部氏が馬産を奨励し、特に江戸時代の中期以
降は大型で屈強な軍馬生産から輸送運搬に適した従順な馬の生産へと転換した。明治維新に伴って馬の所有
および売買の制度が変わり、災害などに端を発した景気低迷により馬産事業も衰退したが、明治 22 年以降は
産馬組合の結成・拡大により復興した。また、近世の南部藩では使役牛の生産についても奨励したことから、
荒川高原の採草地では馬産と並行して牛の飼育が行われていたものと考えられる。昭和 41 年に千刈畑牧場、
千刈牧場、荒川牧場が統合され、荒川高原牧場が成立した。
　荒川高原では、近世および近現代を通じて、夏季に山へ家畜を放し、冬季に里の畜舎で育成する「夏山冬
里方式」の放牧が行われてきた。夏の広大な自然草地での放牧は、自然条件を生かして安価に畜産が行える
利点があったのみならず、平地における暑さや害虫から家畜を保護し、起伏のある地形により家畜の健康的
な育成にも有効であった。
　以上のように、荒川高原牧場は、早池峰山周辺の準平原を成す高原の草地を利用しつつ、『遠野物語』の時
代における地域の基幹産業として継続的に営まれてきた馬産の景観地で、「夏山冬里方式」に基づく独特の放
牧に関する土地利用の在り方を示す稀少例である。わが国民の生活または生業を理解するうえで欠くことの
できない文化的景観であるのみならず、馬の放牧総数が徐々に減少し、馬産地としての維持が困難となりつ
つあることから、「遠野」の文化的景観全体の保護に向けた第一段階として、重要文化的景観に選定してその
保護を図ろうとするものである。/出典 :『月刊文化財』第 533 号、一部修正
【追加選定】
　このたび追加選定を行うのは、『遠野物語』に描かれる遠野の自然、信仰、風習が一体となった文化的景観
のうち、物語の原点をなす「馬」「馬産」に関するものとしてすでに選定した荒川高原牧場に深く関連し、「馬」
「馬産」への信仰を表す荒川駒形神社の境内と参道およびその関連施設である。
　荒川高原牧場は、早池峰山（1,917m）の南方に広がる標高 700 ～ 1,000m の高原に展開し、遠野市域に計
13 か所ある牧場のうち、面積、放牧頭数のみならず、農用馬および乗用馬を合わせた馬の放牧頭数において
も最大級を誇り、伝統的な「採草夏季放牧」の方式を維持している貴重な事例である。追加選定の対象とす
る荒川駒形神社は、荒川高原牧場の前身である千刈畑牧場と深く関連して成立した神社で、遠野市内に残る
13 の駒形神社の中でも最も古い起源をもち、中世豪族である阿曽沼氏が当地に勧請したとされる。その境内
と参道が立地する周辺の緩やかな傾斜地は、「牛馬上げ野」が転じたものと考えられる「うしまげの」と呼ば
れ、少なくとも中世には荒川高原牧場の地域が採草地として利用されていた可能性を物語る重要な地域であ
る。夏季に荒川高原牧場での放牧を行う際の起点となったのみならず、「荒川のお駒さま」と呼ばれて馬産の
守護神として重要な役割を担ってきた。
　追加選定に係る文化的景観の重要な構成要素には、荒川駒形神社の境内および本殿、拝殿、弊殿などの建
築群をはじめ、その前身である元駒形神社（本宮駒形神社）の境内および社殿、両者を結ぶ参道とその沿道
に林立する一群の鳥居、社叢林などがある。
　以上のように、荒川駒形神社は荒川高原牧場と密接な関係をもち、『遠野物語』の時代における地域の基幹
産業として継続的に営まれてきた馬と馬産の信仰に関わる文化的景観の重要な要素であることから、荒川高
原牧場に追加選定して保護を図ろうとするものである。／出典 :『月刊文化財』第 545 号

図 2-3　馬の放牧の様子 図 2-4　荒川駒形神社奥拝殿
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文化的景観「遠野」荒川高原牧場保存計画

第 2章　文化的景観「遠野」荒川高原牧場保存計画
第１節 文化的景観「遠野」荒川高原牧場の景観単
位と景観構成要素

　荒川高原牧場の景観単位と景観構成要素につい
て整理すると以下の通りとなる（表 2-1）。
1-2　自然環境保全地域における景観構成要素の概要
　（略）
1-3　牧場活用地区における景観構成要素の概要
　（略）
1-4　山林・保安林地区における景観構成要素の概要
　（略）
1-5　景観構造の有機的関係
　（略、付図略）
第２節　文化的景観「遠野」荒川高原牧場の保存と
管理の基本方針

　文化的景観である荒川高原牧場は、集落から約
8km の距離を隔て、約 500 ｍの高低差を有する山
の上に存在し、決して条件が良いとはいえない場
所で、ギリギリの環境を生かし、長い期間、放牧
を継続してきた結果として形成された北上高地最
大級の牧場である。牧場で育まれた馬や牛は、農

耕に適さなかった当地域において林業を支え、農
耕を支え、現金収入源となって人々の暮らしを支
えてきた。人々の生活は「遠野物語」を成立され
る根底となり、現在も遠野の主要産業である畜産
業を支える大きな柱となっている。
　この様な文化的景観としての荒川高原牧場を保
護し、遠野の畜産業の振興と発展に寄与する事を
目的として景観保存と管理の基本方針を示す。
2-1　全体的保存と管理に関わる基本方針
Ⅰ　景観単位に沿った土地利用の継続
　荒川高原牧場の文化的景観は、北上高地に形成さ
れた土地利用の状況に基づいて、希少植物を中心と
した自然環境保全地域、牧場の主体となる草地およ
び管理施設等が存在する牧場活用地区、湿地性動植
物の生息域、渓流、森林等、牧場と有機的関係にあ
る山林・保安林地区の三つの景観単位に区分され
る。千刈牧場、千刈畑牧場、荒川牧場の三つの牧場
が一つとなって形成された広大な牧場における自然
と調和した景観を守るため、景観単位別の土地利用
を今後も継続していくものとする。
Ⅱ　歴史的要素の保存と管理

表 2-1　景観単位と景観構成要素の一覧

文化的景観として特定する要素

防風柵

自然植生

表土、植物、植生を保護するために設置された柵。

草原植生、湿地植生

木製板状の柵

牧草地
人工草地
なだらかな地形の山稜
放牧された牛や馬

道路 人工的な舗装道路、自然発生的な
未舗装道路

庇陰林
列状、塊状、単木状に存在する樹
林群、保護樹帯

管理運営施設 牧場を維持管理していくための重要な施設。 看視舎、避難舎、牧柵、飲雑用水
施設
山ノ神の石碑、土塁石碑歴史的建造物

人工林 スギ林、アカマツ林、カラマツ林

自然林
保安林 ミズナラ林、林間放牧

河川 長瀞渓流、湿地と池沼、長瀞滝

景観構成要素
（景観単位を構成しているもの）

自然環境保全地域

牧場活用地区

山林・保安林地区

景観単位
（土地利用等による分類）

文
化
的
景
観
を
構
成
す
る
要
素

牧場の主要なエリア。天然シバ草から人工草地化する
際に平坦化、表土剥離が行われるため、保水力の低
下や土壌の流失が懸念される。

エリアを区分する為に残存する森林で、牧場内に列
状、塊状、単木状に存在する。放牧している牛や馬に
とって風除けや日除け、雨よけ等の保護機能を持つ。

舗装道路は観光等の目的で訪れる人 に々利活用さ
れ、未舗装道路は作業用道路として使用されている。

山間部を流下する渓流で、花崗岩地帯のため清流が
流れ、草地とは相反する閉鎖的な景観からなる。また、
池沼にはモリアオガエル等の生息環境を含む。

半自然に形成された森林で、ミズナラやホウノキ、カエ
デ類などの落葉広葉樹からなり、四季の美しさを形成
している。

牧草地として適さない場所に植林によって作られた森
林で一定のパターンを持つ。

草原植生や湿原植生からなり、シャクヤクの群落が含
まれている。
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　牧場内に存在する「山神」の石碑や、周囲に残っ
ている土塁は、古くから牧場として利用されてき
た事、多くの人々の労力によって維持発展してき
た事を示す重要な要素である。これらの保存に努
めると共に、資料発掘の調査を継続し、その周知
に努める。
2-2　景観単位別の保存と管理の方針
①自然環境保全地域の保存と管理の方針
　自然環境保全地域は、岩手県の条例によって規
制を伴う保護体制が整い、県の管理で植物保護の
木柵が設けられている。岩手県の担当部局と協議、
協力して希少植物の適正な保護と管理に努める。
　（付表略）
②牧場活用地区の保存と管理の方針
　牧場活用地区は、荒川高原牧場の根幹となる重
要区域であり、景観の維持と牧場経営は密接な関
係にある。適正な牧場経営を通じて良好な景観の
維持と修景に努める。また、歴史的建造物等の保
存に努める。
　（付表略）
③山林・保安林地区の保存と管理の方針
　山林・保安林地区は地形の保全と雨水の涵養を
担っており、計画的な維持管理を継続し、災害防
止に努める。希少動植物の保護に努め、山菜取り
などのために訪れる人々にも協力を求める。維持
管理において自然の景観美が損なわれる事の無い
様配慮する。
　（付表略）
第３節　荒川高原牧場における法令等による保護措置

　荒川高原牧場における既存の法令等によって行
為規制が摘要される対象と、区域、内容について
整理する。
3-1　現行の土地利用規制法等による行為規制一覧
　特に、荒川高原牧場の保存に関しては、保存計
画において方針を示し、方針に沿った形で協定を
結び、これを定めるものとする。現状では任意協
定の形となるが、将来的に景観法に基づいた景観
協定としての位置付けがなされるよう努めていく。
（表 2-2 参照）
3-2　景観計画における行為規制-遠野市景観形成指針-
1　景観形成に伴う届出を要する行為の基本姿勢
　景観を守り形成するためには、景観変更に関す
る事前の行為の届出を定め、必要な規制を講ずる
必要がある。しかしながら、遠野市は、ゆるやか
な指針による政策誘導と市民の環境ニーズの高ま

りから、今後の景観形成にかかる具体的な規制等
を検討することを考え方の基本に据えている。
　こうした考え方から、当面の間、県のこれまで
の景観施策との整合性の確保を目的とする必要最
小限の行為の基準〔岩手の景観と創造に関する条
例（平成 5 年岩手県条例第 35 号）第 16 条の規定
に定める大規模建築等行為の規定〕を準用し、景
観計画に定めるものとする。
2　遠野市景観計画による届出行為等に関する条例
　（略）
3-3　文化的景観「遠野」荒川高原牧場の保護対策
と制限に対する方針
　（表 2-3 参照）
第４節　文化的景観「遠野」荒川高原牧場の整備と
活用の方針

4-1　整備の基本方針
1　荒川高原牧場の文化的景観としての価値を喪失
する事の無い様、保存管理の方針に沿って自然
の生態系に配慮しつつ改良、修景等の整備をお
こなう。

2　荒川牧場の整備については、畜産振興の観点か
ら牧場としての機能、資質を高め、所有者およ
び管理者並びに遠野市の三者によって協議しつ
つ推進する。この際に牧場へ牛馬の放牧を依頼
している利用者にとって不利益とならないよう
配慮する。

3　キャンプ地や展望台整備など便益・交流施設の
整備については、維持管理体制と機能強化を検
討し、一般市民および来訪者の心を癒す景観、
憩いの場としての整備を推進していく。

4　文化的景観に配慮し、来訪者に対して案内版、
説明板、パンフレットなどを設置、作成し情報
提供に努めていくとともに、来訪者の利用促進
に資する施設整備を検討していく。

　（付表略）
4-2　活用の基本方針
　全体的活用の基本方針
1　地域の活用化に資するよう、活用に配慮する。
2　歴史的要素を周知することによって新たな来訪
者の発掘を図り、必要に応じてガイド組織の立
ち上げを検討し、活用する。

3　利用者および来訪者の安全面に配慮しつつ活用
する。

4　市内関係機関および施設と連携し、牧場が有し
ている財産を生かした新たな活用方法を検討し



18　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

荒川保護区域保護・規制の内容保護対象関係法令等の名称

農業振興地域の整備に関す
る法律 農地 牧場内草地、放牧地

農地農地法 牧場内草地、放牧地

民有地、保安林森林法 牧場内山地及び保安林

土砂災害防止法
土石流危険区域及び
土石流危険渓流 牧場内荒川渓流

岩手県自然環境保全条例 自然環境保全地域
牧場内自然環境保全地域
（普通地区）

遠野市景観条例 遠野市内全域 荒川高原牧場全域
平成19年3月制定。

荒川高原牧場景観形成協定
（任意協定） 重要文化的景観区域 保存管理計画において景観構成要素を考慮

し、定める。 荒川高原牧場全域

岩手県の景観と創造に関する条例第16条の
規定に定める大規模建築等行為の規制に準
じた市長への事前協議と届け出。必要に応じ
て勧告と公表。

土砂災害警戒区域において立木の伐採や土
石の採取又は集積等の行為について県知事
の許可が必要である。

農地の所有権を移転する場合農業委員会の
許可を受けなければならない。

農振計画に基づく土地利用の勧告、農地等の
転用制限、開発行為に対する制限がある。
農地転用は県知事の許可が必要である。

地域森林計画に基づく伐採に関する届け出。
計画に適合しない届け出に対して市長が変更
命令等を行うことが出来る。

基準を超える建築物、工作物の設置、土地の
形質変更、鉱物採掘・土石採取、水面の埋め
立て干拓、水位推量に増減をおよぼす行為に
大して県知事に届け出。30日以内において禁
止、処置命令を出す事が出来る。

保護対策と制限に対する方針景観単位区域

全　　域

自然環境保全地域

牧場活用地区

地形保全と制限に対する方針
①現在の景観を損なう現状変更に対し、市長に届け出を義務付け、自然生態系への影響、災害防止について
協議する。協議が整ったのちに実施する。協議が整わなかった場合、勧告、公表する。
②所有者、管理者が変更した場合には、市長に届け出を義務付ける。届け出者に対して保全の必要性を説明
し同意書を提出してもらう。
牧場内における行為規制に対する方針
①ごみの不法投棄に対する規制を設ける。
②営利目的の公告看板、所有者及び管理者以外が設置する工作物に対し規制を設ける。
③牧場内への車両等の進入に対して規制を設ける。
④写真、ビデオ撮影に対して、無断で営利目的に使用する事を禁止する規制を設ける。
自然生態系の保全と制限に対する方針
①現在の景観を損なう伐採および地形改変に際し、市長に届け出を義務付け、自然生態系への影響、災害防
止について協議する。協議が整ったのちに実施する。協議が整わなかった場合、勧告、公表する。
②所有者、管理者が変更した場合には、市長に届け出を義務付ける。届け出者に対して保全の必要性を説明
し同意所を提出してもらう。
③景観木および自然景観エリアを設定し希少動植物の保全に努める。

山林・保安林地区

自然生態系の保全と制限に対する方針
①現在の景観を損なう伐採および地形改変に際し、市長に届け出を義務づけ、自然生態系への影響、災害防
止について協議する。協議が整わなかった場合、勧告、公表する。
②所有者、管理者が変更した場合には、市長に届け出を義務付ける。届け出者に対して保全の必要性を説明
し同意書を提出してもらう。
③景観木および自然景観エリアを設定し希少動物の保全に努める。

放牧地、採草地の保全と制限に対する方針
①現在の景観を損なう現状変更に対し、市長に届け出を義務付け、自然生態系への影響、災害防止について
協議する。地形改変は協議が整ったのちに実施する。協議が整わなかった場合、勧告、公表する。
②所有者、管理者が変更した場合には、市長に届け出を義務付ける。届け出者に対して保全の必要性を説明
し同意書を提出してもらう。
牧場内各種施設の保全と制限に対する方針
①適宜、適切な維持補修を行なう。大規模補修、改築、変更に際しては牧場景観に配慮し、施設の色、高さ、
規模、形状について特異なものにならないよう、指針を設定し、市との事前協議を義務付ける。協議が整わ
なかった場合、勧告、公表する。
牧場内交流施設等整備と制限に対する方針
①牧場内に視点場や来訪者の為の便宜施設等、交流施設等を設けようとする場合に届け出を義務付ける。
牧場の維持管理に支障をきたす恐れがあるものの建設を禁止し、牧場の活用と地域の発展に資する施設
の建設については、牧場の環境に著しい影響を与えない範囲において許可する。ただし、施設の色、高さ、
規模、形状について特異なものにならないよう、市との事前協議を義務付ける。協議が整わなかった場合、
勧告、公表する。

表 2-3　文化的景観「遠野」荒川高原牧場の保護対策と制限に対する方針

表 2-2　現行の土地利用規制法等による行為規制一覧

※上記制限は災害時の緊急処置に対して適応を除外する。
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図 2-5　荒川高原牧場景観構成要素図

ていく。
5　他の市町村に存在する文化的景観と連携した活
用方法を検討する。

第５節 運営及び体制整備に対する基本的方針
1　荒川牧場の所有者は、現在、荒川牧場農業共同
組合、遠野地域農業協同組合、遠野市の三者で
あり、所有者との協議によって管理運営は遠野
市畜産振興公社が行っている。原則的に現在の
管理体制を維持継続していく。文化的景観とし
てその価値を喪失しない事を前提とした適切な
管理運営に努める。

2　文化的景観の保存とその整備活用に関わる事項
については文化財担当部署と協議しながら体制
整備を検討し、適切な管理運営を行う。

3　自然環境保全地域にあっては、専門家の意見を
踏まえつつ、担当部署と連携、協議し、修景を
含めた適切な管理運営を行っていく。

4　山林・保安林地区についても所有者および担当
部署と連携して適切な管理運営を行っていく。

／出典：『文化的景観「遠野　荒川高原牧場」の景
観保存計画書』（平成 19 年 7 月、遠野市教育委員
会）、抜粋
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文化的景観　遠野－荒川高原牧場追加申出　荒川駒形神社保存計画

第 4章　文化的景観　遠野－荒川高原牧場追加申出
荒川駒形神社保存計画

第１節　保存管理計画の基本方針
　荒川高原牧場と関わりの深い駒形神社として古
い歴史を有する荒川駒形神社について、その歴史
と背景を継承していく為、敷地環境を含めて今後
も存続させていく事を基本方針とする。ただし、
所有者および管理者だけに負担が及ばないための
手立てを講ずる必要があるため、対処法について
今後検討していくものとする。
第２節　保存対象となる景観構成要素と景観単位
　荒川駒形神社の景観構成要素について整理する
と以下の通りとなる（表 2-4 参照）。
第３節　法令などによる保護措置
　荒川駒形神社における既存の法令などによって
行為規制が適用される対象と、区域、内容につい
て整理する（表 2-5 参照）。
第４節　重要文化的景観の現状変更の取り扱い基準
　重要文化的景観「遠野－荒川高原牧場」と関連
する「荒川駒形神社」追加申出範囲内に存在する
文化的景観を構成する要素について、現状変更に
伴う文化庁長官への届出行為の取り扱い基準につ
いて整理する。
・既存の法律によって規制の対象となっている事
項は除外する。
・鳥居等の信仰に伴う奉納物としての物件は除外
する。
・個人的使用目的で建造物としての歴史性、価値

を有していないプレハブ等の簡素な造りの建築
物は除外する。
・日常の維持管理に係る軽微な事項は除外する。
・災害などの緊急を要する場合は除外する。
第５節　保存管理の基本方針
　原則的は所有者の意向に沿って保存管理する。
その際には神社の歴史性に配慮した維持管理に努
める。市はこれに対して指導、助言し、必要に応
じて援助策を検討する（表 2-6 参照）。
第６節　整備活用の基本方針
　全体としては、参拝者等の利便性に配慮するが、
景観を阻害するゴミ箱、案内版などは設置しない。
ただし、修景のために必要な整備については検討
する。神社としての品格を尊重しつつ、神社の歴
史性や牧場との関わりについては情報の周知を図
る。もって地域の財産として他の関連施設と連携
した祭日風景の復元、乗馬体験と連携したイベン
トなどを検討し、祭日が年中行事として周知され
るよう検討する。そのために必要な情報収集と調
査を所有者や地域住民と協力しつつ今後も継続し
ていく。また、遠野遺産認定制度などを利用した
ハード、ソフト事業の展開による活用について検
討する。（表 2-7）
第７節　管理運営の基本方針
　所有者が管理運営することを基本方針とする。
市は必要に応じて指導、助言を行なうこととし、
神社の維持管理に支障きたす場合には、市と協議
し援助について検討する。荒川高原牧場の歴史性

表 2-4　「荒川駒形神社」の景観構成要素一覧

※要素全ては重要文化的景観として特定する重要な要素である。

文化的景観として特定する要素

木造建造物等 駒形神社の核施設
信仰の対象

石造建造物等 木造建築物等を補佐する施設

道路 参詣に使われた未舗装の小道 参道

沢水土水路

境内に植林された樹木人工林

自然林 神社敷地内に自生する樹木林

水路 沢水を利用した土水路、手洗い水として使用

景観構成要素
（景観単位を構成しているもの）

建造物等

自然環境

景観単位
（土地利用等による分類）

文
化
的
景
観
を
構
成
す
る
要
素

拝殿、脇殿、本殿、鳥居（選定後新たに奉
納されたものを除く）、社、手水舎
石灯篭（選定後新たに奉納されたものを除
く）、石段、石碑（選定後新たに奉納された
ものを除く）、石垣

落葉広葉樹および針葉樹からなる雑木林
（適正な維持管理に係る伐採は除く）

杉林（適正な維持管理に係る伐採は除く）、
ご神木杉
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荒川駒形神社保護区域保護・規制の内容保護対象関係法令等の名称

遠野市文化財保護条例 ご神木（杉の木） 現状変更等の届出と許可が必要。 市指定文化財（天然記
念物）元駒形神社の杉

森林法 人工林
自然林

追加申出範囲内山林

遠野市景観条例
（景観法に基づく条例） 市内全域

追加申出範囲内全域
（平成19年３月制定）

荒川駒形神社景観形成
協定（任意協定）

追加申出範囲内全域
協定書に定めた建造物及び構造物の現状変更に際
し、遠野市と事前協議をおこなう。文化庁へ届出が必
要である。ただし、日常的維持管理に関する軽微なも
のは除外する。

岩手県の景観と創造に関する条例第16条の規定に定
める大規模建築等行為の規制に準じた市長への事前
協議と届出。必要に応じて勧告と公表。

地域森林計画に基づく伐採に関する届出。計画に適
合しない届出に対して市長が変更命令等を行なうこと
ができる。

荒川駒形神社建造
物等重要文化的景観
と観構成要素して特
定する景観構成要素

保存管理の方針景観構成要素 景観構成要素の特徴

木造建築物等

石造建造物等

道　路

人工林

水路

荒川駒形神社の繁栄を示す鳥居、絵馬があり、市内三大
駒形の中で古い歴史をもった神社として相当する規模、
建築となっている。
普請や寄贈によって造られたものであり、厚い信仰を補足
する構造物である。

神社周辺の自然環境を示し、神社のある場所が集落とか
け離れた特別の場であることを感じさせる。
自然の沢水を手水舎に引き込んで利用するために設けら
れた水路。笹の葉を浸して馬に食べさせると病気になら
ないとの伝説がある。

現状の木造構造物について適正な維持管理に努める。
修理・建替えに際しては歴史性に配慮し、復元的修理・
建替えを基本とする。
現状の維持管理を継続する。修理に際しては歴史性に
配慮し、復元的修理を基本とする。

基本的には雑木林として維持する。特別の事情が生じ
た場合には教育委員会と協議し、景観に配慮する。自然林

神社参道脇に植林された杉の林。神社としての閑静なた
たずまいを見せている。

全伐採を行わずに人工林の適正管理を継続していく。
指定文化財の杉については適正な管理を継続する。

沢水の流路を維持する。手洗い水としての利用を継続
する。水質の保全に努める。

未舗装の神社参道。鳥居が林立している 現状未舗装を維持する。適正な維持管理に努める。

整備活用の方針

景観を阻害していると判断される樹木については所有者と協議して対処する。また、自然災害による倒木
などの被害についてはその復旧に努める。

積極的観光資源とせず、基本的には復元修理および整備をおこないながら、神社として活用を継続する。

神社の一部であり木造建造物と同様に活用を継続する。

保存管理の方針に沿って、景観に配慮した樹木や記念樹などの植栽はこれを妨げない。

現状、土側溝的水路の適切な維持管理により美化に努め手洗い水として活用を継続していく。

景観構成要素
木造建築物等

石造建造物等

人工林

自然林

水　路

2  遠野　荒川高原牧場

を示す背景となる神社であることをふまえ適切な
管理運営を行なっていく。

※「遠野遺産認定制度」
　地域住民団体等が自分達の宝であり、主体的に
保存活用したいと考えている案件を遠野市遺産認
定委員会に推薦し、これに基づいた調査と委員会
答申を経て市長が認定する。認定対象は有形無形
文化財、景観、食文化など、種別分野を問わず、
文化財指定、無指定を含め認定する。認定の基準
は学術的裏付けに基づいた価値ではなく、遠野ら
しいと判断される事と、住民に保存活用の意向が
確認される事。一般的文化財指定とは異なり、文

化財保護審議会の審議は必要としていない。範囲
や対象物の細かい規定もなく、所有者の同意は必
要だが罰則規定は無いゆるやかな保護支援制度。
　遠野遺産に認定されると周知パンフレットに掲
載され、説明板が設置されると共に、「みんなで築
くふるさと遠野推進事業補助金」を活用したハー
ド・ソフト事業の展開が可能となる。平成 19 年度
から開始した遠野市独自の制度であり、遠野市景
観計画に沿って条例化されている。
／出典 :『文化的景観「遠野　荒川高原牧場」の追
加保存調査報告書』（平成 20 年 3 月、遠野市教育
委員会）、抜粋

表 2-5　「荒川駒形神社」の法令などによる保護措置

表 2-6　建造物等・自然環境の保存と管理の方針

表 2-7　建造物等・自然環境の整備活用の基本方針
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図 2ー6　「荒川駒形神社」重要文化的景観追加選定範囲
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　岩手県南部の栗駒山（標高 1,627m）東麓に水源を発する磐井川の流域には、河岸段丘から成るいくつ
かの小盆地が連続し、豊かな農村地帯が展開している。そのうちの一つが一関本寺の地域で、特に中世
平泉の中尊寺経蔵別当領に関係する荘園遺跡の諸要素が良好に遺存することで知られる。同時に、冷涼
な気候や水がかりに難のある地形など自然的条件に適応しつつ、近世・近代を通じて稲作等の農林業を
継続的に営むことにより緩やかな発展を遂げ、岩手県南地方の風土とも調和して形成された特色のある
農村の文化的景観である。
　この地域は冬に季節風の強い気候条件にあることから、周囲の丘陵、山地および河岸段丘の段丘崖に
は、クリ、コナラなどの落葉広葉樹林のほかアカマツ林やスギの植林などが展開する。また、水田地帯
と周囲の丘陵または山地との間を移動してトウホクサンショウウオやアカガエル等の両生類が棲息する
など、居住地とその周辺の農耕地および山林の地域は豊かな生態系を維持している。
　一関本寺は古く骨寺村と呼ばれ、中世における中尊寺経蔵領の荘園として米、材木、漆、油などの生
産が行われた場所である。鎌倉時代から南北朝時代にかけての制作とされる『陸奥国骨寺村絵図』には、
栗駒山を背景として、東の鎰懸、西の山王窟、南の岩井河、北の峯山堂・馬坂など『吾妻鏡』にも記す
骨寺村の四至をはじめ、本寺川沿いの平地に水田と家屋が孤立分散する当時の骨寺村の景観が描かれて
おり、現状に見る土地利用の原形をうかがい知ることができる。
　17 世紀末期以降は仙台藩の所領となり、正徳 5 年（1715）に「下り松用水」が開削されたのをはじめ、
北側丘陵地帯の谷部にため池の造成が進むなど、灌漑水系が整備されたことにより、河岸段丘上の広い
範囲に農耕地が拡大した。若神子社の周辺地域や丘陵裾部の村落と近接した箇所には、比較的小規模で
不整形な区画から成る水田の区域が残されているほか、微地形に従い湾曲して巡らされた用水系統にも
自然環境に対応しつつ形成された伝統的な農耕地の姿がうかがえる。
　本寺では、河岸段丘上の本寺川や山裾の湧水など比較的冷たい水を水稲栽培に適した水温とするため
に、畦畔越しに行う給水など水循環に関する各種の工夫が見られる。ひとまとまりの水田について一戸
の農家が系統的に水管理を行うことにより農地経営上の大きな利点が得られたことから、一団の水田ご
とに各農家が孤立分散して屋敷地を構える独特の散村形式の居住形態が歴史的に展開したものと考えら
れる。現在においても水田地帯の中に散居として展開する各農家には、北西の強い季節風から家屋を護

図 3-1　「一関本寺の農村景観」の位置 図 3-2　本寺地区の農村景観の俯瞰

3  一関本寺の農村景観
岩手県一関市

重要文化的景観の概要
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るために「イグネ」と呼ぶ屋敷林が巡らされ、その内側に主屋を中心として馬屋、土蔵、作業小屋など
の附属屋から成る建物の配置構成をとるなど、近世から近代にかけて完成した岩手県南地方の居住形態
の特質が確認できる。また、家屋の周辺から農耕地、丘陵にかけて、石造の墓碑等から成る墓域や社寺
境内等が点在する。
　この地域では古くから稲作を主体とする農業が進んだが、居住地の周辺では自給のために畑作物の栽
培も行われてきた。また、丘陵地帯を覆う樹林地は、かつて燃料、建築用材、生活道具の製作資材等の
調達の場であったが、現在では広く山菜、キノコ等の採集の場として利用されている。
　以上のように、「一関本寺の農村景観」は、中世の『陸奥国骨寺村絵図』に描かれた当時の土地利用と
の照合が可能な希有の事例であるのみならず、この地における自然的条件に適応しつつ、近世から近代
にかけて緩やかな発展を遂げた岩手県南地方に独特の農耕、居住の在り方を小規模ながら簡潔かつ十分
に示しており、わが国民の生活または生業を理解するうえで欠くことのできないものであることから、
重要文化的景観に選定して保護を図ろうとするものである。/ 出典 :『月刊文化財』第 515 号

図 3-3　「骨寺村荘園　中尊寺米納め」再現行事 図 3-4　本寺地区「お田植え祭り」
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一関本寺の農村景観　文化的景観保存計画

Ⅲ．文化的景観保存計画
１. 基本方針
　（前略）
■基本方針
1　景観単位に沿った土地利用の継続
　（前略）
　まとまりある伝統的な村落景観の姿と、中世か
らの歴史をうかがい知ることができるという特性
を守るため、景観単位別の土地利用を今後も継続
していくものとする。
2　中世からの歴史的変遷を伝える要素の保存管理
　点在する遺跡や石造物、信仰の対象となった社
寺等は、中世骨寺村から続く歴史的変遷を示す重
要な要素である。これらの維持管理を適切に行う
とともに調査を継続し、遺跡の周知や信仰にまつ
わる伝承や行事などの継承にも努める。
3　村落景観を維持するための修理・修景等の整備
　樹林、屋敷とイグネ、耕作地と水路系統など、
文化的景観の構成要素の荒廃を防ぎ、存続を図る
ための対策を講じる。清掃、復旧（修復）、修景な
どを行い、伝統的な村落景観を後世に伝えていく。
4　重要文化的景観を契機とした新たな活用方策の
検討とその実現

　多くの人に文化的景観の理解を深めてもらうた
めに、伝統的な地域文化を体験できる場所を設け
たり、都市と地元との交流する機会を作るなど、
新たな活用に取り組む。
5　運営体制の整備
　上記について、地元・行政・関係者等が一緒に
検討する場を設け、各種の活動に取り組む。
２. 景観単位別の土地利用の方針
　文化的景観の保存は、現在の土地利用を持続し
ていくことを基本とする。したがって、4 つに区
分された景観単位別に保存管理の方針を示し、当
市と所有者等が協力して、これに努めることとす
る（図 3-5 参照）。
（1）Ⅰ－耕作地（低地）
・ 不整形で小区画の水田と直線的で規則的な区画
となった水田の混在する状況は、荘園経営が行
われてきた頃から重層的に開発が行われてきた
耕作地の変遷過程を良く示しており、本寺地区

における文化的景観としての重要な特質となっ
ている。このため、伝統的な水田・畦畔・用排
水路などの形態及び用排水の仕組みを維持・修
復しつつ、農地を継承する。

・ 農用地区域が大半を占める耕作地においては、
農業振興地域整備計画等の方針に従って、文化
的景観の保存に考慮した地域の営農の取り組み
を推進する。なお、農用地に対する景観的視点
からの措置として、当市では景観農業振興整備
計画を平成 18 年度に策定することとしており、
これによって文化的景観の保護や環境に配慮し
た農業用施設の整備を図ることとする。
　（付表略）
（2）Ⅱ－居住地（微高地）
・ 屋敷地と畑地の連続によって構成される土地利
用と、屋敷地内のイグネ・主屋や附属屋等の建物・
前庭による、まとまりある農家の屋敷構えを維
持する。

・ 屋敷と屋敷をつなぐ緩やかな曲線の道の線形を
保持し、道沿いに多く点在する石造物の保存に
努める。

・ 屋敷林（イグネ）を伴う散居の居住形態を示す屋
敷地に存在する、本寺地区固有の木造の農家建築
については、重要文化的景観を形成する重要な家
屋として特定し、その継続的利用を促進する。
　（付表略）
（3）Ⅲ－丘陵地
・ 里を囲む里山の連続する景観は、現在の本寺地
区で、中世の絵図そのままの姿をきわめて良く
あらわす要素であり、今後もその地形及び水源
としての機能を維持する。

・ 丘陵地に点在する遺跡や石造物の保存に努める。
・ 森林施業の継続や、生活に密接に関わってきた
植物資源の適切な管理を継続するとともに、自
生の動植物の生態系の維持および災害防備に努
める。「本寺地区景観計画」の中で丘陵地の樹林
景観の保全の方法として、景観的風致を目的と
した保安林の指定を進めることを示しているが、
適切な森林施業の維持を図るための観点からは、
「森林施業計画」などを取り入れ、本寺地区にふ
さわしい計画的な森林施業の指針を定めるよう
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にする。
　（付表略）
（4）Ⅳ－河川（磐井川）
・ 取水源としての河川の水質保全に努める。
・ 植生の管理を適切に行い、生態系の維持および
災害防備に努める。
　（付表略）
３. 行為規制
（1）土地利用規制法等による行為規制の一覧
　文化的景観の保存計画対象範囲には、景観法に
基づく行為規制が全ての範囲に適用されるほか、
「文化財保護法」、「森林法」、「農地法」、「農業振
興地域の整備に関する法律」、「河川法」による行
為規制が適用されている土地が含まれる。
　（付図表略）
（2）景観法に基づく景観計画による規制
　（前略）
景観計画では、区域全体の保全の規制誘導と修景
整備や活動の基本的な考え方を示すとともに、景
観形成を適切に図る仕組みとして、開発や建設な
どの既存景観を改変する行為に対して規制誘導の
基準（景観形成基準）を示した。
　（後略、付表略）
（3）重要文化的景観の現状変更等の取扱基準　
　「一関本寺の農村景観」の、現状変更対象行為と
文化庁長官への届出行為について整理する（表 3-1
参照）。現状変更対象行為の多くは、すでにある土
地利用規制や景観計画に基づく規制の対象となっ
ていることから、文化庁長官に対する現状変更等
の届出対象行為は、以下の通りとする。
・ 石造物の移設を行う場合。
・ 重要文化的景観を形成する重要な家屋の修理、

増・改築、移転、除却を行う場合。これについては、
（4）にて別途取扱いを定める。
・ 社殿の修理、移設（史跡指定地以外の三吉社、
山神社社殿が該当する）を行う場合。

（4）重要文化的景観を形成する重要な家屋の特定
及び取扱い

①重要建物（重要文化的景観を形成する重要な家
屋）特定の基本的な考え方
　（前略）
重要建物を特定するにあたっては、“イグネを伴う
屋敷地にあって、本寺地区固有の意匠・構造を持
ち、伝統的な散居の居住形態を示す、ひとまとま
りとなって存在する主屋及び付属屋からなる木造
の農家建築” であることを条件とする。
　（後略）
②重要建物の特定方法
　重要建物の特定は、土地利用面と建物固有の特
性面から基準を設定し、両者の基準を満たすもの
のうち、建物登記簿または課税台帳等により所在・
構造・面積・所有者等が特定でき、当該家屋の所
有者等の同意が得られるものを対象とする。
　（中略）
■土地利用の特性に基づき重要建物を特定する基準
　イグネに囲まれた土地に、主屋と付属屋を配置
したまとまりある農家の屋敷構えを持つ、伝統的
な散居の居住形態を示すもの
　以下のⅠ～Ⅵのいずれかに該当するものを対象
とする。現在イグネが無い場合、あるいは規模が
縮小されている場合であっても、イグネは「伐採
植樹伐採」の繰り返しにより存続してきたもので
あり、植樹を行うことを条件に含めるものとする。
Ⅰ　イグネ + 主屋 + 付属屋

表 3-1　現状変更対象行為と文化庁長官への現状変更の届出を要する行為一覧

景観
単位

景観構成
要素

本寺地区景観計画（2008年2月）に基づく
行為規制※1

現行の土地利用規制法等
に基づく行為規制

河川 ・本寺川

用水路網

文化庁長官
への現状変
更の届出を
要する行為

①②③
【河川法】に基づき、土地
の占用、土石の採取、工作
物等の新設、土地の掘削
などは河川の管理者の許
可を必要とする。

①【景観形成基準】＜農業土地利用の継承＞
　新たなのり面、擁壁の造成は行わない。
【届出行為】＜のり面、擁壁、土地の造成＞
　変更に係る部分が300㎡を超えるもの、また
はのり面、擁壁の高さが1.5mを超えるもの。た
だし、幅員2m以下の農業用水路は除く。

①流路・護岸の人
為的な変更
②土地の占用・工
作物の新設等
③土石の採取・鉱
物の掘採

・農業用水路
・下り松用水・横
断（磐井川から
の取水）

現状変更及び保
存に影響を及ぼす
行為

文化的景観とし
て特定する要素

①水路の線形・構
造の変更
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水田 ・水田
（転作田を除く）

畑地等 ・畑
・水田（転作田）

農道

信仰に係
わる施設

・若神子社
・石造物

・石造物の
移設

樹林等

近年付加さ
れた要素
屋敷地及
び屋敷地
跡

畑地等 ・畑
・水田（転作田）

耕
作
地（
低
地
）

①【農振法】に基づき、農
用地区域の除外、転用は
許可を必要とする。

①【農振法】に基づき、農
用地区域の除外、転用
は許可を必要とする。

①【森林法】による、民有
林の林地開発許可制度
（1haを超える開発行為）

①【文化財保護法】に基
づき、史跡については、保
存・活用に必要な行為の
現状変更許可が行われ
る。

①【農振法】に基づき、農
用地区域の除外、転用は
許可を必要とする。

①【景観形成基準】＜農業土地利用の継承＞
②③【景観形成基準】＜新たなのり面、擁壁、
土地の造成＞
　新たなのり面、擁壁の造成は行わない。
【届出行為】＜のり面、擁壁、土地の造成＞
　変更に係る部分が300㎡を超えるもの、また
はのり面、擁壁の高さが1.5mを超えるもの。
①【景観形成基準】＜農業土地利用の継承＞
②【景観形成基準】
　長期にわたる土石、廃棄物、再生資源等の
堆積は行わない（農業目的を除く）
【届出行為】＜屋外における物件の堆積＞
　高さ1.5mを超、又は貯蔵面積が50㎡を超え
るもの（90日を超える場合）
①②【景観形成基準】
＜新たなのり面、擁壁、土地の造成＞
　新たなのり面、擁壁の造成は行わない。
【届出行為】＜のり面、擁壁、土地の造成＞
　変更に係る部分が300㎡を超えるもの、また
はのり面、擁壁の高さが1.5mを超えるもの。た
だし、幅員2m以下の農業用水路は除く。

①【景観形成基準】＜建造物（形態意匠）＞
　屋根：色彩は、既存農家の色彩または自然
 色あるいは低彩度色とする。
　外壁：板壁調および塗り壁調とする。色彩は
 自然素材色とする。
【届出行為】＜建築物の新築、増築、改築若し
くは移転＞
　建築面積10㎡を超えるもの
＜建築物の外観を変更する修繕、又は色彩の
変更＞
　道路に面した外観の変更及び当該変更に
係る面積の合計が10㎡を超えるもの
②【景観形成基準】＜屋根構え（外構）＞
　イグネ：イグネは伐採しない。（ただし通常の

管理行為等は除く。）また、やむを得
ず伐採した場合には跡地に植栽を
行う。

　塀：ブロック塀は避け、板塀または生け垣を基
 本とする。
【届出行為】＜木竹の伐採＞
　高さ5mを超え、かつ伐採面積が300㎡を超
えるもの

①【届出行為】＜木竹の伐採＞
　高さ5mを超え、かつ伐採面積が300㎡を超
えるもの。ただし、林業や管理行為は除く。

①【景観形成基準】＜農業土地利用の継承＞
②【届出行為】＜屋外における物件の堆積＞
　高さ1.5mを超、又は貯蔵面積が50㎡を超え
るもの（90日超）長期にわたる土石、廃棄物、再
生資源等の堆積
【景観形成基準】長期にわたる土石、廃棄物、再
生資源等の堆積を行わない（農業目的を除く）

①宅地等への転
用
②物の集積または
貯蔵

①道路線形の変
更
②路面舗装の変
更

①若神子社（史
跡）の石造物の
移動・損壊や樹
木の伐採
②石造物の移設
①樹木の伐採（維
持管理や更新
を目的とした伐
採行為は除く）

①宅地等への転
用
②物の集積または
貯蔵

・中澤のクリ林
・国道342号南
側の国有林

・耕作地の間を
通る道

・屋敷地と屋敷
地跡
・屋敷地内にとど
める伝統的な要
素
＊屋敷構えの基
調となる農家建
築
＊イグネ・石造物
＊在来樹種によ
る生垣（ウツギ・
ヒバ等）

①伝統的な農家
建築の修理、
増・改築、移転、
除却
②イグネや生垣の
伐採（維持管理
や更新を目的と
した伐採行為
は除く）

①宅地等への転
用
②水田区画の一
定規模以上の
変更
③畦畔の構造・形
態の変更

居
住
地（
微
高
地
）

・重要な家屋
として取り扱
う農家建築
の、修理、増・
改築、移転、
除却
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※ 1　公共工事については、景観行政団体（一関市）に通知すること。景観法に基づく届出除外行為は除く。

近年付加さ
れた要素

道路

石造物・
墓石群

・石造物 ①石造物の移設 ・石造物の
移設

近年付加さ
れた要素
植林地 ・民有林

水系

人為的な
造成地形

信仰に係
わる施設・
山

河
川

・磐井川
・民有林

①②
【森林法】による、民有林の
林地開発許可制度（1haを
超える開発行為）
【森林法】により、保安林の
立木の伐採、土地の形質
の現状変更は許可制。（た
だし、保安林の目的（土砂
流出防備、土砂崩壊防備）
を達成するためには、許可
される）
【文化財保護法】に基づき、
史跡については、保存・活
用に必要な行為の現状変
更許可が行われる。

①
【森林法】による、民有林の
林地開発許可制度（1ha
を超える開発行為）
【森林法】により、保安林の
土地の形質の現状変更
は許可制。（ただし、保安
林の目的［土砂流出防備、
土砂崩壊防備］を達成す
るためには、許可される）
【文化財保護法】に基づ
き、史跡については、保存・
活用に必要な行為の現状
変更許可が行われる。
①②③
【文化財保護法】に基づ
き、史跡については、保存・
活用に必要な行為の現状
変更許可が行われる。

①②③【河川法】に基づ
き、土地の占用、土石の採
取、工作物等の新設、土
地の掘削などは河川管理
者の許可を必要とする。

①【届出行為】＜木竹の伐採＞
　高さ5mを超え、かつ伐採面積が300㎡を超
えるもの（林業目的の伐採は除く）
②【届出行為】＜のり面、擁壁、土地の造成＞
　変更に係る部分が300㎡を超えるもの、また
はのり面、擁壁の高さが1.5mを超えるもの。

①【景観形成基準】＜農業土地利用の継承＞
＜新たなのり面、擁壁、土地の造成＞
　新たなのり面、擁壁の造成は行わない。
【届出行為】＜のり面、擁壁、土地の造成＞
　変更に係る部分が300㎡を超えるもの、また
はのり面、擁壁の高さが1.5mを超えるもの。
①【景観形成基準】＜新たなのり面、擁壁、土
地の造成＞
　新たなのり面、擁壁の造成は行わない。
【届出行為】＜土砂の採取又は鉱物の掘採＞
　掘採・採取面積が300㎡を超えるもの、また
はのり面、擁壁の高さが1.5mを超えるもの。
【届出行為】＜のり面、擁壁、土地の造成＞
　変更に係る部分が300㎡を超えるもの、また
はのり面、擁壁の高さが1.5mを超えるもの。

③
【届出行為】＜のり面、擁壁、土地の造成＞
　変更に係る部分の面積が300㎡を超えるも
の、またはのり面、擁壁の高さが1.5mを超える
もの。

①【景観形成基準】＜新たなのり面、擁壁、土
地の造成＞
　新たなのり面、擁壁の造成は行わない。
【届出行為】＜土石の採取又は鉱物の掘採＞
　変更に係る部分の面積が300㎡を超えるも
の、またはのり面、擁壁の高さが1.5mを超える
もの。
【届出行為】＜のり面、擁壁、土地の造成＞
　のり面・擁壁の面積が300㎡を超えるもの、ま
たはのり面、擁壁の高さが1.5mを超えるもの。

①②
【景観形成基準】＜新たなのり面、擁壁、土地
の造成＞
　新たなのり面、擁壁の造成は行わない。
【届出行為】＜のり面、擁壁、土地の造成＞
　変更に係る部分が300㎡を超えるもの、また
はのり面、擁壁の高さが1.5mを超えるもの。

①道路の拡幅
②道路線形の変
更

①林業目的以外
の樹木の伐採
②土地問題など
の土地の形質
の変更

①土地の開墾な
どの土地の形
質の変更

①土地の開墾な
どの土地の形
質の変更

①土地の開墾な
どの土地の形
質の変更
②社殿等の修理、
移動
③石造物の移設

①流路・護岸の人
為的な変更
②土地の占用・工
作物の新設等
③土地の掘削

・不動窟
・社寺（駒形根
神社、白山社、
大師堂、慈恵
塚、三吉社、山
神社等）
・石造物
・逆柴山

・要害館跡
・石切場跡
・慈恵塚に至る
 道

・沢筋及びため
池

・屋敷地をつなぐ
道（中通り、山裾
の道）

丘
陵
部

・三吉社、山
神社社殿の
修理、移設
・石造物の
移設
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Ⅱ　イグネ + 主屋（※ 主屋は生活の中心となる重
要な建物である）

Ⅲ　イグネ + 付属屋（※ 付属屋は農耕あるいは居
住に密接に関わる重要な建物である。）

Ⅳ　主屋+付属屋（※イグネを植樹することとする。）
Ⅴ　主屋のみ（※イグネを植樹することとする。）
Ⅵ　付属屋のみ（※イグネを植樹することとする。）

■本寺地区固有の農家建築としての特性に基づき
重要建物を特定する基準
　近世から近代にかけて形成された本寺地区固有
の農家建築の構造、意匠を持ち、地域の伝統的な
生活の様子を伝える木造の家屋
　（後略、付表略）
③建物の特性を尊重した修理・修景
　（前略）
　建物本来の特性にそぐわない改造が加えられて
いる場合、その履歴を検討した上、旧状に戻すか
本来の色調や形態に近い材料を用いるか等、個々
の状況に即して適切に選択し、修理・修景を行う
こと、さらに建物本来の特性で一覧表に見られな
い独自のものを持つ場合には、各々独自の形態・
意匠にしたがって修理を行うことを基本とする。
　（後略）
④重要文化的景観を形成する重要な家屋の現状変更
等の取扱い
　文化庁長官への現状変更の届出を要する行為に
は、景観計画に基づく届出行為（建築物の増築、改
築若しくは移転、外観を変更する修繕、又は色彩
の変更）に加えて、建物本来の特性を維持するた
めの修理や防災的措置も該当する。ただし、非常
災害のために必要な応急措置や維持の措置に該当
する行為については、届出を要しないこととされ
ている（文化財保護法第 139 条）。現状変更の届出
以外には、滅失又はき損の発生した場合に届出を
要するものとされている（文化財保護法第 136 条）。
　なお、修理の計画に関する専門的な助言・指導、
工事経費の一部の補助等に係る手続きは、本市に
おいて対応を行うものとする。
　（後略、付表略）
４. 整備・活用
（1）整備・活用の基本的な考え方
　（前略）
①整備に関する基本的な考え方
・文化的景観の価値を守り、伝えることを基本に、
修理・修景等の整備を行う。

・文化的景観の特徴を理解する上で必要な調査は
今後も継続して行い、修理（再生）・修景等に反
映させていくこととする。

・既存の植生や生態系に配慮して行うようにする。
・文化的景観保存計画区域に、歩行者等を優先し
た見学路の整備や案内標識等を設置する。

・休憩・便益機能を持つ施設の整備、解説施設の設
置などを行って、来訪者の利便性の向上を図る。

・公開・見学に必要な施設等の整備にあたっては、
文化的景観の土地利用に影響を与えないように
配慮し、適切な位置と規模を考慮して設置する
ものとする。
②活用に関する基本的な考え方
・地域の活性化に資するように配慮する。
・来訪者に対しては、文化的景観の概要や見学方
法を示すリーフレットを準備しておくほか、解
説ガイドによる現地案内ができるようにする。

・最新の研究成果に関する学術的な発信を行う。
・地域の歴史や自然環境を学ぶ、学校教育・社会
教育の場として活用する。

・「平泉の文化遺産」の一つとして、平泉町・奥州
市と連携した広域的な活用に努める。また、他
市町村に存在する文化的景観と連携した活用・
交流事業にも取り組むものとする。

（2）修復及び再生等の整備
①全体に共通する整備項目
　文化的景観の管理上必要な保存施設（標識・説
明板・境界標・囲い等）の設置は、適宜行うもの
とする。
②地区別の整備項目
　（略）
５. 運営及び体制整備
　（前略）
（1）保存管理体制
　当市では、文化的景観の保存管理体制として、
地域の運営主体と連携したり、NPO 活動団体等を
育成、支援しつつ、下記の項目に対する検討を進
めることとする。
　（後略）
・多大な労力を要する水路の浚渫や、作業効率の
低下する不整形区画の水田の耕作支援

・伝統的な農家建築についての修復・修景を適切
に行うための技術的支援

・所有者による樹林管理を図ることができない場
合の人的支援体制
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・農業に従事できる環境を整えて、広く全国から
居住者を公募するなど、本寺地区の農業・林業
の継続にかかる担い手を育成する方法

（2）整備活用体制
　今後は多数の来訪者が想定されるため、当面は
現地案内ガイドの育成に取り組む必要がある。
　現地ガイドについては、本寺地区住民を中心に

整えていくものとする。なお、平泉町では「古都
ひらいずみガイドの会」が発足しボランティアガ
イドが活躍しており、既存の活動組織の協力・交
流を図りながら、独自のボランティアガイドの育
成と支援を推進する。
／出典：『一関本寺地区の農村景観保存計画』（平
成 18 年 3 月、一関市教育委員会）、抜粋

図 3-6　重要な文化的景観を形成する重要な家屋位置

図 3-5　景観単位区分図

※　重要文化的景観を形成する重要な家屋は、54 軒 139 棟が特定されている（選定当時）。
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図 3-7　「一関本寺の農村景観」重要文化的景観の範囲
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　金沢市は石川県のほぼ中央やや南に位置し、その中心地区は南東の山間部から延びた台地の麓にある。
これらの山地からは浅野川や犀川等が流下し、河川が生み出す沖積平野が河口部に広がっている。河川
中流域には河岸段丘が形成され、金沢市の核となる市街地は、浅野川と犀川に挟まれたこの段丘上にある。
　金沢市街地の起源は、「金沢御堂」の門前に形成された旅屋や商工業者による寺内町とされる。天正 8
年（1580）に「金沢御堂」が陥落し、その跡地に築かれた金沢城に前田利家が入城することにより、近
世城下町の建設が始まった。初期の城下町建設は内惣構の開削によって完成し、その後、天守閣が焼失
するまでの間、これを見通す中町を基軸とした縦町型の町人地が成立していたと考えられている。しか
し、外惣構が建設された後には大火の影響もあり、大規模な移転の結果、内惣構の内部を通る北国街道
沿いに横町型の町割をもつ町人地（尾張町等）が形成された。この都市改造と、武家屋敷の移転および
街道沿いにおける都市拡大を経た後、寛文・延宝期（1661 ～ 81）には、概ね現市街地の構造を規定す
る大型城下町が完成したと考えられる。この時期の城下町の景観は、「寛文七年金沢図」「延宝金沢図」
によって想定することができるが、絵図に示される街路網は細街路に至るまで現代のそれらにほぼ一致
し、当時の形態をとどめる二つの惣構や辰巳用水等の近世用水群が現在の都市の景観に継承されている。
また、江戸後期になると卯辰山等の緑地が憩いの場として城下の人びとに開放され、これらは貴重な都
市緑地として現在も金沢市民に親しまれている。
　藩政期の金沢においては、三代利常、五代綱紀によって大規模な文化政策が推進された。特に工芸分
野に関しては、漆工、金工、陶芸などの職人を江戸や京都から招聘し、御細工所を設けて藩内の上級武
士の屋敷内で使う家具や調度品をはじめ、装身具、武器・武具、儀礼や寺社の道具、茶道具などの大半
を藩内で生産できる水準にまで高めた。加賀藩御細工所の細工人は武士待遇で、扶持を受けながらも年
に一つの作品を制作すれば許されるきわめて恵まれた環境にあった。しかし、技術や作品が他の細工人
よりも劣ればすぐに罷免され、代わって町職人の中から新たな人材が抜擢・採用された。また、御細工
所では技術刷新やデザイン開発は行われず、当時主流であった桃山風、寛永期（1624 ～ 44）の工芸手
法を藩が指定した。明治維新後、これらの伝統工芸はかつての武士階層によって商業化され、現在の金
沢の生業に大きな影響を与えている。
　綱紀は、「百工比照」と呼ばれる工芸コレクションを行い、江戸初期から寛文期、元禄（1688 ～
1704）の終わりころに至る金工、和紙・襖紙、織物、打ち糸、色漆、蒔絵、木材、竹、革などの 200 分

図 4-1　「金沢の文化的景観　城下町の伝統と文化」位置 図 4-2　尾山町界隈の街並み

4  金沢の文化的景観　城下町の伝統と文化
石川県金沢市

重要文化的景観の概要
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野 2,844 品目に及ぶ工芸品について、完成品、原材料、図案や絵図、文書記録等を集めた。また綱紀は、
工芸作家にとどまらず、林羅山や室鳩巣などを呼び寄せることによって中国やオランダ諸外国の書物や
書画・古書籍などを収集し、同時に茶人や画家等を藩内に招き入れた。中でも「夕顔棚納涼図屛風」（国
宝）で著名な久隅守景は加賀藩滞在中にこれを描き、農村風俗画として名高い「四季耕作図屛風」を制
作している。これらの作品は、当時の先進的な芸術家に対する加賀藩の理解力とともに、綱紀のパトロ
ンとしての力量を示している。
　明治維新以来、中心部の都市改造が実施されたが、城周辺にある武家屋敷跡はその地割に基づき官公
庁や銀行、商社等の集積地として発展し、行政・経済の中心的機能を継承した。また、金沢城跡は第九
師団司令部ならびに歩兵第七連隊の衛戌地、本多家上屋敷や篠原出羽守屋敷等の武家屋敷群はそれぞれ
練兵場や師団長官舎として、城下町の地割を残したまま活用された。こうした大規模な社会・経済的変
化にもかかわらず、庶民は藩政期と変わらぬ生活を営んでいたと考えられる。泉鏡花の「照葉狂言」には、
「見好げなる仕舞屋」の並ぶ小路の景観とともに、雨上がりの砂利の中に混じる細螺の様子が描かれてい
る。細螺とは小粒の貝のことで、その殻にさまざまな色を塗り子どもたちがおはじきに使った。加賀藩
の伝統工芸にも通ずる、金沢特有の美意識を想起させる。
　明治 31 年（1898）における金沢駅の開通、大正 8 年（1919）の金沢電気軌道株式会社による市電の
敷設等によって金沢の観光化が推進されるようになると、観光用の案内誌やビラ、名所旧跡を描いた絵
はがきなどが多数出版されるようになった。これらの中には、市役所や金沢駅、兼六園などの代表的な
施設とともに周辺部の温泉地、寺社、遊園地等が描かれ、金沢の名所としての魅力が大きく宣伝された。
また、藩政期から大店の建ち並ぶ尾張町、片町や、芝居・相撲興行等が行われた浅野川、犀川沿いの河
原には、維新後に繁華街が形成され、昭和初期に至るまで東山東、主計町の花街とともに寄席や劇場が
建ち並んだ。幸いにも金沢は、第二次世界大戦による戦災や高度成長期の影響を比較的受けなかったた
め、わが国の歴史都市が抜本的な都市改変に直面する中、城下町としての都市構造をとどめつつ、近代
の面影を残す代表的な町の一つになった。
　以上のように、「金沢の文化的景観　城下町の伝統と文化」は、わが国における城下町発展の各段階を
投影した都市構造を現在まで継承するとともに、城下町が醸成した伝統と文化に基づく生業を現在も継承
する貴重な文化的景観である。金沢市街地は、現在も日本における城下町の代表として知られ、また歴史
的な環境も比較的良好に維持されている。しかし、近年では、尾張町界隈にマンションが建つなど、文化
都市としての個性が失われつつある。このため、今回、文化的景観保存調査によって価値が明らかとなり、
文化的景観保存計画を通じて保護の手法について検討が行われた旧内惣構内および近世用水群等を重要
文化的景観として選定し、保存・活用を図ろうとするものである。/ 出典 :『月刊文化財』第 557 号

図 4-3　長町を流れる大野庄用水 図 4-4　浅野川の友禅流し

4  金沢の文化的景観　城下町の伝統と文化



34　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

「金沢の文化的景観　城下町の伝統と文化」保存計画

第１章　文化的景観保存に向けて
1-1　現状
　（略、付図略）
1-2　文化的景観を保護する意義
　（略）
1-3　文化的景観を保護するための課題
　（略）
1-4　保存計画策定の目的
　（略）
1-5　保存計画策定に至る経過
　（略、　付図表略）
第２章　文化的景観の位置及び範囲
2-1　位　置
　（略、付図略）
2-2　範　囲
　景観行政団体である本市は、「金沢市景観計画」
（平成 21 年 7 月策定）において、旧城下町区域と
卯辰山区域を「文化的景観区域」として位置づけ
た。
　この 2 区域の中から、金沢城跡や兼六園を中心
に概ね近世城下町形成の初期段階の範囲にあたる
内惣構の内側を目安とした「金沢城跡周辺区域」
と、その後背地の自然景観と重なる「卯辰山公園
区域」の 2 区域、ならびに「犀川」・「浅野川」・「大
野庄用水」・「鞍月用水」・「辰巳用水」、「惣構跡」
の構成要素を含む範囲について、「金沢の文化的景
観　城下町の伝統と文化」の重要文化的景観の申
出範囲と定めた。
　「金沢城跡周辺区域」は、東西内惣構跡を基本と
して道路や風致地区の区域境界等を目安にその範
囲を設定し、「卯辰山公園区域」は、概ね都市公園
の範囲を対象としている。
　なお、景観計画に位置づけた旧城下町区域と卯
辰山区域内においては、今後も適宜条件のそろっ
た区域から、追加の申出を行うものである。
　今回、重要文化的景観の選定申出にあたって、
保存調査の結果に基づき、金沢市景観計画に位置
づけた旧城下町区域・卯辰山区域の中から、特に
文化的景観として保護すべき重点箇所を抽出した。
以下に、重要文化的景観の選定申出を行う区域の
現状を示す。

①金沢城跡周辺区域
②卯辰山公園区域
③犀川区域・浅野川区域
④用水（金沢城とその城下町の形成に寄与した用水群）
⑤惣構跡
　（略）
第３章　文化的景観の保存に関する基本方針
　重要文化的景観の選定申出にあたり、以下のと
おり保存管理、整備活用、運営の基本方針を定め、
文化的景観の価値を顕在化することにより、継承・
発展に努めるものである。
　（付表略）
3-1　保存管理の基本方針
　中心部から縁辺部まで、旧城下町区域における
歴史の重層性について保存することに努める。具
体的には、城下町形成に関わる特徴的な要素の保
存を図るとともに、各時代の様式を示す歴史的建
造物や、土地の由来、来歴を示す特徴的な有形・
無形の要素の保存に努める。
　（後略）
3-2　整備活用の基本方針
　近世城下町を基盤とした都市の個性と魅力を向
上させるため、関連計画や各種事業に基づき積極
的に整備・活用を図るものとする。
　整備事業については、土地利用の歴史的変遷を
十分踏まえ、関係機関と連携しつつ、歴史的文脈
に沿った景観形成を図っていく。
　伝統文化や伝統技術については、後継者の育成
や伝統技術を発揮するための機会の提供、伝統的
な生業を継承するための施設の整備、振興発展の
ための支援などを行い、維持継承に資する施策を
積極的に展開する。
　さらには、文化的景観に関する勉強会、意見交
換会や伝統文化を学ぶ「子ども塾」の開催など、
市民がその価値について学習・体験する機会を幅
広く提供することによって、地域の歴史、風土に
根ざした持続的に発展するまちづくりが展開でき
るよう努めることとする。
　（後略）
3-3　管理運営の基本方針
　文化的景観としての価値を守り、本市の歴史と
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伝統文化に対して高いアイデンティティを形成す
るためには、自らの手でその個性と魅力を磨き高
めることが重要であり、地域住民の自主的な活動
を尊重しながら、管理運営体制の充実に努めてい
くことが望まれる。このため、文化的景観の管理
運営については、行政における施策面の充実と同
時に、行政、地域住民、民間企業等が協働するこ
とによって、文化的景観を活かしたまちづくりを
推進していけるよう、体制の整備を図るものとす
る。
　（後略、付図略）
第４章　文化的景観の保存に配慮した土地利用に関
する事項
4-1　土地利用の方針
　旧城下町区域は、歴史・文化的要素が集まり、
金沢らしさを最も強く示すとともに、商業、業務
機能の中心的役割を果たす重要な地区でもある。
　金沢市都市計画マスタープラン（平成 21 年 3 月
見直し）において示すように、本市ではいったん
拡散の進んだ市街地を、長期的な視野に立って都
市構造を緩やかに変化させ、集約化を促していく
ことを、まちづくりの基本的な考え方としている。
こうした、いわゆるコンパクトシティとして都心
の求心力を回復させようとする動きによって、様々
な都市活動における都心への比重が高まることが
予測されている。
　その際、旧城下町区域については、「城下町らし
さ」を保ちつつ、適切な土地利用を誘導し、既存
の歴史・文化と新たな活動が調和した魅力あるま
ちづくりを実現させていくことが求められている。
このため、金沢市都市計画マスタープランでは、
旧城下町区域（重点地区）のまちづくりを「都市
づくりを牽引する金沢の『芯』づくり」であるとし、
「にぎわい」、「ほんもの」、「みりょく」、「もてな
し」を創造することをテーマとしている。この重
点地区のまちづくりのテーマと方針は、金沢らし
い成熟したまちを目指して設定されたものであり、
現代的な都市活動と伝統的な城下町らしいたたず
まいが共存するための役割を見出し、さらに発展・
充実させていくことを促すものである。また、文
化的景観としての特質をより際立たせ、継承して
いくための重要なテーマともなっている。
　以下、選定申出区域の個別区域ごとに、文化的
景観としての特徴的な土地利用や構成要素に基づ
く土地利用の方針を示す。

（1）金沢城公園周辺区域
（2）浅野川・犀川
（3）辰巳用水・大野庄用水・鞍月用水
（4）惣構跡
（5）卯辰山公園区域
①保存管理の基本的な考え方
②個別事項に対する方針
　（略）
4-2　行為規制の方針
　「金沢の文化的景観　城下町の伝統と文化」の保
護は、文化的景観の保存に有効な既存の法令等や
景観計画で定める行為規制によることを基本とす
る。したがって、本保存計画においては、文化的
景観としての価値を保護する観点から、文化的景
観区域の既存の法令等による行為規制について整
理するとともに、重要文化的景観選定申出の区域
に対し、特に行為規制が必要とされる現状変更と
その取扱いについて定める。
　（付図略）
（1）土地利用等の規制に関する法令等
　文化的景観区域と位置づけた旧城下町区域およ
び卯辰山区域について、すでに都市計画法、建築
基準法、消防法、文化財保護法、屋外広告物法、
道路法、河川法、都市公園法などに基づき、一定
規模の開発行為や建築物・工作物の行為規制が定
められている。
　また、石川県文化財保護条例や金沢市文化財保
護条例に基づき、指定された土地や個別の要素に
対しては、現状変更等の行為について県の許可も
しくは市の承認による行為規制が定められている。
　さらに、本市独自の条例である金沢市用水保全
条例、金沢市こまちなみ保存条例、金沢の歴史的
文化資産である寺社等の風景の保全に関する条例、
金沢市斜面緑地保全条例などによって定められた
区域や個別要素に対する形状変更等の各種行為に
ついては、市への届出対象となっている。
　このように、選定申出範囲を含む文化的景観区
域の土地利用や文化的景観の重要な構成要素（表
4-3 参照）は、文化的景観の保存に有効な既往の法
令等の行為規制（表 4-1 参照）によって、その保
護が図られている。
　（付図略）
（2）金沢市景観計画の概要
①金沢市景観計画の目的と基本的な考え方
　（前略）
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36　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

表 4-1　土地利用規制等による行為規制の一覧（文化的景観区域）

対象範囲根拠法令 許可・
届出等

賞罰規定行為規制の内容

・ 土地の区画形質の変更
・ 建築物の建築
・ 工作物の建設
・ 建築物等の用途の変更
・ 建築物等の形態又は意匠の変更
・ 木竹の伐採

・ 土地の占用
・ 土石の採取
・ 工作物の新築、改築、除却
・ 土地の形質の変更
・ 竹木の栽植、伐採等
・ 電柱、広告塔等の工作物の占用、変更
・ 水道管等の埋設物の占用、変更
・ 鉄道等の施設の占用、変更
・ 地下街、通路、浄化槽等の施設の占用、変更
・ 露店等の施設の占用、変更等

都市公園法

道路法

河川法

景観法
（金沢市における美しい景
観のまちづくりに関する条
例）

都市計画法
（石川県風致地区条例）
（風致地区内における建築
等の規制に関する条例）

都市計画法

都市計画法

都市計画法
建築基準法
消防法

都市計画法
建築基準法

都市公園

国道、県道、
市道

犀川
浅野川

景観形成区域

風致地区

都市計画区域

地区計画

防火地域
準防火地域

都市計画区域
用途地域
高度地区

届出

届出

許可

許可

許可

許可

許可

届出

許可

許可

届出

許可

申請

禁止

文化財保護法

文化財保護法
（金沢市伝統建造物群保
存地区保存条例）

文化財保護法

登録有形文化
財

周知の埋蔵
文化財包蔵他

重要伝統的
建造物群保存
地区

重要文化財
史跡
特別名勝
天然記念物

指定地内で下記の行為をしようとするときは、市長及び教育委員
会の許可を受ける必要がある。
（1）建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却
（2）建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変
 更することとなるもの
（3）宅地の造成その他の土地の形質の変更
（4）木材の伐採
（5）土石類の採取
（6）水面の埋立て

・ 公園を損傷、破損
・ 竹木の伐採、植物の採取
・ 土石、竹木等の物件の堆積等

・ 公園管理者以外の者が都市公園に公園施設を設置、変更
・ 都市公園に公園施設以外の工作物等を設置、占用

懲役又は罰金

懲役又は罰金

懲役又は罰金

罰金

罰金

懲役又は罰金

懲役又は罰金

過料

罰金

罰金

懲役若しくは
禁固又は罰金
若しくは過料

過料

土木工事等を目的として周知の埋蔵文化財包蔵地の発掘をしよ
うとするときは、文化庁長官に届出を行う必要がある。

指定地内の現状変更及び保存に影響を及ぼす行為をしようとす
るときは、文化庁長官の許可を受ける必要がある。

・ 建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修
繕若しくは模様替え又は色彩の変更

・ 工作物の新築、増築、改築若しくは移転、または外観を変更す
ることとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

・ 土地の開墾その他の土地の形質の変更
・ 木材の伐採、土石の類の採取又は物件の堆積

建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の新築、改
築、増築又は移転、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形
状変更、木竹の伐採土石の類の採取水面の埋立て又は干拓建
築物等の色彩の変更、屋外における土石、廃棄物、再生資源の
たい積を行う場合は金沢市長の許可が必要である。

・ 市街化区域において、開発区域面積500㎡以上の開発行為
・ 市街化調整区域において、原則すべての開発行為及び開発
許可区域以外の建築行為

市街化区域のうち、特に建築物の密集が想定される建築物等は
一定の防火基準を満たさなければならない。

建築物等の新築、改築等に際して、建築確認の申請が必要であ
る。

登録有形文化財に関しその現状を変更しようとするときは、文化
庁長官に届出を行う必要がある。
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懲役、罰金、
過料

歴史的風致形成建造物に係る増築、改築、移転又は除却過料

・ 工作物等の汚損、破壊
・ 土地の形質の変更
・ 植物の採取
・ 鳥獣魚類の捕獲、殺傷
・ 車馬の乗り入れ
・ 池又は水路に立ち入り
・ はり紙
・ たき火
・ ごみ等の廃棄　等
・ 露店、写真業等
・ 業として案内又は映画撮影
・ 興業
・ 公衆に開放される行事
・ 競技会、展示会、博覧会　等

過料

過料

罰金又は過料

金沢市文化財保護条例

石川県文化財保護条例

金沢市における美しい景
観のまちづくりに関する条
例（市独自条例部分）
金沢市用水保全条例

金沢市における市民参画
によるまちづくりの推進に
関する条例

まちづくり
協定区域

保全指定用水
・辰巳用水
・鞍月用水
・大野庄用水

眺望景観保全
区域

金沢市指定
文化財

石川県指定
文化財

金沢市こまちなみ保存
条例

こまちなみ
保存区域

届出

届出

届出

届出

承認

許可

許可

許可

許可

届出

届出
届出
許可

禁止

都市緑地法

都市の美観風致を維持す
るための樹木の保存に関
する法律
（金沢市における緑のまち
づくりの推進に関する条
例）

森林法

屋外広告物法
（金沢市屋外広告物等に
関する条例）

地域における歴史的風致
の維持及び向上に関する
法律
石川県都市公園条例

特別緑地保全
地区

保存樹、保存
樹林

地域森林計画
対象民有林

禁止地域

歴史的風致形
成建造物

都市公園

・ 建築物等の新築、改築、増築
・ 土地の形質の変更
・ 土石の採取、鉱物の掘採
・ 木竹の伐採
・ 埋立、干拓　等

・ 保存樹、保存樹林が滅失し、損傷し、又は枯死したとき
・ 保存樹、保存樹林を伐採し、若しくは移植し、又は他人に譲渡し
 ようとするとき

１ヘクタールを超える開発行為を行う場合、許可が必要となる。
立木の伐採を行う場合、届出が必要となる。

懲役、罰金

懲役又は罰金
懲役又は罰金

県指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影
響を及ぼす行為をしようとするときは、県の許可を受けなければな
らない。

建物の用途や高さなどについて、地区住民がルールを独自に定
めるもので、各協定による。

（1）広告物等の形状、面積、色彩、意匠、その他表示の方法の基
準

（2）掲出物件の形状、その他設置の方法の基準
（3）これらの維持の方法の基準

指定文化財（無形文化財及び無形民俗文化財を除く。）の現状
を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければなら
ない。

１．保全用水内における行為
（1）橋りょうその他の工作物の設置、大規模な修繕若しくは模様
替又は色彩の変更

（2）堤防、護岸および河床に係る工事
２．保全用水に接する土地における行為
（1）建築物その他の工作物の新築、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）木竹の伐採

一定の高さを超える中高層の建築物及び工作物の新築、改築、
増築、移転、大規模な修繕若しくは模様替え又は色彩の変更。

（1）建築物その他の工作物の新築、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）木竹の伐採



38　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

　「金沢市景観計画」は、景観形成の基本的な考え
方や良好な景観形成のために必要な行為の制限に
関する事項等を明らかにし、市民、事業者、設計者・
施工者、行政の協働による景観まちづくりを展開
し、風格と魅力ある金沢の景観を継承・発展させ
ることを目的としている。
　本市における景観形成の基本的な考え方は、長
期的な行動指針である「金沢市景観総合計画」（景
観マスタープラン）の基本理念である、①特色あ
る自然・風土を保全・活用した景観形成、②歴史
的資産を継承した景観形成、③地域の時間と暮ら
しに根ざした景観形成に基づいている。その上で、
景観目標像を設定し、金沢らしい景観、すなわち
長い時間の中で積み重ねられてきた「地形」と「歴
史」、「土地利用」による重層性のある景観構造の
継承と、時の移ろいや日々の暮らし、文化と密接
に関わる景観が彩りを与えていることを重視して
いる。
　（付表略）
②金沢市景観計画における文化的景観の位置づけ
（文化的景観区域の設定）
　「金沢市景観計画」では、「旧城下町区域」及び
「卯辰山区域」について文化的景観区域として位置
づけた。
　（中略）
「旧城下町区域」、「卯辰山区域」は、いずれも景観
形成区域（「伝統環境保存区域」、「伝統環境調和区
域」、「近代的都市景観創出区域」の総称）に含ま
れており、景観法を活用した行為の制限が行われ
る。加えて、市の独自条例に基づく区域指定も行
うことで、文化的景観の保存にとって有益な規制・
誘導を、さらにきめ細やかに図るものである。

　なお、文化的景観として保全・継承を図るべき
区域の調査は、市内のその他の区域においても、
今後も引き続き進めるものである。
　（付図略） 
（3）文化的景観の重要な構成要素の特定
　文化的景観の重要な構成要素について、1. 城下
町の計画性を示す要素と、2. 文化的な象徴の大き
く 2 つに区分した。さらに、1. については、要素
を 2 つに細分類（A. 構造、B. 地割等）したうえで、
個別要素の抽出・検討を行った。その結果、文化
的景観の重要な構成要素は以下の通り整理され、
具体的に特定した要素は、合計 143 件となった（表
4-2 参照）。
（4）重要文化的景観の滅失またはき損、現状変更
等の取扱基準

　（付表略）
表 4-2　「金沢の文化的景観　城下町の伝統と文化」に

おける重要な構成要素の分類

金沢城跡（近世城下町以来の象徴） 

庭園群（藩政期に由来する武家の庭園群） 

歴史的建造物（国・県指定文化財、国登録有形文化
財建造物、金沢市の独自条例に基づく保存建造物） 

文化施設（都市の中心部にまとまる貴重な緑地などと
一体をなし、金沢の歴史と文化を継承する文化施設群）

惣構跡（城下町固有の構造的要素） 

河川（城下町形成の基盤となる地形） 

樹林（都市に隣接する丘陵地の貴重な緑地）

用水（城下町固有の構造的要素） 

橋梁（北国街道から金沢城下への重要な入口）

道路（主として藩政期の街路線形等を継承する路線）

寺社地 

特徴的な街区 

１． 城下町の計画性を示す要素 

文
化
的
景
観
の
重
要
な
構
成
要
素

Ｂ．地割等 

Ａ．構 造 

２．文化的な象徴 

金沢の歴史的文化資産で
ある寺社等の風景の保全
に関する条例

寺社風景保全
区域

金沢市斜面緑地保全
条例

斜面緑地保全
区域

金沢市における夜間景観
の形成に関する条例

夜間景観形成
区域

届出

届出

届出

金沢市における駐車場の
適正な配置に関する条例

まちなか駐車
場区域

届出 （1）駐車場の新設
（2）既設の駐車場における規則で定める事項の変更

（1）建築物等の新築、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）木竹の伐採
（3）宅地の造成、土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質
の変更

（1）宅地の造成、土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質
の変更

（2）木竹の伐採
（3）建築物等の新築、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

（4）物件のたい積
（1）建築物その他の工作物の新築、改築、増築、移転、除却、大
規模な修繕又は模様替えに伴う屋外照明設備の設置等

（2）宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更に伴う
屋外照明設備の設置等
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表 4-3　文化的景観の重要な構成要素一覧

4  金沢の文化的景観　城下町の伝統と文化

性連関のと観景的化文所有者等名　称分類No.

１．城下町の計画性を示す要素

Ｂ.　地割等

Ａ.　構造

17 街区 個人他上今町町会
尾張町の南側に位置する旧本町のひとつ。元禄年間（1688-1704）には、上今
町・下今町の記録がある。

16 街区 個人他尾張町商店街
（尾張町振興会）

北国街道に面する尾張町は大店の御用商人が集まる町であった。今も大型町
家などが、本町としての風格を伝える商店街である。

15 街区 個人他旧新町こまちなみ保存
区域

尾張町の北側に位置する。工芸品販売や染色関係等の伝統的な業種が多く
集まっている。

14 街区 個人他西町四明和会
城の北西側に位置する旧武家地。住宅地が多く、旧武家地としての雰囲気を
伝える街区。

13 街区 個人他上博労町町会
城の北側に位置する旧武家地。西町口門に通じる街路両側に形成された住宅
地と公共施設からなる街区。

12 街区 個人他大親会
城の北側（大手側）に位置する旧武家地。大きな町割に形成された住宅地と
公共施設からなる街区。

11 街区 個人他近江町市場
藩政期から続く市場。対面販売による、庶民的な賑わいの雰囲気を持ち、「金
沢の台所」と呼ばれている。

9 寺社 個人他鶴林寺　敷地
城下町形成段階における寺院群建設に伴い、慶長年中（1596-1615）当地に移
る。

8 寺社 個人他久保市乙剣宮　敷地
尾張町界隈一帯の古社。慶長6年（1601）卯辰山に移転したが、明治９年
（1867）旧社地に復遷した。

3 寺社 個人他市媛神社　敷地
近江町の氏神。寛永年間（1624-44）卯辰山に移転したが、明治12（1879）旧
社地に復遷した。

2 寺社 個人他石浦神社　敷地
石浦七ヶ村の産土神で、石浦山王と号した古社。明治13年（1880）に現在地に
移転した。

城下町の防御施設として二重の惣構が構築される。現在もほとんどが排水路
としての機能を有する。
正保年間（1644～48）改修、灌漑や精米、製粉に利用、近代期に製糸場（国
内2位）の動力源として利用。
金沢城築城時に材木等の物資運搬に利用。灌漑、防火、融雪、庭園の曲水に
も利用。
寛永9年（1632）城の防火、飲料水等の確保を目的に整備。兼六園や西田家庭
園の曲水として利用。

1 寺社 個人他安楽寺　敷地
城下町形成段階における寺院群建設に伴い、慶長7年（1602）当地に創建され
た。

7 寺社
建造物

個人他金沢神社
敷地及び本殿、拝殿

寛政６年（1794）藩校明倫堂の鎮守として創建されたのに始まり、明倫堂移転
後も現地に残る。

5 寺社
建造物

個人他尾崎神社　敷地及び
本殿ほか関連施設

もと、東照三所権現社と称し、４代藩主光高が金沢城北の丸に造営。明治11年
（1878）、現在地に移築。

6
寺社
庭園
建造物

個人他尾山神社　
敷地及び神門、東神門

明治６年（1873）、旧金沢城内金谷御殿跡に造営。初代藩主利家を祀る。

10 寺社 個人他松山寺　敷地
城下町形成段階における寺院群建設に伴い、慶長４年（1599）当地に創建さ
れた。

河川
河川
樹林

惣構

用水

用水

用水

橋梁
橋梁

道路

国・県
国・県
市

県・市

市

市

市

国
国

城下町を守る天然の要害、友禅流し、金沢の代表的な自然景観。
城下町を守る天然の要害、用水の取水源、金沢の代表的な自然景観。
近世以来市民憩いの場として利用される。金沢の代表的な自然景観。

北国街道から金沢城下への重要な入口。
北国街道から金沢城下への重要な入口。

国・県・市 主として、藩政期から街路線形が継承されている路線。

浅野川
犀川
卯辰山公園

惣構跡

鞍月用水

大野庄用水

辰巳用水

浅野川大橋
犀川大橋
国道159号
主要地方道金沢・湯涌・
福光線市道（81路線）

1
2
3

4

5

6

7

8
9

10

同上個人他下今町町会18 街区

近世以来の寺社地。（もと、東照三所権現社の別当神護寺の寺地）個人他大谷廟所　敷地4 寺社
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文化 市

城の南側に位置し、伝統工芸を営む店舗が数多くみられる商店街である。個人他広坂振興会

31 泉鏡花記念館　敷地 金沢を代表する文学者の記念館。泉鏡花の生家があった旧新町に立地する。

建造物 個人他17 界隈の風情を感じさせる　江戸時代の町家

文化 県25 石川県立伝統産業工芸館　
敷地 現代の暮らしに生きる伝統工芸品の数々を紹介する施設。

文化 県26 石川県立能楽堂　敷地 藩政期以来継承されている能楽文化の保存・継承の拠点

文化 市29 金沢能楽美術館　敷地 伝統文化を継承する文化施設。収蔵・展示のほか人材育成も行っている。

文化 市30 金沢21世紀美術館　敷地 金沢の芸術文化の継承・発展の場。敷地内には茶室（松涛庵・山宇亭）を併設
している。

文化 市28 卯辰山工芸工房　敷地 卯辰山公園内にある工芸の総合機関。技術者養成、資料展示、市民工房開設
を目的として設置。

文化 県27 石川県立美術館　敷地 藩政期の大名道具や、九谷焼のコレクションなど、多数の美術作品が収蔵・展
示される施設。

文化 国・県24 石川四高記念文化交流館
敷地

藩政期には藩校があり、明治期に入り第四高等学校が設置された場所。中央
公園開設区域の一部。

文化 県23
石川県立歴史博物館
敷地

藩政期の工芸資料を中心に、県内の歴史・文化資料を収蔵・展示する施設。本
多の森公園開設区域の一部。

文化 県22
石川県立尾張町町民文化
館　敷地

元金沢貯蓄銀行　明治40年（1907）建築。尾張町商店街が主体的に活動する
文化施設

文化 県21
金沢市くらしの博物館
敷地

もとは学校施設で、現在は市民の生活資料、職人道具などを収蔵・展示する
文化施設として公開している。

文化 県20
金沢市立中村記念美術館
敷地

茶の湯文化を継承する施設。美術館・旧中村邸（移築）・茶室（梅庵・耕雲庵）
からなる。

文化 県19 旧高峰家茶室　敷地 科学者高峰譲吉の生家の一部。茶室は市民に広く利用されている。黒門前緑
地内にある。

文化 県18 旧園邸松向庵　敷地 坪庭を中心として各室が機能別に配置された近代和風住宅の秀作。茶室は市
民に広く利用される。

建造物 県11 旧三田商店 昭和初期のRC造の建物で、外壁にスクラッチタイルを用いており、当時の流行
をうかがわせる。

２．文化的な象徴

建造物 個人他16 界隈の風情を感じさせる　明治時代の町家
建造物 個人他15 界隈の風情を感じさせる　明治時代の町家
建造物 個人他14 界隈の風情を感じさせる　明治時代の町家
建造物 個人他13 昭和初期の木造の洋館。診療所と住居部分に分かれる。
建造物 個人他12

10

旧村松商店
田上家
石崎商店
清水家住宅
伊﨑家所有建物
金丸家住宅

昭和初期のRC造の建物で、アールデコ調の特徴ある外観を有する。

建造物 個人他旧本多家住宅長屋門 藩の重臣本多家の下屋敷にあった門を移築。

9 建造物 個人他松風閣（旧広坂御広式
御対面所）

藩の重臣（本多家）上屋敷の遺構。近代に移築され、現在は茶会にも利用され
ている。

3 庭園 個人他松風閣庭園 １7世紀初期に本多家下屋敷庭園として作庭された、本多の森の緑を借景とし
た池泉回遊式庭園。

2 庭園 国・県兼六園 卯辰山を借景とした池泉回遊式庭園で、特別名勝。明治7年（1874）に市民に
開放され、親しまれてきた。

1 城跡 国・県・市金沢城跡 金沢の中心部に位置し、その一部は現在金沢城公園として公開される。城下
町の象徴として高い求心性を保持している。

8 生業
建造物 個人他寿屋 江戸末期・昭和初期の建築からなる。羽二重問屋の商家であったが、昭和初

めより精進料理の料亭を営む。

7 生業
建造物 個人他谷庄古美術店主屋 昭和2年（1927）建築。和洋折衷の店舗併用住宅。明治元年創業の古美術店

で、現在も生業を営む。

6 生業
建造物 個人他福久屋石黒傳六商店 嘉永5年（1852）建築。藩政期以来の尾張町の大店の店構えを良く残す。現在

も薬店を営む。

5 庭園
建造物 個人他

成巽閣　関連施設及び
敷地

兼六園に隣接する成巽閣は、茶室や庭園を伴う貴重な大名屋敷の遺構であ
り、一般公開されている。

4 庭園 個人他
西田家庭園　玉泉園及び
灑雪亭露地並びに庭園

17世紀初期に作庭された山畔崖地を利用した上下２段式の池泉回遊式庭
園。

20 街区
城の北東側に位置する旧武家地。東内惣構に沿って区画されている住宅地。個人他博親会19 街区
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　文化的景観を構成する要素の中から、文化財保
護法第 136 条（滅失又はき損）及び第 139 条（現
状変更等の届出等）に基づき、滅失又はき損、現
状変更又はその保存に影響を及ぼす行為を行う場
合に文化庁長官に対して届出を要する重要な構成
要素を特定した。
　なお、重要文化的景観選定申出範囲の現状変更
等の行為は、基本的には当該地域に設定される土
地利用等の規制に関する法令等の許可・届出や景
観法に基づく景観計画の届出の対象となっている。
○重要な構成要素の滅失又はき損、現状変更等の
手続き
　文化的景観の重要な構成要素として、文化庁長
官に対して届出を要するものについて、滅失又は
き損、現状変更等がある場合、文化財保護法第
136 条及び第 139 条に基づき所有者等は文化庁長
官に対して届出を行うものである。
　（中略、付表略）
　なお、重要な構成要素として設定したもののう
ち、文化的景観の価値との関係が認められない建
造物については、行為規制や修景補助の対象とし
ないものとする。
第５章　文化的景観の整備に関する事項
　「金沢の文化的景観　城下町の伝統と文化」の価
値に配慮し、基本方針のもと整備・活用を図るも
のとする。
　整備活用の具体的対策として、文化的景観の保
護に資する本来の事業について、以下に示す。今
後、これらの各種事業を効果的に組み合わせなが
ら、選定申出区域を対象にした総合的かつきめ細
やかな事業展開を図り、有形・無形の要素が一体
となった文化的景観の特性をより高めていくよう
努めるものとする。そのため、文化的景観とそれ

に関連するものの保存活用の観点から整備検討委
員会を設置し、文化庁と十分な調整を図りつつ有
形要素の整備のあり方を検討する。
5-1　歴史的建造物の修復
　都市の中の建築物は、経済活動や文化活動など
その時代の人々の生活や営みに応じて変化してき
た。市内に残る歴史的建造物は、都市の歴史的変
遷を示す重要な要素である。このため、歴史的建
造物の修理・修景に対して助成等の支援を行うこ
とにより、保存・活用を図る。
　（付表略）
5-2　伝統技術の継承
　現在も、工芸技術は継承されており、市内に数
多くの工芸作家や伝統工芸に関する店舗を有する
など、市民の生活・生業に大きな影響を与えてい
る。このため、工芸技術や伝統産業の振興に対す
る助成や支援、現代生活に適応した新しいスタイ
ルの工芸品の開発等を行うことで、優れた技術の
継承を図る。また、工芸技術と同様に、歴史的建
造物を修理・修復するための技術についても継承
を図る。
　なお、本市は平成 7 年（1995）に世界工芸都市
宣言を行い、平成 21 年（2009）6 月 8 日にユネス
コ（国際連合教育科学文化機関）創造都市ネット
ワークに、クラフト分野での登録がなされた。申
請にあたっては、金沢が誇る伝統工芸や文化的土
壌、それに立脚した産業展開のほか、伝統に革新
を重ね、新たな文化の創造につなげていることな
どを、世界に向けて広くアピールしている。今後
も日本を代表する伝統的工芸都市として、独自の
文化関係施策の充実を図るとともに、他のユネス
コ創造都市との交流を深めていくものである。
　（付表略）

※1 文化的景観の重要な構成要素として特定すべき対象及び範囲の基本的な考え方は、以下の通りとする。
 （河川）堤外地の範囲、 （樹林）卯辰山公園開設区域、 （惣構）金沢市指定史跡惣構跡、　（用水）水路管理区域、
 （橋梁）構造物、 （道路）道路管理区域、 （寺社）寺社の敷地、  　（歴史的建造物）建造物、
 （街区）商店街や町会などの範囲、（城跡）史跡 金沢城跡、（庭園）文化財指定された庭園、
 （文化）藩政期に由来する文化を継承する施設を伴う土地
※ 2　伝統的な生業を継承する店舗については、歴史的建造物の中から特定し、「分類」上に表記を加えた。
※ 3　「所有者等」については、所有者又は管理者を示している。
※4　1. 城下町の計画性を示す要素A. 構造 No.1～No.10、2. 文化的な象徴 No.1～No.2 に関する滅失又はき損（法第 136 条関

係）及び現状変更等の届出等（法第 139 条関係）については、「重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則」（平
成 17年 3月28日文部科学省令第 10 号）第四条ならびに「文化財保護法の一部改正に伴う関係省令及び告示の整備等に
ついて（通知）」（平成 17年 3月28日付16 庁財第 413 号文化庁次長通知）第 1文化的景観の保護関係　に従う。

※ 5　1. 城下町の計画性を示す要素 B. 地割等 No.1～No.10、2. 文化的な象徴 No.18 ～No.31の敷地内になる建造物等のうち、
文化的景観の価値との関係が認められない建造物については、重要な構成要素に含まれない。なお、街区については、街
区内で行われる大規模な建築物の新築、増築、改築、開発行為などを届出の対象とする。

4  金沢の文化的景観　城下町の伝統と文化
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5-3　「嗜み」の文化の継承
　3 代藩主利常、5 代藩主綱紀が、武士の嗜みとし
て奨励した茶道や能をはじめとする「嗜み」の文
化は、広く庶民にも広がりをみせ、現在も市民の
生活に息づいている。この「嗜み」の文化を継承
するため、後継者の育成や茶室の利活用等に対す
る支援を行う。
　（付表略）
5-4　金沢市歴史的風致維持向上計画に基づく整備事業
　本市は、平成 20 年（2008）11 月に施行された
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する
法律」に基づき、「金沢市歴史的風致維持向上計画」
を策定し、平成 21 年（2009）1 月に国（国土交通省、
文部科学省、農林水産省）の認定を受けている。「歴
史的風致維持向上計画」の中で定めた重点区域は、
金沢城跡（国指定史跡）・兼六園（国指定特別名勝）
を核とする旧城下域、並びに市街地の背景として
一体で連なる金沢の自然、地形の特徴を顕著に示
す台地、丘陵の一部を含む区域を捉えている。
　この重点区域は、重要文化的景観の選定申出区
域を含むものであり、歴史的風致維持向上計画に
基づく整備事業のいくつかは、重要文化的景観の
整備の具体的方策ともなっている。
　（後略、付図表略）
5-5　その他文化的景観の保護に資する事業
　景観を維持向上するための施策や阻害要因とな
る屋外広告物の撤去等、本市の文化的景観の保護
に資する事業を以下に掲載する。
　（付表略）
第６章　文化的景観の保存するために必要な体制に
関する事項

6-1　行　政
　文化的景観を活かしたまちづくりを念頭に、歴
史的特性・文脈に基づく復元整備、まちなみや沿
道の修景事業等を推進するとともに、伝統技術や
伝統芸能等を継承・振興させるため、後継者の育
成等事業を積極的に実施・支援する。
　（中略）
　本市における文化財の保護に関する実務につい
て、市教育委員会が市長の事務部局である都市政
策局に補助執行させるという形式を採っている。
この都市政策局内に文化的景観をはじめとする文
化財の保護・活用を担当する「歴史遺産保存部」
を設け、文化財を含む市域の歴史的資産全般の保
全、整備、指導並びに活用等の業務を一元的に行っ

ている。また、歴史遺産保存部内に各分野の有識
者を顧問に迎え「歴史遺産調査研究室」を設置し、
市内の有形・無形の歴史文化遺産の情報の集積及
び調査・研究を進めている。
　そして、文化財保護とまちづくりの整合を図る
ため、歴史遺産保存部をはじめ土木部、都市計画
課、景観政策課など都市整備局の関連部局を「ま
ちづくりフロア」として集中配置することにより
庁内の横断的連携を強化している。　　　　　　
　（付図略）
6-2　市民・民間事業者等
　（前略）
市民及び民間事業者等が NPO やまちづくり市民
団体などの多様な活動を通し、文化的景観の保護
の取り組みに積極的かつ主体的に参加することが
求められる。
　特に民間事業者等においては、本市の文化的景
観の価値について深く理解するとともに、その施
策等について誠実に協力し、自らもその施策の実
現に向けて各々の事業を展開することが求められ
る。このことから、市民や各種団体との協働によ
る文化的景観の保存・活用を構築していくことと
する。
　（付表略）
6-3　伝統的コミュニティ活動の支援
　金沢市街地の特徴である地域コミュニティの基
本単位「町会」の区分は、藩政期の町割りが強く
影響を与えており、昭和 30 年代に、ほとんどが新
町名に統合・改正されたが、古い町名が「町会」
の名前として現在も残り、「町会」を基本とする地
域の活動が盛んである。近年では、旧町名を復活
する地区が多くみられるとともに、自分たちの手
でまちを美しくしようという動きが活発化してい
る。具体的には、住民と行政の間で建築物の意匠
や形態、用途などを取り決めるまちづくり協定を
結び、地域のことは地域で考え、守る地区が増え
てきている。
　このように、藩政期の町割りに由来する地域コ
ミュニティは、周辺環境と相まって金沢らしい雰
囲気をつくり、都市景観に大きな影響を与えてお
り、その保護・継承に対する支援を行う。
　（付表略）
／出典：『「金沢の文化的景観　城下町の伝統と文
化」保存計画書』（平成 21 年 7 月、金沢市）、抜粋
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図 4-5　文化的景観の重要な構成要素位置図

4  金沢の文化的景観　城下町の伝統と文化
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　古くから月見の名所や棄老説話で著名な姨捨山の北麓には、千曲川の河川敷から遠く善光寺平に至る
広大な盆地に臨んで、約 1,500 枚の水田から成る姨捨の棚田が展開する。近世初頭に定着し始めた斜面
地における畑作と稲作が混在する農耕の在り方は、しだいに利水が進展することにより稲作が主体とな
り、近世末期から近代にかけて、標高 460 ～ 550m の傾斜面の全体に日本を代表する棚田の文化的景観
を形成した。
　姨捨の文化的景観は、冠着山から三峰山にかけての山塊が数度にわたって地滑りを起こし、北東方向
に押し出されて形成された土石流の堆積斜面上に展開する。山腹斜面の湿潤地にはコナラ、ミズナラ、
オニグルミなどから成る落葉広葉樹林が広がるほか、山塊の頂部には広くアカマツを中心とする常緑針
葉樹林が展開し、その間隙を縫ってカラマツ、スギ、ヒノキの人工林が分布する。このような森林が豊
かな水源涵養機能を育み、千曲川支流の更級川を中心とする水系が姨捨の棚田の形成に重要な水利の基
盤をもたらした。
　姨捨の棚田の基本構造は、土石流が形成した斜面上に生産の場として展開する棚田と、その水源であ
る更級川上流の大池が有機的に結びついている点にある。中世の末期、姨捨における農業は斜面上の随
所に分布する多数の小さな湧水（涌水）を利用して出発したが、やがて兎沢川や横沢川などの自然河川
を軸に用水が整備されるようになり、さらには不足する水量を補うために溜池である大池から更級川を
経て各用水へと給水する灌漑手法が導入された。こうして、16 世紀後半から 18 世紀にかけて地域の全
体に細流が張り巡らされ、土坡の畦畔を越えて導水する「田越」と呼ぶ灌水方法や、耕作土および床土
の下層に敷設された石組みの「ガニセ」と呼ぶ暗渠による排水方法が採られることにより、棚田は斜面
の全体へと広がっていった。姨捨には棚田の水系に沿った縦長の字界が多く見られ、水系ごとに一群の
受益者がまとまって用水の管理を行うなど、用水系が地域社会の紐帯として機能してきたことがわかる。
　また長期間にわたって継続されてきた棚田の造成と、そこでの絶え間のない営農活動は、多様な生物
の生息環境を育んできた。
　このような棚田の維持運営の基盤は継続的な水利にあり、水利共同体の紐帯を示す物証として、大池
の池畔に残る弁財天の小祠をはじめ、武水別神社（八幡宮）とその神宮寺である長楽寺などの所属であ
る小祠などが棚田の区域に散在している。

図 5-1　「姨捨の棚田」の位置 図 5-2　姨捨の棚田俯瞰

5  姨捨の棚田
長野県千曲市

重要文化的景観の概要
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　以上の自然的・歴史的・社会的諸条件に基づき、姨捨の棚田を中心とする文化的景観は、①生産の場
である棚田が展開する区域、②溜池である大池を中心とする水源の区域、③大池から出発して棚田にお
ける利水の背景となる更級川の三つの景観単位に区分でき、その周辺に水源涵養林の区域や生活の場で
ある集落などが展開する。その中でも、大池から更級川を経て棚田を含む区域は、姨捨の棚田の文化的
景観の中核を成している。
　以上のように、姨捨の棚田は、水源となる大池から更級川へと繋がる水系を軸として、用水や田越の
給水手法が網の目のように張り巡らされ、中世末期から近現代に至るまで継続的に営まれてきた農業の
土地利用の在り方を示す独特の文化的景観であり、わが国民の生活または生業を理解するうえで欠くこ
とのできないものであることから、重要文化的景観に選定して保護を図ろうとするものである。/ 出典 :
『月刊文化財』第 557 号

図 5-3　四十八枚田の石仏・田毎観音 図 5-4　姨捨棚田オーナー田の稲刈り作業

5  姨捨の棚田
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姨捨の棚田文化的景観保存計画

第 4章　保存計画
第１節　範囲と地区区分及び計画実行の段階制
１　姨捨棚田の成立構成
　（略）
２　計画の対象と範囲
　本計画の対象は、図 5-5 に示すように「姨捨棚
田地域」を中心に、棚田を潤す水源地など付随・
連続する「水源ため池地域」「更級川地域」「水源
周辺林地域」、さらに、名勝指定地の長楽寺や JR
篠ノ井線姨捨駅を有する姨捨集落や棚田の所有者・
耕作者が居住する集落などの「集落及び周辺地域」
の景観単位に区分される約 620ha の地域である。
　（付図略）
３　計画実行における段階制
　本計画は、上記 5 つの地域を一時期に調査計画
して重要文化的景観の選定を申し出ることは困難
であったため、対象区域を第 1 期、第 2 期に分けて、
実行に移すこととなった。
　第 1 期計画の対象は「姨捨棚田地域」「水源た
め池地域」及び「更級川地域」の 3 つの景観単位
からなる約 80ha の地域である。「姨捨棚田地域」
は、耕作継続の方策と耕作継続によって得られる
棚田景観を保全する地域である。この地域には、
「四十八枚田地区」「姪石地区」「上姪石地区」の名
勝指定地、それを取り巻いて「部分整備地区」や
圃場整備された「圃場整備地区」が存在する。「水
源ため池地域」は、姨捨棚田地域の用水源で、弁
財天の湧水及び大池のため池群（上池、中池、下
池及び八幡林池）からなる地域である。「更級川地
域」は「水源ため池地域」と「姨捨棚田地域」を
結ぶ河川であると同時に、幹線の用水路の役割を
果たす。ここから棚田への灌漑用水を取水するた
めの分水工や取水施設が存在している。
　第 2 期計画は、前述の 3 地区を取り巻いて存在
する「水源周辺林地域」「集落及び周辺地域」の景
観単位の約 540ha である。「水源周辺林地域」は、
「水源ため池地域」の水源涵養林となっている。「集
落及び周辺地域」は、名勝指定地の長楽寺や JR
篠ノ井線姨捨駅を有する姨捨集落はじめ大池、羽
尾、代、辻、峯及び上町の 7 集落と周辺の農地（棚
田、畑地、樹園地）からなっている。

第２節　保存計画
１　計画の基本方針
　（前略）
①景観単位に基づく土地利用の継続
　姨捨棚田の文化的景観は、姨捨棚田地域、水源
ため池地域、更級川地域、水源周辺林地域、さらに、
集落及び周辺地域の景観単位に区分される。これ
らは水系や歴史文化的連係のもとで存在している。
この連係の基礎になっている土地利用の継続を通
して景観保全を図る。
②文化的景観を維持しつつ農業の継続を可能とす
るための整備

　農業生産の継続を通じて保持されてきた文化的
景観を維持し、農業を継続可能とする整備を行い
ながら伝統的な棚田景観を保全する。
③重要文化的景観の選定を契機に地域の活性化、
農業の展開の実現

　棚田での耕作の持続は厳しい。棚田での耕作放
棄を防止し生産の継続を通じて、農家間、一般市
民、都市住民等との交流等によって、農業の展開
と地域の活性化に取り組む。
④計画実行組織などの運営体制の整備
　地元農家、一般市民、行政、コンサルタントな
どの関係者が協同して、文化的景観の保全を取り
組む組織作りを行う。
２　第１期計画の方針
　（前略）
（1）棚田の文化的景観の意義
①種々の区画形態と各種の連携をもつ棚田
　対象の姨捨地区の棚田は、約 1,800 区画の水田
区画からなっている。これらは名勝に指定された
「四十八枚田地区」「姪石地区」及び「上姪石地区」、
その外側に連なる「部分整備地区」と県営圃場整
備事業の導入された長尾根工区と姨捨工区の「圃
場整備地区」に 5 つに区分される。各地区は、種々
の形態の区画が存在する。これら区画の形状・形
態は、農業の発展段階に応じた区画を示している。
　（後略）
②耕作と維持管理によって生まれる棚田景観と多
様な生態系
　棚田の景観は、棚田での農業が継続して行われ
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ること、そこに存在する畦畔法面での維持管理作
業、特に畦畔除草作業が大きく影響する。棚田に
おける生物多様性は、こうした農業の維持管理作
業にもとづいて形成されたものである。耕作の継
続によって独特の耕地生態系が形成され、生物や
植物の多様性が得られている。
　（後略）
③歴史・文学に関わって生まれた姨捨棚田
　姨捨棚田は、文学や歴史上重要な長楽寺、
四十八枚田、さらには姨捨十三景などとの関連の
中で位置づけて、保全されてきた。
④荒廃化の危険性を有する棚田
　姨捨地域では、農作業の機械化・効率化が進む
中で、それらを達成できない区画での耕作放棄、
休耕などが生じている。さらに農業後継者難や耕
作者の高齢化が、これに拍車をかけている。耕作
放棄は、素因と誘因によって生じている。素因は、
耕作放棄に繋がる圃場の物的要因であり、耕地条
件の悪さである。誘因は、耕作放棄の動機形成要
因で、農家を取り巻く条件や農家内部の担い手な
どの条件である。この両者の改善なくして、棚田
の耕作放棄や荒廃化は阻止できないのである。
　（後略）
（2）姨捨棚田地域におけるゾーニングと整備水準
の基本
　姨捨棚田地域内は、前項①に示したように五つ
の区域に区分できる。それらは各種の事業の導入
によって形成されている。この地域に導入された
各種の事業は、表 5-1 に示す整備水準の保全整備
方法とそのもとで適切に行われる農法を有してい
る。棚田の保全、整備にあたっては、この整備水
準が基本になる。

　（付表略）
３　第１期の対象地域における景観単位の土地利用
の方針

　（前略・付図略）
⑴Ⅰ－姨捨棚田地域
　景観単位としての「姨捨棚田地域」は、5 つの
小区域に分けられる。棚田地域は、広域での水系
連続性と同時に、狭域の地域内でもいくつかのブ
ロックに区分されるのである。それが図に示した
名勝指定地の四十八枚田地区、姪石地区、上姪石
地区の 3 地区と部分整備地区、圃場整備地区の 5
地区である。これらは、開発された当時からの姿
を残す四十八枚田地区から近代的圃場整備が行わ
れた圃場整備地区まで、種々の形態の区画として
存在する。各区域の区画の形状・形態は、農業の
発展段階に応じた形態を示し、時代時代の農業の
変化に伴って、耕作条件に合致すべく区画形状が
変化してきた姿を示している。こうした経過をふ
まえて、現在の土地利用を継続する。
　（後略、付表略）
（2）Ⅱ－水源ため池地域
　姨捨棚田地域の灌漑用水源が、弁財天の湧水と
それを貯留する大池、中池、下池及び八幡林池の
ため池群からなる「水源ため池地域」である。こ
の地域の管理は、千曲市西部土地改良区の組合員
の手で行われる。彼らは棚田の土地所有者でもあ
る。用水の管理としては、年数回の水路の草刈り、
堰浚え、池周辺の除草、弁財天の湧水管理などが
行われている。豊かな湧水を生み出す弁財天の湧
水は、周囲の豊かな里山からの恵みでもある。毎
年、弁財天の祠では、湧水に感謝する祭が執り行
われている。

表 5-1　姨捨棚田地域・整備水準と適用範囲

5  姨捨の棚田

適用すべき農法保全・整備形態の基本名 称整備水準
旧来の区画形状・配置の保全
・畦畔の形状変更は不可
・現在の灌漑方式の継承（田越し灌漑の継承）
・道・水路の形状保全

従来通りの農法の継承を基本とする
・畦塗り等の継承

景観を重視し、旧来区画を基本にした整備
・整備は、田直し型整備（2・3枚の区画合併）、
道路（砂利舗装）の新設、水路整備等が可。
・小型機械の利用可能な形態

景観に支障のない農法の実現

伝統的形態
保存

景観保全型
整備

農業継続型
部分整備

部分的整備
・田直し型整備（2・3枚の区画合併は可）
・道路の新設・改良、水路整備等は可

現在一般化している農法の実現
・機械利用による耕作の実現（道路から
の区画への進入可能な区画の形成等）

ランクⅠ

ランクⅡ

ランクⅢ

ランクⅣ

農業継続型
全面整備

全面的整備
・安全性や維持管理労働の省力化など
・傾斜地に適合する等高線区画による整備
・区画等の全面的改変

現在の機械化体系への対応

ボランティアや
その支援者

ボランティアや
その支援者

土地所有者一
部はボランティ
ア

土地所有者・
貸借等による
耕作者など

耕作の主体
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　この地域では、棚田耕作の基礎となる施設とそ
の維持管理、さらに各種行事の維持、保全を図る
こととする。
　（後略、付表略）
（3）Ⅲ－更級川地域
　「更級川地域」は、更級川の河道及びそこに設け
られた施設からなる。更級川は、弁財天の湧水を
貯留する大池を水源とする 1 級河川である。これ
は、同時に、「水源ため池地域」と「姨捨棚田地域」
を結ぶ幹線の用水路の役割を果たしている。河道
内部に設置された姨捨棚田地域に導水するための
分水工や取水施設が、棚田地域の水系連続性の象
徴となっている。更級川は、かつては漏水が著し
く、長年にわたって改修、整備事業が実施されて
きた。現在は、コンクリート護岸が設置されてい
る。今後の改修・整備にあたっては、景観にも配
慮した工法等の導入を検討する。
　（後略、付表略）
４　第２期の計画対象における景観単位の土地利用
の方針
（1）第 2 期計画の基本方針
　第 2 期は、水源ため池地域を取り巻く「水源周
辺林地域」「集落及び周辺地域」の 2 つの景観単位
からなる地域が対象である。
　これらの地域や施設等は、「現状」を基本として
地域住民、集落、土地改良区等の合意を得ながら、
文化的景観の保全を図ることとし、集落や周辺地
域の農地等については、今後さらに調査を行いな
がら、対象範囲の見直し等を行うものとする。
（2）Ⅳ－水源周辺林地域
　水源周辺林は、弁財天の湧水を確保する水源涵
養林として機能している。湧水の周辺の森林は、
森林－湧水－ため池－更級川－姨捨棚田へと続く
水系連続性の出発点として位置付いており、その
多くが高齢スギ人工林で、人の管理が行われるこ
とによって景観にも優れた状態を形成している。
ここでは、市有林「大池市民の森」として維持管
理を継続することで保全を行う。また、内部には
教育施設も設置されており、これらは今後、姨捨
棚田の文化的景観地域の保全の学習施設としての
機能を持たせることも検討する。
　（後略、付表略）
（3）Ⅴ―集落及び周辺地域
　姨捨棚田地域は、上流の大池、南側斜面の羽尾、
北側斜面の姨捨・峯、下流の代・辻、上町の 7 集

落の農家によって耕作され、これらの集落が姨捨
棚田を取り巻いて存在している。集落周辺には、
水田、畑地、果樹園なども存在している。ここで
は姨捨棚田地域と同様、耕作放棄地の対応に苦慮
している。
　現在は、中山間地域の直接支払制度等を通じて
耕作の継続が図られている。これらの地域では、
現在の状況を維持しながら、住民主体の景観保全
を図ることとする。
　姨捨棚田地域の隣接する姨捨集落には、名勝指
定地の長楽寺、JR 篠ノ井線・姨捨駅が存在する。
名勝指定地・長楽寺は、保存整備事業の導入によっ
て、歴史的環境の保護と修復が図られている。境
内には、芭蕉の面影塚はじめ多くの石碑や歌碑が
存在している。長楽寺本堂・月見殿はじめ、月見堂、
観音堂などの施設、さらに姨石については、保存
整備事業によって改修が行われている。姨捨棚田
の文化的景観の中核になっている。
　（後略、付表略）
第３節　行為規制の方針
１　土地利用規制法等による行為規制
　文化的景観の保存計画対象範囲には、「長野県景
観条例」による行為規制が全域にわたって適用さ
れるほか、「文化財保護法」「農業振興地域整備に
関する法律（農振法）」「農地法」「地すべり防止法」
「河川法」「砂防法」「河川法」「森林法」「屋外広
告物条例」などによる行為規制が適用される箇所
が存在する。
　（付図表略）
２　景観法に基づく景観計画による規制
（1）景観計画における景観形成基準
　（前略）
姨捨棚田の文化的景観の範囲である約 620ha は、
千曲市景観計画の中で、「姨捨地区」景観形成重点
地区候補地として位置づけられることになり、「姨
捨地区景観計画」の策定及び「千曲市美しいまち
づくり景観条例」の改正が予定されている。
　そこでは、①歴史的特徴ある景観を有する地区、
②自然と調和した景観を有する地区、と位置づけ
景観形成重点地区候補地としている。そして、姨
捨棚田の重要文化的景観の選定に足並みをそろえ
て、棚田の景観形成やその周辺の地域と一帯となっ
た景観形成を図ることにしている。特に、姨捨地
区の景観の維持、育成に向けては、営農が第一条
件となる。そのため、現状保全を基調としながら、
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様々な方策により耕作の継続を図ることとしてい
る。また、景観条例による規制、誘導だけでなく、
地域住民はじめ棚田耕作者の理解を得ながら協働
で、姨捨地区の景観形成に努めることとしている。
　（後略、付表略）
（2）景観計画における届出対象行為
　（略、付表略）
３　文化財保護法に基づく届出対象行為
　文化財保護法第 139 条の規定に基づき、文化庁
長官にその旨を届け出なければならない届出対象
行為は、以下の通りである（表 5-3 参照）。
①歴史的に重要な道である一本松街道の改修、ま

たは舗装する場合。
②石造物の移設を行う場合（この対象は弁財天の
石祠、一本松街道沿いの馬頭観音など）。
　（後略）
４　名勝指定地の現状変更等の取扱い基準
　名勝「姨捨（田毎の月）」指定地内での現状変更
等については、別途定めた「名勝指定地の現状変
更等の取扱い基準」（表 5-4）及び、「名勝指定地
の地区ごとの取扱い基準」（表 5-5）によって、許
可申請することとなっている。
／出典：『姨捨棚田の文化的景観　保存計画書』（平
成 20 年 3 月、千曲市教育委員会）、抜粋、一部修正

5  姨捨の棚田

表 5-2　「姨捨の棚田」の景観構成要素一覧

＊白は第 1次選定対象地。グレーは今後の選定申出予定地

（土地利用等にする分類） 副景観単位
水田区画
用水路等
石造物
奇岩類
水田区画
用水路等
道路
奇岩類
石造物
水田区画
用水路・道路等
石造物
遺跡
水田区画
畑地・樹園地
用水路等
道路
遺跡
畑地・樹園地
用水路等
道路
遺跡
湧水
水路
石造物
大池のため池
道路
河川
取水施設
石造物
樹林地
長楽寺境内
石造物
奇岩類
集落・屋敷
農地
駅舎等

・区画の形状、形態
・用水路の配置、構造
・田毎観音、句碑、馬頭観音
・小袋石
・区画の形状、形態
・用水路の配置、構造
・地区内の道路及び畦道
・姪石
・馬頭観音
・区画の形状・形態
・農業用道路、農業用水路
・馬頭観音
・曽根塚古墳、上吉野遺跡
・区画の形状・形態
・畑地、樹園地
・農業用水路
・農業用道路、一本松街道
・判官塚古墳
・畑地・樹園地
・農業用水路
・農業用道路
・姨捨塚穴古墳
・弁財天の湧水
・水路
・弁財天の石祠
・上池・中池・下池
・池周辺の管理道、遊歩道
・更級川
・大口分水工、取水口
・水神の石祠
・大池市民の森
・本堂・月見殿・観音堂、月見堂
・芭蕉句碑、句碑群他
・姨石、宝ヶ池
・家屋・屋敷周り
・水田・畑地・樹園地
・駅舎、プラットホーム、スイッチバック
・姨捨公園

Ⅳ　水源周辺林地域

（3）JR篠ノ井線姨捨駅とその周辺

Ⅱ　水源ため池地域

文化的景観に関わる構成要素

（2）姨捨集落などの周辺集落

（1）名勝指定地：四十八枚田地区

（2）名勝指定地：姪石上姪石地区

（3）未整備地区

景　観　単　位

Ⅲ　更級川地域

Ⅴ　集落及び周辺地域

景観構成要素

（4）整備地区：長尾根工区

（5）整備地区：姨捨工区

Ⅰ　姨捨棚田地域

（2）ため池群

（1）弁財天の湧水

（1）名勝指定地：長楽寺地区
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表 5-3　現状変更対象行為と文化庁長官への現状変更の届けを要する行為一覧

副景観単位
Ⅰ（1）
名勝指定地
四十八枚田
地区
Ⅰ（2）
名勝指定地
姪石地区
Ⅰ（3）
名勝指定地
上姪石地区

水田区画
用水路等
道路

石像物

奇岩類

区画の形状・形態
用水路の配置・構
造
地区内の道路及
び畦道
田毎観音、句碑
馬頭観音
姪石（如来を含
む）
小袋石

水田区画
畑地・樹
園地

用水路等

道路

区画形状・形態

農業用水路

農業用道路

一本松街道 一本松街道の
改修
石造物の移設①【景観形成基準（案）】（土地

の形質変更）
①石造物の移
　設

馬頭観音他石造物

遺跡 曽根塚古墳、判官
塚古墳、上吉野遺
跡

①土地の形状
　形質の変更

水田区画
畑地・樹
園地

区画形状・形態 ①農地以外へ
　の転用
②区画の拡大・
　整備
③農作業小屋
　等の新設・改
　修

農業用水路

農業用道路

一本松街道

用水路等

道路

姨捨塚穴古墳遺跡

①水路配置・
　構造の変更
①農道の配置・
　構造の変更
①道路の配置・
　構造の変更
①土地の形状
　形質の変更

湧水 弁財天の湧水 ①土地の形状
　形質の変更

水路 池への導水路 ①水路の配置
　形状の変更

文化庁長官への
現況変更の届出
を要する行為

景観単位 景観構成
要素

文化的景観に関
わる要素

現状変更及び
保存に影響を
及ぼす行為

法規制に基づく
行為規制

景観計画に基づく
行為規制

Ⅰ（4）
部分整備地
区

Ⅰ（5）
圃場整備
地区

Ⅱ（1）
弁財天の
湧水

Ⅰ
姨
捨
棚
田
地
域

Ⅱ
水
源
た
め
池
地
域

①【景観形成基準（案）】
（土地の形質変更）形質の変
更を行わない
【届出行為（案）】
（法面・用壁）高さ1.5mを超え
るもの

①【景観形成基準（案）】
木竹の伐採等）水源林の保
全（工作物）（土地の形質の
変更）祠及び周辺は土地の
形状変更を行わない。

①【景観形成基準（案）】
（法面・擁壁、土地の造成）（道
路の舗装・明度）
【届出行為（案）】
（法面・用壁） 高さ１．５mを超え
るもの

①②【景観形成基準（案）】
（農業的土地利用の継承)（土
地の形質変更）基盤の整備は
最大面積１０a程度。
③（工作物）農作業小屋は１０
㎡以下。【届出行為（案）】
（法面・用壁）高さ１．５mを超え
るもの

①②【景観形成基準（案）】
（農業的土地利用の継承）
（土地の形質変更）基盤の整
備は最大面積10a程度。
③（工作物）農作業小屋は10
㎡以下。
【届出行為（案）】
（法面・用壁）高さ1.5mを超え
るもの
①【景観形成基準（案）】
（法面・擁壁、土地の造成）
（道路の舗装・明度）
【届出行為（案）】
（法面用壁）高さ1.5mを超え
るもの

①【森林法】により、民有林
は、１ha以上の開発行為は
許可を要す。また保安林に
ついても立木の伐採、土地
形状の補変更については
許可を要す。

①【農振法】により農用地区
域の除外、転用は許可を要
す。
①【農地法】により、農地から
の転用について許可を要す。

【文化財保護法】により、古
墳、遺跡の現状の変更に
ついては届出を要す。

①【農振法】により農用地
区域の除外、転用は許可
を要する。
①【農地法】により、農地か
らの転用について許可を
要す。

【文化財保護法】により、名
勝指定地は、保存のため
の計画及び名勝指定地の
取扱い基準等に基づいて
現状の変更許可を要す。

【文化財保護法】により、古
墳、遺跡の現状の変更に
ついては届出を要す。　

①農地以外へ
　の転用
②区画の拡大・
　整備
③農作業小屋
　等の新設・改
　修
①水路配置・
　構造の変更
①農道の配置・
　構造の変更
①道路の配置・
　構造の変更
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河川 更級川 ①流路・護岸の
　変更
②土地の占用、
　工作物の新
　設等

取水施設大口分水水門 ①流路・護岸の
　変更
②土地の占用、
　工作物の新
　設等

石造物 大口分水水神 ①土地の形状
　形態の変更

石造物の移設

樹林地 「大池市民の森」
市有林

①樹木の伐採
②土地の形質
　の変更

①土地の形状
　形態の変更

一本松峠標識その他

集落・屋
敷

建築物
屋敷周り

①建築物の改
　修、新築
②樹木・生け垣
　の改修等

農地 水田、畑地、樹園
地

①農地以外へ
　の転用

Ⅴ（2）
名勝指定地
長楽寺地区

Ⅴ（1）
姨捨集落
などの
周辺集落

長楽寺
境内
石造物
奇岩類

本堂・月見殿、観
音堂、月見堂
芭蕉句碑、句碑
群他姨石

Ⅴ（3）
JR篠ノ井線
姨捨駅と
その周辺

駅舎等 駅舎
プラットホーム
スイッチバック
姨捨公園

①駅舎及び駅
　施設の改修

Ⅳ（1）
水源周辺林

Ⅲ（1）
更級川本川

石造物 弁財天の祠 ①祠の移設
②周辺の土地
　の形状形質
　の変更

石造物の移設

大池の
ため池

上池・中池・下池
八幡林池

①土地の形状
　形質の変更

道路 池周辺の管理道
遊歩道

①土地の形状
　形態の変更

Ⅱ（2）
ため池群

Ⅲ
更
級
川
地
域

Ⅳ
水
源
周
辺
林
地
域

Ⅴ
集
落
及
び
周
辺
地
域

①【景観形成基準（案）】
（土地の形質変更）（工作物）
祠及び周辺は土地の形状変
更を行わない。
①【景観形成基準（案）】
（土地の形質変更）形質の変
更を行わない。
①【景観形成基準（案）】
（土地の形質変更）形質の変
更を行わない。

①【景観形成基準（案）】
（土地の形質変更）形質の変
更を行わない。

①【景観形成基準（案）】
（土地の形質変更）（工作物）
①【景観形成基準（案）】
（建築物及び屋敷地）建築物
の新築は高さ10ｍを超えな
い。庭木、生け垣等の美化に
配慮する（指針）。
②【景観形成基準（案）】
（木竹の伐採等）木竹、景観
木等の保全
①【景観形成基準（案）】
（土地の形質変更）区画の拡
大は最大面積10a程度。
【届出行為（案）】
（法面・擁壁）高さ１．５mを超え
るもの

①②【河川法】に基づき、
工作物の新築、改築等、土
地の形状変更等について
は許可を要す。

①②【河川法】に基づき、
工作物の新築、改築等、土
地の形状変更等について
は許可を要す。

①②【森林法】により、民有
林は、１ha以上の開発行為
は許可を要す。また保安林
については立木の伐採等
について許可を要す。【届
出行為（案）】（木竹の伐
採）高さ１．５mを超えるもの
高さ５mを超え、かつ伐採
面積３００㎡を超えるもの

①【農振法】により農用地
区域の除外、転用は許可
を要する。
①【農地法】により、転用は
許可を要する。

【文化財保護法】により、名
勝指定地は、保存のため
の計画及び名勝指定地の
取扱い基準等に基づいて
現状の変更許可を要す。
①【景観形成基準（案）】
（建築物及び屋敷地）伝統
的様式を残す建築物は、
外観の維持に配慮する改
修の奨励（指針）。
（工作物）周辺との調和
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［四十八枚田地区］
①原則的に現状の区画、畦畔の変更は認めない。
②新たな石碑や建築物等の設置は認めない。
③見学者のための安全設備や解説板などは、景観に馴染んだ統一の取れたものとする。

［姪石地区・上姪石地区］
①農地以外への変更は認めない。
②農作業の妨げとなる工作物等の設置や移動は認めない。
③棚田景観の全体像を阻害する大規模な土地の形状変更は認めない。

［長楽寺地区］
①新たな石碑や建築物等の設置は認めない。
②眺望の妨げとなる高い樹木の植栽や、構造物等の設置は認めない。
③見学者のための安全設備や解説板などは、景観に馴染んだ統一の取れたものとする

①指定地内の土地及び土地と一体をなす工作物、建築物及び、環境を構成するものの現状を変更し、またはその保存に影響を及
ぼす行為をしようとする時には、文化財保護法第125条の規定に基づき文化庁長官の許可を受けなければならない。
②維持の措置又は、非常災害のために必要な応急処置を執る場合、あるいは保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微
である場合は、この限りではない。
③影響の軽微なもの（許可が不要な行為）
ア　通常の農作業の範囲内で行われる変更及び、これに関わる簡易な工作物等（ハゼかけ等）の設置や撤去。
イ　耕作の継続に必要な畦畔の管理的な補修・改変や、田面の客土補修。
ウ　現状維持を基本とする道路や水路の管理的な補修。
エ　通常の樹木の整枝。
オ　枯損し又は病中害を受けた木竹の伐採。
カ　倒木や枯死の危険のある樹木の除去。
④現状変更等の実施にあたって
・名勝指定地内で、現状変更等を計画する場合は景観に配慮すると共に、市教育委員会と事前に協議し、市教育委員会を経
由して許可申請を行う。

表 5-4　名勝指定地の現状変更等の取り扱い基準

表 5-5　名勝指定地の地区毎の取り扱い基準

図 5-5　文化的景観の景観単位区分図
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図 5-6　「姨捨の棚田」の重要文化的景観選定範囲
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　近江八幡市は、滋賀県中央の琵琶湖に面した平野部に位置し、湖岸付近には島状の山地が分布してい
る。大河川から離れていることもあって、それらの周辺部では土砂の堆積が進まず、内湖や低湿地が形
成された。伝統的な生活、生業に基づく維持管理を通じて独特の生態系を示すヨシ原が展開しているも
のの、内湖の多くは干拓によって農地化され、現在では西の湖が滋賀県下における最大の内湖となって
いる。西の湖のヨシ原では、文化的景観保存調査を通じて新たに 133 種の希少植物が確認されたが、そ
の中には分布地が非常に少ないヌマゼリ、ヒメシオンのほか、近畿最大と考えられるヒメナミキの自生
地も見られるなど、琵琶湖周辺の湿地環境を特徴づける植物が数多く含まれている。また西の湖は、オ
オヨシキリ、カイツブリ、フナやモロコ類等の生息地としても重要な湿地生態系である。
　近江八幡市の周辺は古くから琵琶湖の東西交通を支えた拠点の一つとして栄え、近世には豊臣秀次が
八幡山城の麓に城下町を開き、西の湖を経て琵琶湖に至る八幡堀を開削した。楽市楽座などの自由な商
工業政策が行われ、廃城以後も在郷町として発達した。八幡堀沿いの街は舟運で結びついて旧城下町と
一体的に展開し、現在の市街地の骨格となった。
　江戸日本橋で近江商人が取引した商品には、「近江表」「近江上布」「近江蚊帳」などの湿生植物を原料
とするものが数多く含まれていた。西の湖の北岸に面する円山の集落は、当時在郷町として栄えた八幡
に近接し、近江商人が築いた流通経路を使って市場を拡大することにより、ヨシの産地として広く知ら
れるようになった。円山では、現在もヨシ加工による簾や葭簀をはじめとする高級夏物建具の製造が行
われており、製造業者の数は減少したものの、初刈りしたヨシ三束を三脚状に立てる「刈りはじめ」や「ヨ
シ地焼き」、刈ったヨシを円錐状にして天日で自然乾燥させる「丸立て」などの種々の作業は従来の手法
をとどめている。
　以上のように「近江八幡の水郷」は、西の湖およびその周辺に展開するヨシ原などの自然環境が、ヨ
シ産業などの生業や内湖と共生する地域住民の生活と深く結びついて維持・再生を繰り返しながら独特
の発展を遂げた文化的景観である。しかし、干拓や圃場整備による湿地生態系の衰退やヨシ葺屋根等の
減少が進みつつあり、文化的景観の変容が危惧されている。このような状況を考慮し、「近江八幡の水郷」
のうち、文化的景観保存計画を通じて保存管理、整備活用、運営体制に関する基本方針が定められた「西
の湖」「八幡川」「八幡堀」「長命寺川」「北之庄沢」の河川区域に含まれる水面およびヨシ原と、円山、

図 6-1　「近江八幡の水郷」の位置 図 6-2　円山集落付近のヨシ原

6  近江八幡の水郷
滋賀県近江八幡市

重要文化的景観の概要



556  近江八幡の水郷

図 6-4　ヨシ編み作業の様子図 6-3　ヨシ刈り舟

船木の集落に所在するヨシ葺など生業と密接に関連した家屋を含む 6 物件を重要文化的景観として選定
し、早急な保護を図ろうとするものである。/ 出典：『月刊文化財』第 509 号

【追加選定 1】
　「近江八幡の水郷」は、西の湖およびその周辺に展開するヨシ原などの自然環境がヨシ産業などの生業
や内湖と共生する地域住民の生活と深く結びついて形成され、特に重要であることから、重要文化的景
観の第 1 号として選定された。
　今回、近江八幡市の申出に基づいて追加選定の対象となる区域は、「円山の集落」と「白王の集落」で
ある。「円山の集落」にはヨシ作業小屋が点在し、現在もヨシ栽培やその加工との深い結びつきを示して
いる。一方「白王の集落」には、旧護岸の石積や湖中水田の地割が残り、内湖と共生の歴史を示している。
これらの集落は、かつて主たる交通手段を舟運に頼ったため、各家は内湖に面し、里山（円山、白王山）
の等高線に沿って線状に展開する。
　このたび、選定の条件が整ったため、これらの集落に対する追加選定を行い、既選定地である「西の湖」
等と一体的な保護を図ろうとするものである。/ 出典 :『月刊文化財』第 515 号

【追加選定 2】
　「近江八幡の水郷」は、西の湖およびその周辺に展開するヨシ原などの自然環境がヨシ産業などの生業
や内湖と共生する地域住民の生活と深く結びついて形成され、特に重要であることから、重要文化的景
観の第 1 号として選定された。
　今回、近江八幡市の申出に基づいて追加選定の対象となる区域は、農用地および里山である。農用地
の多くはかつて島であったもので、圃場整備後も西の湖に点在するヨシ原と混在する。「水郷めぐり」に
おいては、農業用の水路内を和船が通過するとともに水鳥も現れ、田舟で移動した当時の面影を伝えて
いる。里山もかつては島であったもので、現在も集落の人びとによって維持管理がなされている。
　このたび、農業振興地域整備計画の策定等、保護に係る条件が整ったため、農地および里山の追加選
定を行い、既選定地である「西の湖」および「円山の集落」「白王の集落」等を含め、複合景観として一
体的な保護を図ろうとするものである。/ 出典 :『月刊文化財』第 528 号
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「近江八幡の水郷」文化的景観保存計画

第 2部　文化的景観保存計画
第１章　文化的景観保存大綱
１. 文化的景観保護の意義
　（略）
２. 文化的景観保存計画の策定における合意形成の手法

　（略）
３. 文化的景観保存計画の構成
　（略）
４. 申出についての考え方
　景観計画区域又は景観地区内にある文化的景観
で、「保存管理」「整備活用」「運営体制」が十分に
検討された箇所から順次申出を行うこととしてい
る。
　平成 17 年度は、ヨシ帯の管理について早急な対
応が必要な「西の湖」「北之庄沢」「長命寺川」、護
岸に対する総合的な調査が必要となる「八幡堀」、
貴重なヨシ屋根等の建物を含む「円山及び船木集
落内にある重要景観構成要素」の申出を行い、引
き続き、現在もヨシ産業が維持され、内湖と共生
した生活の場である「円山・白王の集落」につい
て申出を行った（図 6-5 参照）。
　農用地に対する景観的視点からの保護措置が不
十分であることから、今後 2 年程度を目処に、文
化的景観保存計画との整合性を図りながら景観農
業振興地域整備計画を策定することとしている。
農用地区域に対する方針を決定した上で、農地及
び山林に対する申出を行い、最終的に「近江八幡
の水郷」のほぼ全域を重要文化的景観とする予定
である。
　（付図略）
第２章　基本方針
１. 保存管理・整備活用・運営体制に関する基本方針
　「近江八幡の水郷」は、文化的景観保存調査から、
湿生植物を活用した生業や湖上交通に基づいて行
われた商業活動等、水の利用によって形成された
ことが明らかとなっている。現在は、ヨシ産業等
の衰退や湿地生態系の荒廃から上記のシステムが
脆弱化しているため、近江八幡市は当該システム
の回復を目指すことによって「近江八幡の水郷」
を文化的景観として保護し、地域づくりの理念の
核に掲げるものである。こうした観点から「近江

八幡の水郷」の保存管理・整備活用・運営体制に
係る基本方針を、以下のようにまとめることがで
きる。
（1）保存管理に関する基本方針
①自然的観点
　琵琶湖をはじめ内湖や湿地の存在は、文化的景
観の保護における基本的な用件である。よって今
後、修理・修景事業を実施するうえでは、湿地生
態系に十分配慮した事業の展開を図る。また、農
地護岸部における土壌流出の防止や農業用排水に
よる水質の悪化等に関しては、景観農業振興地域
整備計画の策定を通じて景観・環境に配慮した農
業用施設の整備を進めるとともに環境保全型農業
の促進を図り、これによって文化的景観の質的な
向上をめざしていく。
②生活・生業の観点
　ヨシ帯の維持は文化的景観の保存にとってきわ
めて重要であるため、多様な主体の参加に基づく
ヨシ管理の体制づくりを推進することとする。ま
ず、地域住民によるヨシ管理を継続し、これとと
もにヨシ帯及び湿地を利用する既存の産業間の連
携や NPO 等の民間主体の連携を強化し、たとえ
ば景観整備機構等を活用したヨシ管理について検
討を行う。ヨシを使う伝統的な生活様式や生業の
活性化をすすめるとともに、新規産業の技術開発
について積極的に取り組む。また、農業、ヨシ産業、
和船産業等の多角的な経営を目的として、湿地の
ワイズユースに基づくエコ・ツーリズムなどの持
続可能な観光開発を推進することとする。
③歴史的観点
　八幡堀やその他の水路の維持は文化的景観の保
存にとって重要である。これらの水路を歴史的観
点から修理・修景する目的で、専門家や所有者等
によるワーキンググループを組織し、十分な調査
の上、護岸等の修理・修景を行う。また、特に八
幡堀とその周辺の街区及び建築群等の歴史的要素
について、一体的な景観形成を図ることとする。
（2）整備活用に関する基本方針
①河川護岸・水路石積み・水路・橋梁等に対する
修理・修景事業
　風景づくり委員会（景観法における景観協議会）
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の下部組織として文化的景観協議会（仮称）を組
織し、その中で河川、農地、集落等について年次
ごとに個別の整備計画を策定する。当該協議会に
おいて、河川事業、土地改良事業、文化財事業と
して実施する個別事業内容を決定し、各課との協
議を行った上で、重要文化的景観の保護に配慮し
た整備事業を行うこととする。
②ヨシ帯等の再生事業
　上記の河川等整備計画においてヨシ帯等の再生
を位置づける。実施においては、現存植生の保全・
維持だけでなく、荒廃した自然草地・耕作放棄地・
遊休地などにおける植生回復が将来的な西の湖に
おける生物多様性及び景観の保全にとって必要で
ある。ただし、植生回復の検討にあたっては、ど
のような植生に向けて回復を図るのかに関する目
標設定と事業目標達成のための十分な期間の設定
が肝要である。
③ワイズユースや生業活性化等に関する事業
　特に西の湖や長命寺川などの一級河川及びヨシ
帯は、河川法やヨシ条例によってほとんど改変す
ることはできない。これらの区域は、現在まで営
まれてきたワイズユースの形を継承するだけでな
く、新たなヨシ帯管理のシステムを構築するとと
もに、維持管理の対象となるヨシ帯の回復を目指
し、様々な取り組みを進める予定である。
④水田・農業用施設（建築物を含む）に関する事業
　景観農業振興地域整備計画において、文化的景
観を保護する観点から、修景整備のあり方を検討
するとともに、水田及び農道・農業用施設につい
ては、上記の河川等整備計画によって事業内容を
明確にする。
⑤集落
　文化的景観協議会によって集落整備計画を策定
する。重要景観構成要素とした建物や具体的な整
備活用の内容を決定するためには、文化的景観の
構成要素に対するより詳細な調査が不可欠である。
個々の整備にあたっては、綿密な調査を行う。
⑥里山に関する事業
　文化的景観協議会によって策定される水田等の
整備計画の中で具体的な事業内容を決定する。
（3）運営体制に関する基本方針
　文化的景観の運営体制は、景観法に基づく以下
の制度を利用し、地域住民の参加・参画を推進す
るとともに、民間主体による事業の参画を促進す
ることによって確立することとする。

・景観協定（風景づくり協定）
　「近江八幡の水郷」は、近江八幡市に暮らす一人
一人の市民や、この地域を訪れる人々との交流に
よって生み出されたものであることから、地域住
民をはじめ民間主体の積極的な参加・参画を進め、
自主的に協定を結び、良好な景観形成に資するこ
とができることとする。
・景観協議会（風景づくり委員会）
　公的主体と民間主体の連携を図り、風景づくり
委員会を組織し、公共事業を含めたすべての事業
について「風景づくり指針」を示すこととする。
・景観整備機構（風景づくり活動団体）
　景観整備機構を活用し、積極的な支援を行って
風景づくり活動団体を育成することとする。
・風景づくり活動に対する支援及び助成
　風景づくり協定地区及び風景づくり活動団体に
対し、その活動を支援する必要があると認めると
きは、技術的支援又は予算の範囲内においては、
その活動に要する経費の一部を助成する等の支援
を行うこととする。
２. 現状変更
　「近江八幡の水郷」内に所在する景観構成要素で
あって、文化財保護法により税の減免措置が行わ
れる家屋（重要文化的景観の形成に重要な家屋と
して文部科学大臣が定める家屋［総務省令で定め
るものを除く。］及び当該家屋の敷地の用に供され
る土地）が重要景観構成要素である。文化的景観
保存調査の結果、歴史的特性及び社会的特性の観
点から以下の 7 物件を選んだ（表 6-1 参照）。当該
家屋の外観及び躯体の変更については、景観法に
基づいて行われる景観行政団体の長への届出とと
もに、文化庁長官に対する届出が必要となる。
　さらに、今後、河川・農地・集落等に関する整
備計画の策定過程において、その重要性が認めら
れた物件については、追加として文化庁長官への
届出対象とすることも考えられる。
　（後略）
３. 法令等による保護措置
　重要文化的景観の選定申出に際しては、景観法
その他の法律に基づく条例で、文化的景観の保存
のために必要な規制を定めている必要がある。
　「近江八幡の水郷」のすべての景観構成要素に対
する保護が個別法及び景観法もしくはこれらに基
づく条例により担保されていることを示すため、
以下に保護措置について分析するとともに、適用
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される法令等を表 6-2 にまとめた。
　「水郷風景ゾーン」内の土地利用は、都市計画
法、農業振興地域の整備に関する法律、自然公園
法、森林法により概ね規制されている。山林の一
部に全く土地利用規制のない白地が認められるが、
これらは景観条例（木竹の栽培又は伐採等）によ
り保護措置を図った。また、円山・白王地区は建
築基準法第 22 条の除外区域であるため、ヨシ屋根
の建築物の建設が可能である。
　また、公有水面及びヨシ帯は、河川法、県条例
により重層的な規制が図られているところである
が、景観行政団体が保護にあたり主体的な役割を
担う必要があることから、景観条例（水面の埋め
立て又は干拓等）により、さらに規制を行った。
　（後略、付図略）
第３章　地区区分の考え方
　文化的景観を形成する具体的な個々の景観構成
要素に関する保存管理・整備活用・運営体制は、
地区区分に基づいて検討することとした。景観計
画区域（「水郷風景ゾーン」）と文化的景観（「近江
八幡の水郷」）は同一区域であることから、景観計
画及び文化的景観保存計画において、同じ地区区
分の考え方を採用した。地区を区分するにあたっ
ては、以下のような検討を行った。
１. 景観構成要素及びその有機的関係
　まず、「水郷風景ゾーン」の景観構成要素を、土
地利用形態から概ね、水田・畑地・林地・水面・
ヨシ地・居住地・道路等に大きく分け、その後、
土地利用の成立過程をより詳細に検討した上で、
水田・畑地をさらに「干陸（内湖を陸地化）」・「干
拓（湿地を陸地化）」・「通常の圃場整備」・「圃場
整備なし」の 4 つに、居住地を「集落」・「新興住
宅地」に、道路を「一般道」・「農道」・「古道」等
に分類した（図 6-6）。景観構成要素の詳細な分類

は、土地利用、建築物、工作物等に関する保存管
理上の手法や、修理・修景事業等の整備計画を策
定する際、技術や素材を決定する上で参考とする
ために必要であると考えられる。
　分類された景観構成要素は、河川及び丘陵によっ
て輪郭づけられる地形的特徴から、以下に示す 4
つのグループとしてまとめることができた。
Ａ．西の湖と北之庄沢の水面・ヨシ帯・集落
Ｂ．長命寺川北部に展開する里山（長命寺山）・集落
Ｃ．里山（八幡山）と旧津田内湖の畑・八幡川
Ｄ．八幡堀・旧八幡街区
　八幡川と八幡堀は同一河川であるが、旧市街地
と一帯となって景観を形成する八幡堀は、八幡川
から区別した。
２. 町界
　地形的特徴により一定のまとまりを構成するＡ
～Ｄのグループを町界と対応させたものが図 3-2
である。景観構成要素と集落の対応関係は、Ａ．
円山・白王（白部）・北之庄町、Ｂ．白王（王ノ浜）
島・北津田・中之庄町、Ｃ．津田・南津田・船木町、
Ｄ．宮内町となる。
　景観構成要素の管理は、歴史的な結束性を持つ
地域共同体によって行われていたため、生活・生
業及び風土に基づく文化的景観という性質から、
景観構成要素とその管理主体を一体として捉える
ことが望ましいと考えられ、地区区分を町界との
関連において決定することとした。
３. 地区区分
　以上から、「水郷風景ゾーン」を以下の 4 つの地
区に区分することとした（図 6-6）。
A．白王・円山・北之庄地区
B．島・北津田・中ノ庄地区
C．南津田・船木・船木山の手地区
D．八幡堀地区
　（付図略）
第４章　保存管理
１. 土地利用等の考え方
　今回の申出対象区域は、地区ごとに、A．西の湖・
北之庄沢及び円山・白王の集落及び重要景観構成
要素となる家屋及びその敷地、B．長命寺川、C．
八幡川及び重要景観構成要素となる家屋及びその
敷地、D．八幡堀地区である。地区ごとに保存に
配慮した土地利用等の考え方を検討するとともに、
重要景観構成要素の現状変更の考え方について整
理する。

表 6-1　文化財保護法による税の減免対象家屋

番号

1

2
3
4
5

6

7

円山神社 （本殿）
 （拝殿）
寶珠寺本堂
清見寺本堂
西願寺本堂
西村邸
近江八幡ユース・
ホステル
若宮神社 （本殿）
 （拝殿）

9.91
19.83
18.9

146.97
220.05
283.47

329

6.61
13.22

円山神社

寶珠寺
清見寺
西願寺
個人

個人

若宮神社

826

52.89
436
2218
776.85

1082.71

760

名　　　　称 面積（㎡） 所有者代土地面積（㎡）
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　（後略、付図表略）
２. 重要景観構成要素及びその他の構成要素
（1）重要景観構成要素
　本計画第 2 部第 2 章において現状変更の対象と
して定めた重要景観構成要素は、以下に示すとお
りである（表 6-3 参照）。
（2）景観構成要素
　（表 6-3 参照）。
第５章　整備活用
１. 整備活用に係る土地利用等の考え方
　「近江八幡の水郷」に関する整備活用は、基本方
針に則って内湖等の地域環境を損なわない範囲内
で行い、整備計画の策定にあたっては、風景づく
り指針に従って風景づくり委員会（景観協議会）
の意見を聞くものとする。また、整備計画は、関
係行政機関や学識経験者及び地域住民による協議
を経て策定し、河川事業や農業農村整備事業等の
公共事業とも整合性を図るとともに、これらの事
業内容についても文化的景観保護の観点から助言
を行うこととする。
　景観構成要素ごとに想定される整備活用は、以
下にまとめるとおりである。
（1）重要景観構成要素及び円山・白王の集落にお

ける景観構成要素となる家屋や工作物
①原則として、近江八幡市水郷風景計画に定める
建築物等の景観形成基準に基づき、集落の景観
形成を推進する。
②文化的景観の定義に鑑み、時代性に基づく整備
基準を設けない。
③関係行政機関・学術経験者・地域住民の代表者
による整備計画策定委員会を組織し、整備計画
を策定する。
④整備事業の対象として検討されるのは、以下に
示す内容である。
ア．重要景観構成要素（重要文化的景観の形成に

重要な家屋として文部科学大臣が定めるもの
であって、文化的景観保存計画に現状変更の
対象と定める家屋）

イ．ヨシ作業小屋等の生業に関する施設
ウ．旧舟溜・舟着き場及びその附帯施設
エ．集落と内湖との関係を示す工作物
オ．風土性を表す居住空間で整備計画策定委員会

において特に重要と認められたもの
（ア～オは、整備計画が示す基準の範囲内で、整備
事業の対象とする。）
（2）西の湖・北之庄沢・長命寺川・八幡川・その

他の水路
①西の湖・北之庄沢・長命寺川・八幡川・その他
の水路に点在するヨシ帯、ヤナギ類の再生を行
う。
　（後略）
②河川を重要景観公共施設にするとともに、行政・
学術経験者・地域住民代表による委員会を設置
し、河川の整備計画を策定する。
　（中略）
　整備事業の対象として検討されるのは、以下に
示す内容である。なお、エに示す八幡川の石垣護
岸に関しては、八幡堀修景計画策定委員会が定め
る計画との整合性を十分図るものとする。
ア．埋もれた水路の再生
イ．橋梁の修景
ウ．八幡川・長命寺川・西の湖・北之庄沢の護岸

整備
エ．八幡川の石垣護岸の修理・修景
オ．八幡川の旧舟溜再生
③農地関連の水路・農道及びこれらに架かる橋梁
等については、景観農業振興地域整備計画立案
後に整備計画の策定を行う。整備事業の対象と
して検討されるのは、以下に示す内容である。
ア．河川・水路に面した農地護岸の整備

図 6-2　土地利用規制等
景観構成要素
A. 全域

関係法･条例
都市計画法

説　　　　　明
　景観計画区域は全域が市街化調整区域内にあり、概ね第一種住居地域の用途地域内にあり、
北之庄町の一部が第一種低層住居専用地域である。八幡堀沿いに特別工業地区がある。八幡
堀は都市緑地である。

B. 琵琶湖
 沿岸部

滋賀県条例「ふる
さと滋賀の風景を
守り育てる条例」

　琵琶湖沿岸部は県条例に基づく琵琶湖景観形成地域（特別地区）に、大津能登川長浜線沿道
は沿道景観形成地区に指定され、県全体の広域的な風景づくりが行われている。県条例に基づ
く近隣景観形成協定が15地区で実施されている。協定の内容は、建築物の勾配屋根、壁面の色
彩に関するものや敷地の緑化、美化・維持管理に関するものである。

C. 農地 農業振興地域の
整備に関する法
律

　景観計画区域内の田園及びその周辺集落のほとんどは、農振農用地区域内にある。農振計画
に基づく土地利用の勧告、農地等の転用制限、開発行為（宅地造成、土石採取、土地区画整理
事業による土地の形質変更、建築物・工作物の新築・改築・増築） に対する制限があり、農地転
用は県知事の許可が必要である。
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D. 山林
・長命寺山

森林法 　長命寺山の山裾および八幡山、円山、白王山は森林法に基づく地域森林計画の対象となる民
有林に指定されている。この民有林において立木を伐採するには、市長に森林の所在場所、伐採
面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間および樹種その他農林水産省令で定める
事項を記載した伐採および伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。また、届出の内
容が市町村森林整備計画に適合しない場合は、市長は変更命令等を行うことができる。

・八幡山
・円山
・白王山

自然公園法 　琵琶湖沿岸部、八幡山、長命寺川、西の湖周辺は自然公園特別地域（琵琶湖国定公園）であ
る。工作物の新築・増築・改築、木竹の伐採、鉱物の採掘又は土石の採取、河川・湖沼等の水位
又は水量の増減、広告物の掲出・設置または工作物への表示、水面の埋め立て又は干拓、土地
の開墾その他土地の形状の変更、高山植物等の採取又は損傷、屋根・壁面・堀・橋・鉄塔・送水
管等の色彩の変更、車馬もしくは動力船の使用、飛行機の着陸等に対する制限がある。

E. 水面 河川法 　長命寺川、八幡川、西の湖は一級河川であり、河川区域に指定されている。
許可が必要な行為（河川区域）
①河川の流水の占用の許可、②河川区域内の土地の占用の許可、③河川区域内の土地における
土石等の採取についての許可、④河川区域内の土地における工作物の新築、改築又は除去につ
いての許可、⑤河川区域内の土地における土地の堀削、盛土又は切土についての許可等が必要。

F. ヨシ原 滋賀県条例「ヨシ
群落保全条例」

　西の湖、北之庄沢周辺のまとまったヨシ群落は、県条例に基づく保全地域に指定されている。
保全地域では、建築物その他の工作物の新築・改築・増築、鉱物の採掘また土石類の採取、水
面の埋め立て又は干拓、宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質変更、立木の伐採、ヨシ等
の採取又は損傷等においては、知事の許可が必要である。

H. 旧八幡町 文化財保護法・
市条例（近江八
幡市伝統的建造
物保存地区保存
条例）

　八幡堀とその周辺は、一部が重要伝統的建造物保存地区になっている。地域内においては、
建築物の新築・増築・改築・移転又は除去、建築物の修繕・模様替え又は色彩の変更、その他外
観を変更することとなるもの、宅地の造成その他の土地の形質変更、木竹の伐採、土石類の採
取、水面の埋立又は干拓について市長及び教育委員会の許可を受けることとしている。

I. 景観計画
 区域全域

近江八幡市景観
条例による届出
行為等（基準等
については景観
計画に定める）

・建築物の新築、増築、改築もしくは移転、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
・工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は
色彩の変更
・都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他制令で定める行為
・土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形式の変更
・木竹の植栽又は伐採
・屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和年 法律第号）第２条
第１項に規定する廃棄物を言う。）、再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律［平成
３年法律第48号］第２条第４項に規定する再生資源をいう。）その他の物件の堆積で、堆積期
間が30日間を超える行為
・水面の埋め立て又は干拓

K. 重要文化
 的景観選
 定地区

文化財保護法に
おける現状変更
行為

　重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする
者は、文化庁長官にその旨を届ける。
　現状変更の対象となる行為については、文化的景観の保存計画に示す。

G. 集落
・円山
・白王

建築基準法 　白王・円山地区は第22条除外地域である。よって風景計画によって推奨しているヨシ屋根の建
築物の建設が可能である。

J. 全市域 近江八幡市風景
づくり条例

　この条例は、近江八幡市の風景づくりに関する施策の基本となる事項を総合的に定めることに
より、市、市民、事業者等が連携協働し、近江八幡の魅力ある風景を守り、はぐくみ、次世代に引
き継ぐ営みを支援することを目的とする。

都市緑地法 　第４条に基づいて「近江八幡市緑の基本計画」を定め、八幡川の整備に取り組んでいる。

・円山
・白王山

滋賀県規則急傾
斜地の崩壊によ
る災害の防止に
関する法律施行
細則

　円山・白王山は急傾斜地崩壊危険区（知事が関係市町村長の意見を聞いて指定する崩壊する
おそれのある急傾斜地［傾斜度30度以上］で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危
害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、
又は誘発されるおそれのある行為を制限する必要がある土地の区域）であり、次のような行為
は、知事の許可を受けなければならない
・水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
・ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設（擁壁、排水施設等）以外の施設又は工作物
の設置又は改造
・のり切、切土、掘さく又は盛土
・立竹木の伐採
・木竹の滑下又は地引による搬出
・土石の採取又は集積
・その他急傾斜地の崩壊を助長し又は誘発するおそれのある行為
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イ．農業用排水路の修景
ウ．橋梁の修景
（3）道路及び農地、里山（八幡山・円山・白王山）
①景観農業振興地域整備計画の策定後に、道路・
農地、里山の整備計画を策定する。計画策定に
当たっては、行政・学術経験者・地域住民代表
及び景観農業振興地域整備計画に関わった委員
の代表からなる策定委員会を組織する。目標年
次を平成 20 年とする。
②今後、申出予定の水田等の農地については、景
観農業振興地域整備計画に沿って整備計画を進
めるものである。文化財の観点から文化的景観
として相応しい農地の保護策について検討する。
③農用地等における開発行為を届出対象とする必
要性について、土地所有者等と協議を行う。
④選定区域内の道路に関しては、今後景観に調和
した道路作りを行うことを目的として管理者等
と協議を行う。
⑤里山という観点から、八幡山の東面、円山、白
王山について適切な保護策を取り、森林整備計
画の見直しを含めて計画を策定する。
２. 具体的な整備活用の考え方
　（略）
第６章　運営体制
　重要文化的景観の範囲は景観計画の範囲内であ
り、景観計画の範囲における規制や運用は景観協
議会や景観機構が行う事が原則となっている。近

江八幡市では景観協議会を近江八幡市風景づくり
委員会と呼称しており、すでに各種の協議を行っ
ているところである。また、計画区域内における
開発行為に関しては近江八幡市建設部風景づくり
推進室が窓口になり一元化して運用しているとこ
ろである。重要文化的景観選定区域内における開
発行為も、景観計画区域内にあることから、重要
景観構成要素の現状変更や整備計画によって定め
られた景観構成要素以外の開発行為に関しては特
に届出を必要としないようにしたいと考えている。
しかし、開発行為の中には景観に重要な影響を及
ぼす行為も含まれることがあるので、現在窓口と
なっている風景づくり推進室とは充分な協議を行
いながら、書類上の審査は行う方針である。
　ヨシ地の保全は近江八幡の水郷にとって重要な
課題である。現在、近江八幡葭生産組合によると、
刈っていないヨシ地が相当あり、今後も刈り取る
予定の無いところもあるという。これではヨシ地
は草地化するばかりであり、ヨシを保全する上で
大きな問題となっている。このため近江八幡市で
はヨシ地の刈り取りを行うべく新たな仕組みづく
りを模索している。この中には景観機構や保存団
体との連携も視野に入れている。
　（後略、付図略）
／出典：『安土・八幡の文化的景観保存活用事業報
告書』（平成 18 年 3 月、近江八幡市）、抜粋、一部
修正

表 6-3　景観単位別の重要景観構成要素と景観構成要素一覧

景観単位 重要景観構成要素
水面
ヨシ帯
護岸
農地
農業用排水路
道路
水路及び水路石積み護岸
水面
ヨシ帯
護岸
農業用排水路
水面
ヨシ帯
護岸
農地
水面
護岸
道路

ヨシ加工小屋
ヨシ加工場
低い虫籠窓を持つ家屋
前面庇の付く土蔵
橋梁
寺院及び祠

道路
ヨシ加工小屋
寺院及び祠

農業用排水路
道路
橋梁
寺院及び祠
橋梁
お堂及び祠

景観構成要素

C. 南津田・船木・船木山の手地区

D. 八幡堀地区

・西願寺

・円山神社（本殿・拝殿）
・寶珠寺本堂
・清見寺本堂
・西村邸
・近江八幡ユースホステル
・若宮神社

A. 白王・円山・北之庄地区

B. 島・北津田・中之庄地区
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図 6-5　「近江八幡の水郷」の重要文化的景観申出範囲
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図 6-6　景観構成要素図

図 6-7　水郷風景区分図
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　高島市は琵琶湖の北部に位置し、後背地の多様な山々と琵琶湖に流れ込む河川、内湖および河口部の
湿地によって構成されている。このうち海津、西浜、知内の三地区は、高島市最北部の海津大崎を先端
とする山塊が、北から琵琶湖に突出する狭い平野部に展開している。知内には、本地区最大の知内川が
流れ込むが、この川は、山間部に小規模な谷底平野と、琵琶湖河口に小規模な三角州をつくるに過ぎず、
海津、西浜においては、湖岸に迫る山地と琵琶湖の沿岸流によって堆積した浜堤が、わずかに帯状の陸
地を成すのみである。浜堤の内側にはかつて内湖と呼ばれる付属湖が広がっていたが、戦後行われた干
拓事業によってその多くは失われた。
　本地区の最大の特徴は、琵琶湖をはじめとする河川・内湖、扇端部の湧水を水源とする小河川、さら
に増水時に冠水する水田等によって形成される多様な水界である。これらはそれぞれ、地域固有の豊か
な生態系を示している。特に湖岸の植生は、国内の内水面ではほとんど見ることのできないハマゴウ、
ハマヒルガオ、タチスズシロソウ等の海岸性の植物を含み、内湖においては、イヌスギナ、オオバマル
バノホロシ等の湿地性の稀少植物が確認されている。
　本地区の地域経済を支えてきた魚類も、その種類は多様である。琵琶湖では砂底質を好むアユが卓越
しているが、内湖や小河川、水田には、泥底質を好むコイやフナ類が多量に遡上する。琵琶湖特有の環
境に合わせて発達した伝統的漁法として、河川を簀で遮断し遡上する魚を漁獲部分に誘導するヤナ漁や、
カラスの羽を着けたサオで湖岸に寄るアユを驚かせながら網に追い込むオイサデ漁等があり、その技術
は現在まで継承されている。漁獲された水産物は、加工技術の充実が図られるに従い、湖上交通を介し
て大津、京都に運ばれた。特に食材としてのアユは昭和 30 年代ころまでよく流通し、その後、種苗とし
ての価値を獲得した後は、流通システムの発達もあり、全国に輸送されるようになった。
　本地区における人間活動の直接的な証拠は、12 世紀代の西浜遺跡出土の遺跡群である。しかし、内陸
部の遺跡状況や文献資料、古来から機能した北陸道（西近江路）の存在から想定される古代高島郡の有
様は、本地区が、さらに早い時期から港として開けていたことを示している。その後、日本海から琵琶
湖を経て京都に向かう湖上交通網が整備された 15 世紀以降、本地区は本格的な発展を遂げることとなっ
た。特に江戸時代においては、宿場・港町として多くの人や荷物が行き交い、内湖を活用した荷物の積
み出しや受け取りが行われ、旅人を相手とする商売が栄えるなど、港湾都市としての様相を呈していた

図 7-1　「高島市海津・西浜・知内の水辺景観」の位置 図 7-2　ハシイタでの洗い物

7  高島市海津・西浜・知内の水辺景観
滋賀県高島市

重要文化的景観の概要



65

と考えられる。
　本地区における琵琶湖と生活の密接な関係は、現在も豊な地域文化の中に認めることができる。湖岸
に設置される「橋板」とともに、「イケ」と呼ばれる水場や「共同井戸」「屋敷井戸」が数多く残っている。
たとえば、野菜を洗う場合には「イケ」で、洗濯物は「橋板」を使って琵琶湖で洗うなど、水の性質に
応じて使い分けが行われてきたようである。「イケ」等の管理は、地域独自のコミュニティによって支え
られ、現在も地域社会の基盤となっている。
　以上に示してきたように、「高島市海津・西浜・知内の水辺景観」は、古来より北陸道や琵琶湖の湖上
交通を背景として、輸送や商業活動、それに携わる人びとの流通・往来によって生み出された重要な文
化的景観である。特に海津は、水路と陸路の結節点において発達した湖北の都市であったことがうかが
え、集住・商業の場としての特徴を現在にとどめている。しかし、近年、伝統的な生活様式や産業構造
の変化によって人口減少が著しく、本地区の衰退は顕著となっている。よって、文化的景観保存計画に
おいて明確な保存管理、整備活用、運営体制が定められた「高島市海津・西浜・知内の水辺景観」内の
水面、河川、湿地、集落、街路等を重要文化的景観として選定し、早急な保存・活用を図ろうとするも
のである。/ 出典 :『月刊文化財』第 533 号

図 7-3　知内川のヤナ漁 図 7-4　海津集落の湧き水（イケ）

7  高島市海津・西浜・知内の水辺景観
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第２部　「高島市海津・西浜・知内の水辺景観」保存計画
第１章　計画の大綱
１. 文化的景観保護の意義
　（略）
２. 計画の目的
　（略）
３. 計画策定に至る経過
　（略）
４. 計画の構成
　（略）
５. 申出についての考え方
　高島市は全市域が景観計画区域であり、市内に
はいくつかの申出の候補地が存在する。この中で、
独特の「水辺景観」を形成する海津・西浜・知内
地区を本市として最初の申出地域とした。この地
域は古くから漁場として発展するとともに、日本
海と都を結ぶ街道が通り、陸上交通と湖上交通の
結節点としても栄えた場所である。また、明治以
降は蒸気船の発着地ともなった。現在は、琵琶湖
と連続する内湖（沼）の一部に希少な植生物が生
息するだけでなく、内湖を活用した独特の漁業形
態や、江戸時代に築造されて以降、波除けとして
あるいは住居の一部分として欠くことのできない
石積みなど、重要な構成要素が集中して残る。
　以上に配慮し、海津・西浜・知内地区のうち、
添付図面のとおり海津大崎から海津・西浜地区の
湖岸と一部の内湖、およびヤナ漁の保護水面であ
る知内川までを第 1 次申出地域とする。第 2 次以
降の申出に関しては、市民の理解をより深めた上
で、別紙図面のとおり周辺部の水田地帯、山ろく
部を申出対象とする。より詳細には、現在計画中
のバイパス建設の計画等も見極めつつ、今後の申
出を検討することとする（図 7-6 参照）。
第２章　基本方針
１. 保存管理・整備活用・運営体制に関する基本方針
（1）保存管理に関する基本方針
　本市には、水源地から琵琶湖に至まで広い範囲
には人の暮らしと水のかかわりを表す優れた景観
が残されている。とりわけ申出対象地域において
は、山と湖という広大な自然が人間生活と密接に
関連しつつ独特な文化的景観を形成している。海

津・西浜地区は、琵琶湖の深い入江湖に位置する
という地形的条件と、畿内と北陸を結ぶ水陸交通
の起点という地理的条件に基づき、流通往来の拠
点として過去から現在に至るまで重要な場所性を
有している。また、湖辺の砂浜の形成や農業、漁
業の発展などをもたらしてきた知内地区は、中世
より漁業従事者が小規模な都市形態を作り出した
ことが想定され、海津の湊から特に京都に対して
多くの淡水魚が輸送された。知内川は県内でも有
数の鮎の遡上河川であり、魚の遡上本能を利用し
た伝統的な漁法のヤナ漁が、今日まで継承されて
いる。
　以上の本質的価値を十分に認識した上で、当該
地域の保存管理、整備活用、運営体制について、
以下のように指針を定める。
①自然的観点
②歴史的観点
③社会的（生活・生業の）観点
　（後略）
（2）整備活用に関する基本方針
　高島市では、文化的景観を、1）市民自らが自分
たちの住む地域の良さを再認識するため、2）市
外から高島市を訪れる人々にとっての観光資源と
して供するため、3）地域を知り、学ぶための重要
な資源、として今後の更なる整備活用を推進する。
そして自然的特性・歴史的特性・社会的特性をふ
まえ、以下のように指針を定める。
①内湖（沼）・水路の保全・再生事業
②伝統的な護岸の保存・修景
③湖上往来の起点となる施設の保全・整備、湖上
遊覧の開発事業
④町並みの保全・整備事業
⑤桜並木の保全事業
　（後略）
（3）運営体制に関する基本方針
　海津 1 区、2 区、3 区、西浜、知内の 5 つの行政
区が連携しながら文化的景観の保存・管理による
地域づくりを進める。連携組織には、各地区のま
ちづくり委員等の参加を促す。全体で協議し、地
域主体による運営体制を確立していくことを目指
し、発展的には、海津・西浜・知内地区まちづく
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り連絡協議会を発足する。この会は、地区内のま
ちづくり事業と各区をつなぐ役割を担い、地域ぐ
るみで今後の町づくりを支えていく仕組みとする。
２. 現状変更の対象
　文化的景観保存調査の結果、海津・西浜・知内
地区内に存在する重要景観構成要素（重要文化的
景観の形成に重要な家屋として文部科学大臣が定
める家屋［総務省令で定めるものを除く。］であっ
て文化庁長官に対して現状変更の届出を必要とす
るもの）については、本地区の歴史的特性及び社
会的特性の観点から以下の 8 件を選んだ（表 7-3
参照）。
　当該物件の外観及び躯体の変更等については、
景観法に基づいて行われる景観行政団体の長（高
島市）への届出とともに、文化庁長官に対する届
出が必要となる。さらに、今後の整備計画の策定
過程において、その重要性が認められた物件につ
いては、追加として文化庁長官への届出対象とす
ることも考えられる。
　（後略）
第３章　地区区分の考え方
１. 景観構成要素及びその有機的関係
　「高島市海津・西浜・知内地区の水辺景観」は、
海津大崎から知内川河口に至る琵琶湖の湖岸とそ
の後背地からなる湖北の湾曲した地形に位置し、
西の山崎山、東の東山に囲まれた湾の一角を形成
している。
　琵琶湖を大きな構成要素としてそこに流れ込む
川や水路、内湖（沼）などの水面が広がり、これ
らと松林や町並み、港、水田が一体性を持って展
開する。当該地区には、漁業や木炭、石灰等の生
業の発展にともなって原料及び加工品を運搬する
湖上水運が発展し、これと街道が結節点を成すこ
とによって、流通往来を核にした都市的色彩の濃
い集住地が形成されている。
２. 地区区分
　自然地形や土地利用、集落・まちの形成等を勘
案して、マキノ湖岸地域を以下の 3 つの地区に区
分することとする（図 7-5 参照）。
A. 海津大崎地区
　湾の東端、海津大崎から海津浜までの湖岸沿い
の地区。湖岸にそって県道が走り、その県道の湖
側の路肩に桜の木が連続して植えられている。住
居等の建造物は数件の土産物店などを除いて存在
しない。大崎寺下の湖岸には、現在春の臨時便に

のみ使用されている船の桟橋があり、伝説等が残
ることによって象徴性を持つ地区である。人々の
生活に結びつく要素は少なく、景観上の重要な資
源が集中する。
B. 海津・西浜地区
　湖に面して石積みで守られた町並みが続き、海
津浜から西浜までの西近江路（北陸道・北国海道）
に沿った地区である。かつての桟橋跡や街道と琵
琶湖をつなぐ路地であるヅシなど、湖に開かれた
港町として特色のある景観を有する。また湖上か
らは、石積みの上にある大きな樹木や寺院の大屋
根などが目印となる昔ながらの景観を望むことが
できる。街道に面する町並みの背後には、漁場や
船溜り、また荷物運搬の水路として利用された内
湖（沼）や川があり、かつての水辺の生活をうか
がうことができる。また、西浜集落には、琵琶湖
で獲れた魚の加工工場が立ち並び、地域の生業を
伝える地域でもある。
C. 西浜（高木浜）・知内地区
　西浜地区の中で、石積みが途切れる舟入川より
西側川と高木浜、知内浜および知内川で構成され
る地区である。かつて民家はほとんど存在しなかっ
た場所である。高木浜から知内川河口までは、現
在水泳場、キャンプ場として整備されている。こ
の付近は、白い砂浜と松並木がつづき、琵琶湖岸
の代表的な景観を作り出している地域でもある。
知内川では、現在もヤナ漁を始め伝統的な漁法を
伝える漁業が続けられている。地区内には、漁具
等の保管をする倉庫や、ヤナ漁の状況を監視する
ため「ヤナ場」とよばれる小屋があり、漁業にか
かわる施設が集中している。浜辺の景観と漁業景
観をもつ地区であり、観光客の導入、外に向けて
の情報発信について拠点の一つとなる地区でもあ
る。
３. 重要景観構成要素及びその他の構成要素
（1）重要景観構成要素
　これら各地区に存在し、本計画第 2 部第 2 章に
おいて、現状変更の対象として定めた重要景観構
成要素は、以下に示すとおりである（表 7-1 参照）。
（2）景観構成要素
　本地域には、重要景観構成要素のほかにも、こ
の地域の景観形成に必要であると思われる要素が
数多く存在する。これらは今後、本地域の景観を
維持・活用していくために個々の特性を生かした
保存活用を検討する必要がある。ここでは、これ
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らの要素を景観構成要素と位置付け列挙した（表
7-1 参照）。
　（後略、付図略）
第４章　保存管理
１. 土地利用等の考え方
　今回の申し出対象区域は、Ａ．海津大崎地区、Ｂ．
海津・西浜地区、Ｃ．西浜（高木浜）・知内地区の
３地区である。地区ごとに保存に配慮した土地利
用等の考え方を整理するとともに、重要景観構成
要素の現状変更の考え方についても整理する。
Ａ．海津大崎地区
　Ａ地区は、森林法、県条例「ふるさと滋賀の風
景を守り育てる条例」などによって保護されてい
る。文化的景観の保存管理という観点からは、「日
本のさくら名所 100 選」にも選ばれ、全国的にも
知名度の高い海津大崎の桜並木の保全を中心に、
琵琶湖岸の景観の維持を図っていく。
Ｂ．海津・西浜地区
　Ｂ地区は、都市計画法、自然公園法、県条例の
規制下にある。文化的景観の保存管理という観点
からは、海津一区から西浜の湖岸に続く石積みの
保全を図る。また、旧街道の通る町並みと、内湖
（沼）の景観の保全・再生を推進し、かつては日本
海側の港と都をつなぐ結節点として栄えた集落景
観の保全を図る。
Ｃ．西浜（高木浜）・知内地区
　Ｃ地区は、都市計画法、農振法、県条例などの
規制下にある。文化的景観の保存管理という観点
からは、知内川のヤナ漁や琵琶湖での追さで漁を
始めとした伝統的漁業の景観を保全しつつ、美し
い砂浜と松林で知られる浜辺の景観の保全を図る。

２. 法令等による保護措置
（1）土地利用規制法等による行為規制
　重要文化的景観の選定の申し出に際しては、景
観法その他の法律に基づく条例で、文化的景観の
保存のために必要な規制を定める必要がある。高
島市海津・西浜・知内地区のすべての景観構成要
素に対する保護が、景観法もしくはこれに基づく
条例に担保されていることを示すため、以下に保
護措置について分析するとともに、適用される法
令等をまとめた。
　高島市海津・西浜・知内地区内の土地利用は、
自然公園法、農業振興地域の整備に関する法律、
河川法、森林法により概ね規制されている。また、
琵琶湖沿岸地域は、全域が滋賀県条例「ふるさと
滋賀の風景を守り育てる条例」により景観の形成
が推進されている。また海津・西浜の集落部は、
都市計画地域内の用途地域であり、都市計画法に
基づく既成が行なわれている。ただし、用途地域
は文化的景観の本質的価値と矛盾する要素を孕む
ことから、今後見直しを検討することとする（表
7-2 参照）。
　（付図略）
（2）景観法に基づく景観計画による規制
　重要文化的景観の選定申出を行う前提として、
景観法基づく景観計画の策定が必要となる。高島
市では、平成 17 年 11 月に景観行政団体となった
上で、市域全体を計画範囲とする「高島市景観計
画」を策定し、「高島市景観条例」の制定準備を進
めている。また、市の上位計画である高島市総合
計画においても、景観の保全が基本構想に掲げら
れており、「環の郷」実現を目指して、景観の保全
と活用が検討されている。
　（後略、付表略）
３. 現状変更の考え方
（1）重要文化的景観の現状変更等の取扱基準
　現状変更対象行為と文化庁長官への届出行為に
ついて整理する。文化庁長官に対する現状変更等
の届出対象行為は以下の通りとし、これについて
は、（2）にて別途取扱いを定める（表 7-3 参照）。
・ 湖岸の石積みの除去を行う場合。
・ 重要景観構成要素となる建造物の移転・除却を
行なう場合
第５章　整備・活用
１．整備・活用に係る基本的な考え方
　「高島市海津・西浜・知内地区の水辺景観」に関

表 7-1　重要景観構成要素及びその他の構成要素
景観単位

B－海津・西浜地区

A－海津大崎地区 海津大崎の桜並木

・ 海津・西浜地区
の石積み
・ 海津漁業共同
組合旧倉庫
・ 用達邸
・ 高木邸
・ 中川邸
・ 中村邸
・ 吉田酒造店舗
および酒蔵

・ 知内川漁業者
組合旧倉庫

・ 白い砂浜と松林
・ 知内川のヤナ漁
・ 知内漁港

・ 海津桟橋跡
・ 石積みの上の樹木
・ 橋板
・ 町割りとヅシ
・ 町並みを形成する建物
・ 寺院
・ 湧水（イケ）
・ 中ノ川、西内沼、奥田沼
・ エリ
・ 海津漁港
・ 佃煮加工工場

C－西浜（高木浜
地区）・知内地区

景観構成要素 重要景観構成要素

－
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　地域内の湖岸沿岸部はほぼ全域が自然公園特別地域（琵琶湖国定公園）である。地域内での
工作物の新築・増築・改築・木竹の伐採、広告物の掲出・設置または工作物への表示、屋根・壁面・
堀・橋・鉄塔・送水管等の色彩の変更等に対する制限がある。

　湖岸沿岸部は、A.地区と同様、自然公園特別地域である。またさらに県条例「ふるさと滋賀の風
景を守り育てる条例」琵琶湖景観形成推進地域（特別地区）に指定され、県条例に基づく風景づ
くりが行われている。

　湖岸沿岸部は、B.地区と同様、自然公園特別地域および「ふるさと滋賀の風景を守り育てる条
例」特別地区に指定される。

　大崎周辺の山地は森林法に基づく保安林であり、立木の伐採、土地の形質変更等を行う場合
は、許可が必要となる。

　地域内の中ノ川は一級河川であり、河川区域に指定される。区域内の流水の占用、土地の占
用、土石等の採取、工作物の新築、改築、除去、掘削、盛土等については許可が必要である。
　国道から東側のほぼ全域が都市計画区域の用途地域内にあり、国道沿いは準工業地域、海
津第１区の旧街道沿いの一部とJRマキノ駅前は商業地域、その他は第１種住居地域である。

　知内川以南の平野部は農業振興地域であり、農地以外の利用については許可が必要となる。

　地域内の知内川は一級河川であり、河川区域に指定される。区域内の流水の占用、土地の占
用、土石等の採取、工作物の新築、改築、除去、掘削、盛土等については許可が必要である。

現行の土地利用規制法等に基づく行為
規制
県風景条例に基づき、色彩、改修・移転
等の場合には基準が設けられている。
「県風景条例」に基づき、改修・移転等の
場合には基準が設けられている。
「県風景条例」に基づき、改修・移転等の
場合には基準が設けられている。
「県風景条例」に基づき、改修・移転等の
場合には基準が設けられている。
「県風景条例」に基づき、改修・移転等の
場合には基準が設けられている。
「県風景条例」に基づき、改修・移転等の
場合には基準が設けられている。
「県風景条例」に基づき、改修・移転等の
場合には基準が設けられている。
「県風景条例」に基づき、改修・移転等の
場合には基準が設けられている。

説 　　　　　　明関係法・条例景観単位

全域（Ａ・Ｂ・Ｃ）・ 自然公園法

・ 森林法

・ 滋賀県条例「ふる
 さと滋賀の風景を
 守り育てる条例」

・ 滋賀県条例「ふる
 さと滋賀の風景を
 守り育てる条例」
・ 農業振興地域の
 整備に関する法律

・ 河川法

・ 都市計画法

・ 河川法

Ａ． 海津大崎
 地区
Ｂ． 海津・西浜
 地区

Ｃ． 西浜（高木
 浜）・知内地
 区

石積み 海津・西浜地区の湖岸
の石積み
海津漁業協同組合旧
倉庫
知内川漁業者組合旧
倉庫
用達邸

高木邸

中村邸

中川邸

吉田酒造店舗および
酒蔵

・ 護岸の人為的な変更
・ 石積みの除去

・ 石積みの除去

・ 建物の移転、除却

・ 建物の移転、除却

・ 建物の移転、除去

・ 建物の移転、除去

・ 建物の移転、除去

・ 建物の移転、除去

・ 建物の移転、除去

・ 移転、除却

・ 移転、除却

・ 移転、除去

・ 移転、除去

・ 移転、除去

・ 移転、除去

・ 移転、除去

建造物

建造物

現状変更および保存
に影響を及ぼす行為

文化庁長官への現状変
更の届出を要する行為

文化的景観として
特定する要素景観構成要素

する整備活用は、第 2 章に示した基本方針に則っ
て、地域環境を損なわない範囲内で行い、整備計
画の策定にあたっては、海津・西浜・知内各地区
の状況を鑑み、関係行政機関や学識経験者および
地域住民による綿密な協議を経るものとする。ま
た計画の実施については河川事業や農村整備事業
等の公共事業とも整合性を図るとともに、必要に
応じて調査・研究を行ない、条件が整ったところ
から順に実施に移していくこととする。
２. 具体的な整備・活用
（1）重要景観構成要素
ア．海津・西浜の石積み
　海津・西浜の石積みについては個所によって状
況に違いがあるが、いずれも古く痛みも激しいこ

とから、保存活用・修景を目的とした学術的調査
を行ない、整備計画を策定した上で調整のついた
個所から実施に移していく必要がある。所有者等
の意向確認や建築基準法による規制との調整も不
可欠であり、十分な事前調査と検討が必要である。
イ．蔵・倉庫等の建造物（海津漁業協同組合旧倉庫・
知内川漁業者組合旧倉庫）

　海津漁業協同組合旧倉庫は、海津港の入口付近
にあるという立地条件を生かし、地域を紹介する
「資料館」「交流施設」としての活用を進める。外
観は現在のものを生かし、内部は展示・交流スペー
スを設けるための改修工事を検討する。改修・資
料展示等については、市と地域との共同事業とし、
運営については、まちづくり連絡会議等で調整の

表 7-2　土地利用規制等

表 7-3　変更対象行為と文化庁への現状変更の届出を要する行為一覧

7  高島市海津・西浜・知内の水辺景観
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図 7-5　「高島市海津・西浜・知内の水辺景観」の景観単位区分

上、地域株式会社や NPO 法人の設立を検討する。
　知内川漁業者組合旧倉庫は、現在の外観を大き
く損なわない範囲で修景を実施し、内部に保管さ
れる古い魚具などを整理・展示し、地域の伝統、
生活等の聞き取りを行う「語り部会」の会場とし
て活用する。
ウ．町家等の建造物（用達邸・中村邸・中川邸・
高木邸・吉田邸）

　これらの建造物については、現在も一般住居と
して利用されていることから、所有者の意思、生
活の場としての利便性を尊重した上で、保存修理
の手法を検討する。
（2）景観構成要素
　（略）
第６章　運営計画
　「高島市景観計画」は、地域の独自性を尊重しな
がら良好な景観が形成されるよう、住民協定や地
域協定を主体としたルールづくりを推進すること
としている。
　文化的景観の保存管理・整備活用に必要な体制
は、地域を主体とし、その上で必要に応じて行政
や専門家、学識経験者、企業、NPO 団体などの組
織化を図り、技術的・人的支援を広げることによっ

てより充実した地域とその他の諸団体との協働を
図ることが必要である。本市では、文化的景観の
保存管理体制として、行政と地域との連携を深め
るだけでなく、NPO 活動団体等を育成、支援して
いくことを検討する。現在、各地区のまちづくり
に関する事業の企画や計画を合議する組織として
海津・西浜・知内地区「まちづくり連絡会議」の
発足について検討を行っている。「まちづくり連絡
会議」は、区の役員が定期的に変わってもある一
定期間継続してまちづくりに取り組むことができ
るものであり、まちづくり事業と各「区」をつな
ぐ役割を持つだけでなく、地域ぐるみでまちづく
りを支える組織となる。
　来訪者の受け入れについては、すでにマキノ地
域には観光案内、説明などを行なうボランティア
ガイドグループが存在しており、こうした既存の
活動組織の協力・交流を図りながら、より良い受
け入れ態勢を整備していく。
　（付図略）
／出典、『「高島市海津・西浜・知内の水辺景観」
保存活用事業報告書』（平成 20 年 3 月、高島市）、
抜粋
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図 7-6　「高島市海津・西浜・知内の水辺景観」の重要文化的景観選定範囲

7  高島市海津・西浜・知内の水辺景観
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　宇治市は京都市の南に接し、市域の東半分には山々が、西半分には宇治川、木津川によって開かれた南山
城盆地とともに、かつての巨椋池で、昭和 16 年にわが国で最初に実施された国営干拓地が広がっている。宇
治市の面積は 67.55 ㎢、人口は 193,000 人と微増傾向にあり、京都や大阪など大都市の近郊にあるという地理
的条件から、近年では衛星都市としての役割をもつようになった。
　琵琶湖を水源とする宇治川は、山間を縫いつつ渓谷から盆地部に流れ込み、現在の宇治橋付近において約
150mの川幅を維持しながら川面や山丘と一体となる宇治川の豊かな景観を生み出している。特に冬の早朝に
川面から沸き立つ川霧は、『源氏物語』などの文学作品において象徴的に描かれ、川沿いの社寺とともに独特
の雰囲気をつくり出している。
　現在の宇治橋付近は、宇治川と奈良街道が交差する結節点として古くから流通・往来において重要な機能
を果たしてきた。宇治橋断碑や文献資料等に基づき、宇治川に最初の本格的な架橋が行われたのは、古代に
遡ると考えられる。
　宇治川左岸に発達した中宇治地区と呼ばれる市街地は、格子状を基本とする街区の構成と平等院および関
連施設の旧園路（現在の路地）に沿って展開する密集した居住地を特徴としている。街区の構成は発掘調査
を通じ、藤原氏が別業を配置したことに由来した古代末期の様相を踏襲することが明らかとなっている。当
時の地割は、中宇治地区が変容する過程において常に市街地に影響を与えたと考えられ、現在の街路配置や
旧平等院園路等にその痕跡を認めることができる。中世には宇治に茶文化がもたらされ、その発展とともに
市街地の形成が進んだ。
　宇治茶は、室町時代においてすでに本茶としてその品質を認められていたが、安土・桃山時代から近世を
通じた茶文化の発展において特に中心的な役割を果たした。近世には中宇治地区に茶師屋敷が建ち並び、市
街地の中に茶園が形成されるなど宇治茶に関連するさまざまな要素が生み出された。しかし、明治以降は茶
の湯を嗜む武家層の没落によって旧来の碾茶市場が縮小し、宇治の茶生産は海外向け輸出を目的とする高級
煎茶が中心となった。この時期には中宇治地区に茶師の系譜を引く茶商をはじめ、大小さまざまな卸、小売
の店舗やそれに付属する手工業的な製茶工場および出荷場が建設され、このうち数棟が現在も残る。その後、
鉄道の敷設や日本レーヨンの誘致による人口の増加に伴って市街地が拡大し、茶に依存する宇治の経済構造
は大きく変化した。市街地を避けて白川地区に茶畑が作られ、宇治橋通りにはこれらのような茶の卸小売店

図 8-1　「宇治の文化的景観」の位置 図 8-2　宇治橋通商店街の町並み

8  宇治の文化的景観
京都府宇治市

重要文化的景観の概要



73

をはじめとして日用雑貨の店舗やカフェ、銭湯、映画館など、生活に密着したさまざまな施設が建ち並ぶよ
うになった。
　文化的景観における重要な構成要素として、宇治川、古代末から近世にかけて発展した街区構造の痕跡と
なる道路、信仰の対象となる山、平等院等の寺社仏閣、茶文化に関連する茶園、店舗および製茶場等がある。
　以上のように、「宇治の文化的景観」は、宇治川に代表される自然景観を骨格としながら、重層的に発展し
た中宇治地区の市街地とその周辺に点在する茶園によって構成される茶業に関する独特の文化的景観である。
宇治は、現在も日本における茶文化の代表的な場所であり、観光地としての活気も維持されている。しかし、
近年では、京都および大阪のアーバンスプロールの影響により、茶を中心とする文化都市としての個性を失
いつつある。このため、今回、文化的景観保存調査によって価値が明らかとなり、文化的景観保存計画を通
じて保護の手法について検討が行われた白川地区内の茶畑、中宇治地区、宇治川を重要文化的景観として選
定し、保存・活用を図ろうとするものである。/出典 :『月刊文化財』第 545 号

図 8-3　大幣神事 図 8-4　宇治茶覆下栽培と茶摘

8  宇治の文化的景観
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第 2章　文化的景観保存管理計画
第１章　文化的景観保存大綱
第１節　宇治の文化的景観を保存する意義
　（略）
第２節　計画の目的
　（略）
第３節 計画策定に至る経過
　（略、付表略）
第４節 計画の構成
　（略）
第５節 申出についての考え方
　宇治市は歴史過程と文化的景観の構成要素のあ
り方から、宇治地区、白川地区、黄檗地区の 3 地
区の総体を「宇治の文化的景観」とした。平成 20
年 4 月に施行した「宇治市良好な住民環境の整備
及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する
条例」では市域全体を景観計画区域とするが、文
化的景観の適切な保全と継承を図るため、重要文
化的景観の選定申出地区に関しては景観計画重点
区域設定の検討を行うこととした。宇治地区はす
でに景観計画重点区域に位置づけている。白川地
区の景観計画重点区域に関しても検討を始めてい
る。また宇治地区に関しても、国土交通省が計画
する宇治川改修工事等の進捗状況を見極めつつ、
宇治川やその周辺地区を念頭に置いた範囲拡大の
申出を予定する。
　（後略、付図表略）
第２章　基本方針
第１節 総括的基本方針
　（前略）
　このため、ここに提示する文化的景観保存管理
計画は、行政が地域の維持と発展に関して行う様々
な行政計画や事業に対して、また市民をはじめ総
ての行為者が計画するまちづくり事業に関しても、
宇治が宇治であり続けるために、より魅力的な宇
治へと進んでゆくように、基本的な方向性を示す
ガイドラインとして位置づけられるべきものであ
ると考える。
第２節 保存管理に関する基本方針
　文化的景観の保存管理に関する基本方針を、今
回選定申出を行う宇治地区を中心に、自然、歴史、

社会の三つの観点から示す。
第１項　自然的観点
　宇治の骨格的景観である宇治川とその両岸の自
然景観については、平安時代以来、宇治の自然美
を強く印象付けるものとして国民的に広く認知さ
れてきた。この宇治川の自然美とは、渓谷を流れ
下る猛々しさを残し、低くも峻険な山丘が平野と
出会う、その境界的地形変化に富んだところにあ
る。
　したがってその保存管理にあたっては、川岸の
護岸形態や川中の施設の形態が、このような宇治
川の特徴に沿って維持整備されるよう努めるもの
とする。川岸の植生については、近代以降、宇治
川周囲の公園化に伴いソメイヨシノが植えられ、
クヌギやシイなどの常緑広葉樹が繁茂し大きく変
化したが、近世まで卓越した植生であった在来的
なマツやヤナギあるいは川辺に広く自生していた
ヤマブキ等、風土に即した植生の再生にも努める
ものとする。また近世以来、宇治川の夏の風物詩
として有名であったホタルや鮎、希少種となった
巻貝のナカセコカワニナなどの生息を復元できる
よう河川環境の保全に務めるものとする。
第２項　歴史的観点
　宇治の歴史的特性は、宇治川両岸に形成される
市街地が、平安時代に藤原氏が造営した別業都市
に由来することである。この別業都市は、宇治川
を基軸に西にゾーニングされた平等院と碁盤目街
区に整然と建てられた別業群、東に山を背負う静
寂な離宮社（宇治神社）を配置したものであり、
浄土教の教義理解に基づくものであった。中世の
貴族退転後に宇治橋通が施設され、短冊形地割の
街村が碁盤目街区に重複し、町屋を中心とした大
きな三角形街区に再編され、現在へと受け継がれ
ている。
　したがってその保存管理にあたっては、まずこ
のような平安以来の都市形成過程が見事に重複し
継承される宇治地区の街路の維持に努めることが
肝要であり、未着手都市計画道路については、廃
止を含めて検討する必要がある。平安期に宇治川
の東西にゾーニングされた空間の性格は、現在も
多数の社寺が存在し静寂な空間である東岸、市街

宇治文化的景観保存管理計画
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地が栄える西岸として継承されており、この川を
挟んだコントラストは宇治の魅力の一つである。
このため総合的な都市整備においては、このよう
な空間の個性を継承できるよう努めるものとする。
また、このような都市形成過程を証する地下に埋
蔵される宇治市街遺跡については、掘削等による
毀損から遺跡を保全できるよう工事計画等の指導
に努めると伴に、宇治地区の歴史過程と個性的な
文化性を具体的に広く情報発信することで、その
保全と継承を推進する。
第３項　社会的観点
　宇治の特産品である宇治茶の特徴として、茶園
栽培の第 1 次産業、製茶の第 2 次産業、販売流通
の第 3 次産業部門が、近代産業のように明確に区
別分業化されていない特徴があり、この伝統的な
様態が、宇治茶の生業にかかる文化的景観の基盤
にある。すなわち、茶園も数十年まではかなりの
面積が都市域と重複して存在しており、生産農家
も都市域に生活し製茶加工を付設の製茶場で行っ
ていたし、茶問屋も大規模な製茶場で製品化し販
売流通を行っていた。このような伝統的な宇治茶
の一連の製茶システムは社会変化の中で急速に変
化しつつある。また観光化の中で小売店舗の列な
る宇治茶の景観も広く国民に認知されている。
　したがってその保存管理にあたっては、近世以
来の伝統的なシステムが提示するものと、戦後の
観光化の中で特に小売に特化して形成されたもの
の二つに対して、それぞれの特性に応じた支援に
努めることが肝要である。変化が激しい前者に関
して言えば、宇治地区の茶園栽培が今後とも継続
できるよう、関係法令と連携して支援するよう努
める必要がある。宇治茶独特の覆下栽培について
は、葦や藁を用いた伝統的な「本ず」の技術が継
承できるよう、生産者関係の団体育成等に努める
必要がある。製茶加工については、伝統的な碾茶
用の耐火煉瓦製乾燥炉（ホイロ）を持つ、家内工
業的製茶工場は宇治地区では 2 軒のみとなってい
るため、その継承について支援する必要がある。
　また、宇治地区に中世以来継承される大幣神事
などの祭礼や、辻や路傍の石仏前で行われる地蔵
盆などの民俗行事は、安定した地域社会を維持し
てゆくための重要な装置として伝えられてきた。
しかし現在は、社会変化の中でその担い手の減少
が目立っている。これら祭礼や民俗行事等に関し
ても、細やかな目を向けて継承できるよう努める

ものとする。
第３節 整備活用に関する基本方針
　前述の保存管理に関する基本方針を踏まえ、整
備活用に関する基本方針をまとめる。
第１項　総合的な整備の必要性
　まず、第一に、現在の宇治の文化的景観の整備
活用に関しては、宇治の空間に配置される様々な
文化的景観構成要素が、互いに関係しあい、融合
し、現在の景観を形作っている事実を具体的に確
認でき、体感できるよう工夫された整備を行う必
要がある。
　（中略）
観光・散策コースの経路設定については、宇治の
文化的景観の構成要素が表現する特性を踏まえ、
様々な観点から多様なコースの選択ができるよう
工夫する必要があるし、総合的なサインやきめ細
やかな案内板の設置によって、来訪者が十分に理
解できるよう努める必要がある。街路の修景整備
や植栽についても、その場所性を理解し、かつ景
観的連続性と空間トータルを意識した調和のある
整備をする必要がある。なお、文化的景観の景観
重要構成要素については、表示板等の設置を行い
広く周知を図ってゆく必要がある。
第２項　家屋等の整備活用
　宇治地区の都市景観の基盤をなす伝統的木造建
築については、その代表的なものを歴史過程と生
業を踏まえた上で、10 件の届出建物を選定した。
これらの多くは、現在も茶業や旅館等の店舗とし
て現役が大半であり直ちに支援手立てが必要なも
のは少ないが、一部には修景を行うことによって、
かつてのデザイン的特色を再現できる案件が認め
られるため、修景整備に取り組むことが必要であ
る。このような家屋を利用して、地域が継承して
きた様々な事柄を、地域の世代間や来訪者に対し
て展示し、交流できるような場所の設定を検討し、
情報発信の拠点とするなど積極的利用に努めるこ
ととしたい。また、特に宇治橋通については、多
様な職種と時代の建築物が存在し、特徴的な景観
を構成している。これらの総体的な方向性につい
ては、この多様性を保障し賑わいのある通景観の
継承と発展に努めることとしたい。
第３項　茶業関係の整備活用
　観光客や生産者を含め、宇治茶に対する関心は、
商品としての宇治茶であるのは言うまでもないが、
生産地としての側面に光を当てることにより、茶

8  宇治の文化的景観
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園から加工まで宇治茶ならではの、製茶に関する
伝統的技術特性が顕在化でき、宇治茶により高い
付加価値がつけられるものと考える。このため、
一定程度観光客等に開かれた茶園の設置をはじめ、
製茶加工の実際を見学できたり体験できたりする
場所の整備を目指す必要がある。
第４項　無形的要素の整備活用
　宇治地区に残る祭礼や民俗行事については、関
係法令等を含め支援策を検討し、広く情報を発信
しつつ、地区や世代間を越え、さらに観光客もそ
こに参加し体験が可能なような機会を整備し、宇
治の歳時記を伝えつつ街の賑わいを保全したい。
第４節 運営体制に関する基本方針
　宇治の文化的景観の継承に関する運営体制は、
大きく二つに分けて取り組むことになる。
　一つは、宇治市行政における行政体制である。
現在、文化財を所管する教育委員会と景観法を所
管する宇治市都市整備部が、相互に協力しながら
推進している。しかし、文化的景観の保全と継承
は、いわば行政が行う都市計画や事業の全体と深
く関わりあうため、観光、商業、農林業、道路行政、
環境等、多くの関係部局とより緊密な協力体制が
構築できる庁内体制整備を進め、関係機関との連
絡調整能力を強化したい。
　また、文化的景観継承の主人公は、この土地で
生き生活する市民であることに間違いはないため、
文化的景観地区に住む市民や景観重要構成要素の
所有者はもちろん、すべての市民が積極的にその
継承に参加できる仕組み作りが必要である。例え
ば、平成 20 年 4 月に施行した宇治市まちづくり・
景観条例には、市民が中心となって組織した ｢ 地
区まちづくり協議会 ｣ を市長が認定し、地域に即
したまちづくり計画を行政と一緒に考えてゆく制
度が盛り込まれている。この地区まちづくり協議
会制度を活用し、住民主体のまちづくりと文化的
景観の継承を図ることが考えられる。
第３章　保存管理
第１節 土地利用方針
　宇治の文化的景観は、景観単位別に宇治地区、
白川地区、黄檗地区の 3 地区に分けられる。その
ため、地区ごとに保存管理の方針を示し、本市が
所有者等の協力を得て、これに努めることとする。
今回は、宇治地区と白川地区の茶畑に関する部分
のみ整理する。
第１項　宇治地区

　世界遺産の周辺地であると共に、藤原氏によっ
て造られた都市の頃から重層的に発展してきた都
市の変遷過程が見られる。また、宇治川を中心と
した自然環境は、先人が愛した山紫水明の地を現
在に残しており、これらが宇治地区における文化
的景観の重要な特色である。
■自然的観点
・河川の水質保全に努める。
・自生の動植物の生態系を維持するよう、生息・
生育・繁殖環境の維持に努める ｡

・宇治橋を視点場として見る上流の山々の眺望景
観は、山紫水明の地として認識されていた宇治
の景観を極めてよく表す要素であり、今後もそ
の地形の維持に努める。

・文化的景観に配慮した景観形成を図ると共に、
災害防備に努める。
■歴史的観点
・川西地域については平安時代以来の街区が継承
されており、街区を毀損しないよう維持、継承
に努める。

・近世以前に成立したものが数多くある宇治地区
の道路については、維持、継承に努める。

・宇治地区の重層的な歴史的変遷過程をよく示す
建造物については、維持・修復をしつつ、継承
に努める。

・既存の一般建造物の増改築や新築する場合は、
文化的景観に配慮したものにすると共に、災害
防備に努める。

・未着手の都市計画道路については、廃止を含め
検討する。

・平安時代から現在までの歴史的変遷を証明する
宇治市街遺跡については、掘削等による毀損か
ら保全できるよう工事計画等の指導に努める。

・宇治市街遺跡の発掘調査により明らかになった
情報については周知し、宇治地区の歴史的変遷
を広く普及することで、その保全と継承に資す
るように努める。

・茶師屋敷が建ち並んでいた街道沿いの近世の町
並を継承し、また宇治の近代化を示す歴史的商
店街について維持、継承に努める。

・丘陵地に点在する遺跡や石造物の保存に努める。
■社会的観点
・現存する茶畑は、近世初期に描かれた絵図や、
明治時代に作製された仮製地形図で確認される
茶畑が現在まで伝わっているものである。宅地
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化が進み、わずかな規模でしか残っていない。
そのため、滅失しないよう茶畑を維持、継承し
ていく。

・「本ず」による覆下栽培については、技術継承の
ための団体育成等の支援策を講じ、維持・継承
に努める。

・近世の宇治地区では、茶師屋敷内に製茶場が見
られ、近代でも茶商（茶問屋）屋敷内に見られ
た。現在では焙炉持つ製茶工場は 2軒のみとなっ
ている。その維持・継承に努める。

・現在、宇治地区には茶の小売店が多い。これら
についても、現在の宇治地区の有り様として維
持・継承に努める。

・「大幣神事」等の祭礼や、｢ 地蔵盆 ｣ 等の民俗行
事等については、宇治地区の地域文化であるの
で、継承できるように努める。
第２項　白川地区（茶畑）
　南北に細長い谷筋に拡がる集落と段丘状の田畑
がある里山景観である。惣門周辺の棚田状の地形
は白川金色院の遺構であり、現在でもそのまま形
状で、田・畑・茶畑として利用されている。近世
から見られる茶畑が、今もなお良好に保たれてお
り、江戸時代には ｢ 小桃源 ｣ と呼ばれた自然景観
が継承されているのが、白川地区の文化的景観の
特色である。
・白川地区独特の棚田状の区画は、白川金色院跡
の土地形状を利用した伝統的なものであるため、
維持・継承に努める。

・茶畑は白川の文化的景観の骨格景観であるため、
維持・継承に努める。
第２節 行為規制の方針
第１項　土地利用規制法等による行為規制
　文化的景観の保存計画対象範囲には、景観法に
基づく行為規制が全ての範囲に適用されるほか、
「都市計画法」、「建築基準法」「景観法」、「自然公
園法」、「文化財保護法」、「森林法」、「農地法」、「農
業振興地域の整備に関する法律」、「河川法」によ
る行為規制が適用されている土地が含まれる（表
8-1、8-2、8-3 参照）。
第３節 現状変更等の取り扱い基準
　重要文化的景観選定申出範囲の現状変更対象行
為は、基本的には当該地域に設定される規制法の
手続きや景観法に基づく届出の対象となっている。
また、文部科学省令第 24 号により、文化的景観を
構成する要素のうち本質的価値を有す構成要素を

特定し、文化的景観における重要な構成要素（以
下「景観重要構成要素」という）として保護の対
象とすることとなった。すなわち当該文化的景観
を構成する要素は、文化的景観の現状変更や毀損
等に対して届出等が必要な景観重要構成要素と、
必要としない一般的な要素とに区分される。景観
重要構成要素の現状変更等の取り扱いについては、
以下のように対応するものとする。
■景観重要構成要素の現状変更等の手続き
1．届出の対象とする景観重要構成要素
　当該景観重要構成要素の保護上、現状変更等に
関する届出の対象とするものは、家屋等の構造上
あるいは使用上その維持管理に関してより留意が
必要なものとし、重要文化的景観の形成に重要な
家屋として文部科学大臣が定める家屋（景観重要
届出家屋）と同じものとする。届出の対象とする
景観重要構成要素の所有者等は、現状変更等があ
る場合は、事前に宇治市教育委員会と協議を行い
文化庁長官に対して届出を行うものとする。
　（後略、付表略）
2．届出の対象としない景観重要構成要素
　景観重要構成要素のうち、現状変更等に関する
届出の対象としないものに関する保護処置は、文
化財保護法第 140 条の現状等の報告案件として対
処するが、当該景観重要構成要素の所有者等は、
現状変更等がある場合は宇治市教育委員会に対し
て事前の協議あるいは通知等を行うものとする。
文化財保護法第 136 条ただし書による行為につい
ても、宇治市教育委員会に対して事前の調整等が
行われることが望ましい。また、国、京都府、宇
治市の法律・条例に基づく有形文化財あるいは記
念物等の文化財指定を受けているものについては、
既指定の文化財価値に基づく行政手続きを尊重し、
あわせて当該文化的景観の保護に即した手続を行
うものとする。
第４節 景観重要構成要素の特定
　宇治の文化的景観がどのような景観特性によっ
て実体化されているかについては、「文化的景観保
存調査報告」で述べたとおりである。この宇治の
文化的景観の本質的な価値を示し、景観特性を構
成する重要な構成要素を評価類型すると、宇治地
区の平安時代から現在に至る都市の変遷過程を示
す、社寺、街路、街区、埋蔵文化財等の要素、山
紫水明の自然景観や水運・遊興・宇治橋の往来も
含めた宇治川の文化的景観を示す、河川、橋、公園、

8  宇治の文化的景観



78　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

表 8-1　土地利用規制法等による行為規制の一覧／宇治地区（拡大区域含む）

都市計画法 用途地域 建築物等の新築、改築等に際して、建築確認申請の届出が必要である。

建築物等の新築、改築等に際して、建築確認申請の届出が必要である。

１haを超える開発行為を行う場合、許可が必要となる。
立木の伐採を行う場合、届出が必要とまる。
立木の伐採、土地の形質変更等を行う場合、許可が必要となる。

市街化調整
区域

風致地区
特別風致
地区

高度地区
（鳳凰堂背
後地）

市街化区域
内の指定さ
れた農地

防火地域
準防火地域

宇治川を中
心に両岸の
山地等

宇治川を中
心に両岸の
山地等

宇治川

民有林

保安林
国宝
重要文化財
史跡
名勝

京都府指定
文化財及び
文化財環境
保全地区

京都府立宇
治公園

周知の埋蔵文
化財包蔵地

都市計画法

都市計画法

都市計画法
生産緑地法

都市計画法
建築基準法
消防法
自然公園法
（国定公園）
京都府立自然公
園条例

景観法

河川法

森林法

文化財保護法

京都府文化財保
護条例

京都府都市公園
条例

都市計画法
京都府風致地
区条例（京都府
条例第６号：昭
和45年）

建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の新築、改築、増築又
は移転、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形状変更、木竹の伐採 
土石の類の採取 水面の埋立て又は干拓 建築物等の色彩の変更、屋外に
おける土石、廃棄物、再生資源又は再生部品のたい積を行う場合は京都府
知事の許可が必要である。
JR宇治駅、宇治橋商店街を含む商業地域（用途地域）については、建築物
等の高さを20ｍ未満に制限する高度地区が指定されている。また、その南
に隣接する近隣商業地域、第１種住居地域（どちらも用途地域）について
は、15m未満に制限する高度地区が指定されている。

許可事項
工作物を新築し、改築し、又は増築すること、木竹を伐採すること、鉱物を
掘採し、又は土石を採取すること、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を
及ぼさせること、環境大臣が指定する湖沼又は湿原等に汚水又は廃水を
排水設備を設けて排出すること、広告物等を掲出・設置し又は公告等を工
作物等に表示すること、屋外において土石その他の環境大臣が指定する
物を集積し、又は貯蔵すること、水面を埋め立て又は干拓すること、土地の
開墾、土地の形状を変更すること、高山植物その他の植物で環境大臣が
指定するものを採取し、又は損傷すること、山岳に生息する動物その他の
動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は指定動物
の卵を採取し、若しくは損傷すること、屋根、壁面、塀、橋等の色彩を変更
すること、湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内
へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること、道路、広場、田、畑、牧
場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬・
動力船を使用し、又は航空機を着陸させること、前各号に掲げるもののほ
か、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政
令で定めるもの 
要届出事項．木竹の植栽、家畜の放牧

市街化区域内の土地のうち、一定の条件を満たす土地の指定制度である。
都市計画上、農林漁業との調和を図ることを主目的とした地域地区のひと
つである。

市街化区域のうち、特に建築物の密集が想定される地域について、そこの
建築される建築物等は一定の防火基準をみたさなければならない。

建築物等の新築、改築等において、配置、意匠および色彩について、景観
計画に定める基準守った内容で、宇治市に対して届出の必要がある。

工作物の新築、改築又は除去、土地の形状変更等を行う場合、許可が必要
となる。

指定地内の現状変更及び保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、
文化庁長官の許可を受ける必要がある。

土木工事等を目的として周知の埋蔵文化財包蔵地の発掘をしようとすると
きは、文化庁長官に届出を行うことが義務づけられている。

園内においての行為の制限に該当する行為を行う場合、工作物等によって
占用する場合、京都府知事の許可が必要になる。

―指定文化財―
放生院等の社寺が指定文化財として指定され保護されている。
―文化財環境保全地区―
下居神社、興聖寺文化財環境保全地区が宇治市宇治下居、宇治市宇治に
指定されている。

根拠法令 対象範囲 行為規制の内容 賞罰規定

懲役又は罰金

懲役又は罰金

懲役又は罰金

懲役又は罰金

懲役又は罰金

罰金

懲役又は罰金

懲役又は罰金
懲役又は罰金
懲役又は罰金

罰金又は過料

過料

罰金

罰金

許可・
届出等
届出

届出

届出

届出

許可
又は
届出

届出

届出

届出

届出

許可

許可

許可

許可

許可

許可

許可

懲役若しくは
禁固又は罰金
若しくは過料
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市街化区域内
市街化調整
区域内

風致地区

重要文化財

周知の埋蔵
文化財包蔵地

農業振興地域の整
備に関する法律

建築物等の新築、改築等に際して、建築確認申請の届出が必要である。

建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の新築、改築、増築又
は移転、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形状変更、木竹の伐採 
土石の類の採取 水面の埋立て又は干拓 建築物等の色彩の変更、屋外に
おける土石、廃棄物、再生資源又は再生部品のたい積 

指定地内の現状変更及び保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、
文化庁長官の許可を受ける必要がある。

農地転用及び農地転用するための権利の設定又は移転を行う場合、許可
が必要となる。

指定地内の現状変更及び保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、
文化庁長官の許可を受ける必要がある。

土木工事等を目的として周知の埋蔵文化財包蔵地の発掘をしようとすると
きは、文化庁長官に届出を行うことが義務づけられている。

土木工事等を目的として周知の埋蔵文化財包蔵地の発掘をしようとすると
きは、文化庁長官に届出を行うことが義務づけられている。

根拠法令 対象範囲 行為規制の内容 賞罰規定

罰金

懲役又は罰金

懲役若しくは
禁固又は罰金
若しくは過料

懲役若しくは
禁固又は罰金
若しくは過料

許可・
届出等

根拠法令 対象範囲 行為規制の内容 賞罰規定許可・
届出等

届出

届出

許可

許可

都市計画法

文化財保護法

白川地区の
集落の一部

許可事項
工作物を新築し、改築し、又は増築すること、木竹を伐採すること、鉱物を
掘採し、又は土石を採取すること、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を
及ぼさせること、環境大臣が指定する湖沼又は湿原等に汚水又は廃水を
排水設備を設けて排出すること、広告物等を掲出・設置し又は公告等を工
作物等に表示すること、屋外において土石その他の環境大臣が指定する
物を集積し、又は貯蔵すること、水面を埋め立て又は干拓すること、土地の
開墾、土地の形状を変更すること、高山植物その他の植物で環境大臣が
指定するものを採取し、又は損傷すること、山岳に生息する動物その他の
動物で環境大臣が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は指定動物
の卵を採取し、若しくは損傷すること、屋根、壁面、塀、橋等の色彩を変更
すること、湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区域内
へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること、道路、広場、田、畑、牧
場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬・
動力船を使用し、又は航空機を着陸させること、前各号に掲げるもののほ
か、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政
令で定めるもの 
要届出事項
木竹の植栽、家畜の放牧

懲役又は罰金

懲役又は罰金

懲役又は罰金

懲役又は罰金

懲役又は罰金
懲役又は罰金
懲役又は罰金

許可
又は
届出

自然公園法
（国定公園）

市街化調整
区域内

農用地

農地

民有林

保安林

重要文化財

周知の埋蔵
文化財包蔵
地

届出

許可

許可

許可

許可

届出

届出

届出

都市計画法

農地法

森林法

文化財保護法

建築物等の新築、改築等に際して、建築確認申請の届出が必要である。

農用地区域内の開発行為については許可が必要となる。

１haを超える開発行為を行う場合、許可が必要となる。
立木の伐採を行う場合、届出が必要となる。
立木の伐採、土地の形質変更等を行う場合、許可が必要となる。

表 8-3　土地利用規制法等による行為規制の一覧／白川地区

表 8-2　土地利用規制法等による行為規制の一覧／黄檗地区

8  宇治の文化的景観

禁止地域
及び禁止区
域における
許可基準

宇治市指定
文化財

宇治市文化財指
定条例

現状変更及び保存に影響を及ぼす行為を使用とする場合は、教育委員会
の許可を受ける必要がある。
修理・復旧しようとする場合はあらかじめ教育委員会に届出を行うことが
義務付けられている。

特別風致地区内での屋外広告物の設置は禁止されている。ただし、｢宇治
市景観計画｣第６章の要件を備える、あるいは宇治市屋外広告物規則の特
例の基準に合致する場合は、その範囲内での設置が可能となる。

京都府屋外広
告物条例
宇治市屋外広告
物規則
宇治市景観計画

懲役又は罰金許可

許可

届出
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家屋等の要素、宇治茶の生産から加工・販売等の
茶業のあり方を示す、茶畑、家屋、研究所等の要
素に大きく 3 分類できる。この分類評価を基に景
観重要構成要素を特定した。
　（中略）
今回の選定申出に関して特定した景観重要構成要
素を合計すると 13 種類 91 件となる。
詳細は表 8-4 のとおりである。
第５節 景観重要届出建物
第１項　景観重要届出建物の基本的な考え方
　宇治の文化的景観の景観重要構成要素について
は、宇治地区の平安時代から現代に至る都市の変
遷過程、山紫水明の自然景観や水運・遊興・宇治
橋の往来も含めた宇治川の景観、｢ 宇治茶 ｣ の生
産から加工・販売までの茶業のあり方を示すもの
を示すものを選んでいる。景観重要届出建物につ
いては、この評価要素を内在する伝統的家屋を中
心に特定した。また、景観重要構成要素の届出を
要するものと同一の特定とした。
　今後は、宇治地区の拡大・白川・黄檗と申出を
行う際、また、整備計画の策定過程において、そ
の重要性が認められた建物については、届出対象
の追加を行いたい。
第２項　景観重要届出建物の特定
　景観重要届出建物の特定の視点は、茶業、遊興
観光、近代化の三つである。茶業に関しては、近
世の建物を伝える著名で歴史性の高い番号 1・3、
近代茶業家屋の代表例として 2・5、伝統的家屋と
製茶場等が今も稼動しシステムを維持しているも
の 7・9・10、遊興観光では近世からの代表的旅
館で近代以降も宇治川の風景の一部で登場する 6、
近代の代表的旅館の 8、レイヨン工場操業開始の
中、宇治で初めて建てられた鉄骨コンクリート製
百貨店建物の 4、の合計 10 件である。
　（後略、付表略）
第４章　整備・活用の基本方針
第１節 全体に共通する考え方
　（略）
第２節 整備活用の具体的手法
・文化的景観の保全については、毀損、滅失する
ことがないよう関係機関と調整し、景観に配慮
されるように努めていく。

・景観重要構成要素について、地域住民及び観光
客に対し周知活動を図り、「宇治の文化的景観」
を理解してもらうように努める。

・現状の行為規制において、文化的景観継承との観
点において調整が必要なものを検索し検討を行う。

・文化的景観の継承のために必要な場合は、地区
計画などの都市計画法上の制度を検討する。

・自然散策路の修復・整備を行う。
・眺望景観を維持するため、支援団体の設置ある
いは参加を図り、生息・生育・繁殖環境の調査
及び育成管理を行う。

・現存する社寺等について調査・修理を行う。
・宇治地区内の遺跡等について、文化財としての
価値付けを行っていくことを検討する。

・景観重要構成要素を利用した観光経路を検討する。
・宇治地区を観光拠点とし、そこから黄檗地区、
白川地区への観光ルートを検討する。白川地区
については、里山景観の保全を考慮すると宇治
地区のような観光地にすることは得策ではない。
宇治地区では宇治橋から天ヶ瀬ダムまで自然散
策を楽しむウォーキング客が多い。彼らを白川
地区へ誘導するような形で制限をかけた観光地
化にするように努める。

・伝統的家屋については、所有者等と十分協議を
行った上で、文化財としての価値付けを行って
いくことを検討する。

・重要な家屋に特定された建造物について、伝統
的工法に基づく修理・修景整備を行う。

・建造物の復元・修景整備においての支援制度を
検討する。

・景観重要届出建物や空き家屋等を利用して、情
報発信の拠点作りを検討する。

・重要文化的景観範囲内の商店街の修景整備を行
うことによって、｢ 生活 ｣ に ｢ 歴史 ｣、｢ 観光 ｣
等の付加価値を加えるように努める。

・景観農業振興計画を早期に策定することを検討し、
農地の継続利用を促進させ、茶業の振興を図る。

・本ずによる覆下園の技術継承ついて、支援制度
を含め検討する。

・市内の各学校において、茶摘み体験や、製茶場
の見学、重要文化的景観選定範囲の散策（遠足）、
地域学習の題材等、｢ 宇治の文化的景観 ｣ と触れ
合う機会を検討する。

・｢ 宇治市まちづくり・景観条例 ｣ で定めた ｢ 地区
まちづくり協議会 ｣ 制度の活用も含め、住民主
体の “まちづくり” ができる環境を検討する。

・住民と来訪者との交流を図る事業を取り組む。
・文化的景観の無形部分をさらに調査し、新たな
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特産物の開発に努める。
・重要文化的景観に選定された他の市町村と連携
した活用・交流事業にも取り組むものとする。
第５章　運営及び管理体制
第１節 行政
　（前略）
このため、行政としてはここに定める文化的景観

保存計画を踏まえ、文化的景観の管理と継承に関
する効率的な行政運営を行うために、関係する庁
内担当部局との連絡体制をより強化して取り組ん
でゆくことが肝要である。
　また宇治市が現在設置する文化的景観の専門的
諮問委員会である宇治市文化的景観検討委員会（規
則設置）については、全ての地区の選定申出が完

表 8-4　「宇治の文化的景観」の景観重要構成要素一覧

8  宇治の文化的景観

一級河川淀川（宇治川）
京都府道（計7路線）
京都府立宇治公園
京都府立茶業研究所
宇治市道（計46路線）
普通河川　井川
仏徳山
平等院及び境内
宇治上神社及び境内
興聖寺及び境内・琴坂・朝日山
浄土院及び境内
最勝院及び境内
放生院及び境内・浮島十三重石塔
宇治神社及び境内・お旅所
恵心院及び境内
縣神社及び境内
末多武利神社及び境内
橋姫神社及び境内
正覚院及び境内
東禅院及び境内
宇治地区の伝統的街区
宇治橋通商店街
平等院通商店街
宇治源氏タウン名店街
宇治市街遺跡

宇治地区の茶畑

白川地区の茶畑

景観重要公共施設
景観重要公共施設
明治、景観重要公共施設
昭和
46路線中、8路線は景観重要公共施設
中世末から近世初期の用水路
宇治川右岸北端の独立丘で名を持つ山。
平安、国宝、史跡及び名勝、世界遺産
平安、国宝、世界遺産
江戸
中世
江戸
江戸
中世
江戸
平安
平安
中世
江戸
江戸

近代宇治の代表的商店街
平等院の参道に発達した商店街
宇治川右岸に発達した商店街。概ね近代以降。
宇治の文化的景観の真実性を担保する遺跡
中世以降、宇治郷に形成された茶畑を継承し、重要な文化的景観要素。
生産緑地指定を選定。
まとまった茶畑景観が伝えられ、文化的景観の重要な要素となっている。
みどり会傘下茶畑群

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

1
2
3

4

5
6
7
8

9

10

通円茶屋
京都府茶業研究所
上林家住宅

旧丸伍百貨店建物

中村藤吉本店建物群
旧菊屋万碧楼建物群
芳春園岩井勘造商店
花やしき浮舟園木造建物群

山本家住宅・製茶場

福文茶店・製茶場

個人
法人
個人

個人

個人他
法人
個人他
個人他

個人他

個人

江戸期。江戸以降、宇治橋とあわせて高く認知されてきた茶屋
昭和初期。近代宇治茶業の発展に関する代表的建物。
江戸期。宇治茶師邸宅を代表する建物
昭和初期に建てられた初の洋風鉄骨建物。商店街近代化を示す代表的
建物
明治期の茶商屋敷として代表的な建物群。
江戸期からの宇治を代表する料亭旅館菊屋の遺存建物。明治時代。
大正～昭和。大型の茶商屋敷と製茶工場が同一敷地で稼動する代表例。
近代宇治を代表する旅館。旧の木造建物群がよく残る。
近世の茶商家屋を残し、耐火煉瓦の乾燥炉大イロを持つ製茶工場が敷
設されている稼働している代表例。
近代の茶商家屋と耐火煉瓦の乾燥炉大イロを持つ製茶工場が現在も稼
動している代表例。

番
号

景
観
重
要
構
成
要
素

景
観
重
要
構
成
要
素（
要
届
出
）

名称 所有者等 備考

国土交通省

京都府

宇治市

宗教法人
宗教法人
宗教法人
宗教法人
宗教法人
宗教法人
宗教法人
宗教法人
宗教法人
宗教法人
宗教法人
宗教法人
宗教法人

生産緑地

みどり会
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図 8-5　「宇治の文化的景観」の景観重要構成要素分布

了するまで継続設置する必要がある。今回申出の
宇治地区については、当該文化的景観の価値に基
づき積極的に ｢ 整備計画 ｣ を策定する必要があり、
今後この計画についても当委員会で併せて検討す
ることとしたい。全ての選定申出が完了した後は、
将来に渡って文化的景観を適切に保全継承するた
め、宇治市文化的景観検討委員会の機能を条例設
置の宇治市文化財保護委員会等へ移管できるよう
予定する。
第２節 市民
　文化的景観の継承は、行政の施策面と伴にそこ
に住む市民の参画と自主性が重要となる。市民参
加による運営体制の方法は、理論的には様々考え
られ、理想的には完全なる市民主体として行う取
り組みが措定できるが、当面は行政のある程度の
誘導のなかで、このような機運を引き出してゆく

ことが必要であると考える。
　例えば、宇治市まちづくり・景観条例に定めら
れている「地区まちづくり協議会」制度は、行政
の支援の下で地域住民が自主的な地域づくりをめ
ざす注目できるものとなっている。
　（中略）
既存の町内会や商店街等の行政との連絡関係を持
つ自治団体を統合して連絡協議会を立ち上げるこ
とも考えられる。いずれにしても、市民主体の持
続的な取組みが地域社会に定着するよう、慎重に
配慮しつつ誘導をはかる必要がある。また、まち
づくりの専門家、学識経験者、大学、企業、NPO
団体等との協働については、広く活用してゆける
よう検討する必要がある。
／出典：『宇治文化的景観保存計画』（平成 21 年
７ 月、宇治市）、抜粋
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選定範囲

追加申出予定範囲

図 8-6　「宇治の文化的景観」の重要文化的景観選定範囲

8  宇治の文化的景観
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　四国で第二の高峰、剣山（標高 1,955m）から東へと延びる深い山塊に水源を発し、紀伊水道へと注ぐ
勝浦川の上流部には、急峻な地形の合間を縫って棚田と農家が散在する。その中でも、勝浦川の支流の
樫原谷川上流に位置する樫原地区は、標高 997.2m の山犬嶽をはじめ常緑広葉樹などの深い山林に覆わ
れた里山を背景として、南の樫原谷川へと連続する標高 500 ～ 700m の急傾斜面上に営まれた上樫原、
中樫原、下樫原の三つの居住地とその周辺の棚田から成る。他の集落と峠道で結ばれつつ、山間の地滑
り地形を示す閉鎖的な窪地状の地形に、一群の棚田と農家がまとまって展開する農耕と居住の在り方は、
この地域の典型的、代表的な土地利用形態を示し、良好な文化的景観を形成している。
　樫原の棚田を中心とする土地利用形態の最大の特質は、文化 10 年（1813）11 月の紀年銘のある『勝
浦郡樫原村分間絵図』（以下「分間図」という）に描かれた水田の位置・形態をはじめ、家屋、道、堂宇、
小祠の位置などとの詳細な照合が可能な点にある。この分間図は徳島藩の測量技術者であった岡崎三蔵
らが作製したとみられる図面で、約 1,800 分の 1 の縮尺のもとに精度高く描かれたその詳細な内容と現
況との比較により、200 年以上を経過してなお土地利用形態がほとんど変化していないことが知られる。
　現在の棚田への水利系統は、樫原谷川とその支流から等高線に沿って引かれた 14 本の用水を中心とし
て、全域に精巧に張り巡らされている。谷川から取水地点には、かつて水車が存在したことを示す石積
みの遺構が複数残されている。分間図からは当時の給水の在り方を知り得ないが、水田の形態が変化し
ていないことから、現状の水利系統も当時から大きく変わっていないことが想定される。
　また、上樫原と下樫原の棚田には石積みの畦畔が見られるのに対し、中樫原の棚田は土坡による畦畔
が主体となっている。それらが混在し、人為的管理が継続されてきた棚田の自然環境は、草地性植物や
それを利用する昆虫など、多様な生物の生息環境の安定的維持にも寄与してきた。さらに、各水田には
竹樋を用いた給水や「田越」の給水が行われているほか、冷水を温めつつ導水する「ヨセ」や、上方の
水田からの水を排除する「ヨケ」など、水利上の工夫も見られる。樫原の棚田は、全体の面積が大きい
のに対し、水田一枚当たりの平均面積が 180m2 と小さく、平均勾配は約 4 分の 1 と急勾配であり、立地
する標高も町内の他事例に比較して最も高いなど、この地域における棚田の中でも特質が見られる。
　樫原の農家は、等高線に沿って形成された細長く狭い敷地に、主座敷、ナカノマ、ネマ、ニワが桁行
方向に並ぶ間取りの主屋を中心として、これに納屋、牛屋などの附属屋が横に並んで建つ独特の配置形

図 9-1　「樫原の棚田」の位置 図 9-2　樫原の棚田景観

9  樫原の棚田
徳島県勝浦郡上勝町

重要文化的景観の概要
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図 9-3　田植え前の棚田 図 9-4　冬の樫原の棚田

式が見られ、徳島県下でも剣山の東南山間地に共通する農家とその敷地構造の特質を示している。現在
の民家は 19 軒あり、そのうちの 7 軒が分間図に描かれたものと位置が一致する。
　神社の社殿や小祠など、信仰の対象となった施設が人口に比して多い点も注目される。山犬嶽に対す
る信仰の在り方を示す石造物、山中・道中の要所に結界の表示を兼ねて配置された小祠、田畑の脇に屋
敷神を祀った小祠など多様である。特に秋葉神社では、旧暦の 7 月 27 日の深夜に行われる「月待ち」の
儀礼を含む祭礼が継続的に行われているほか、山の神を祀った小祠には山仕事に用いる道具の雛形を奉
納する習慣も見られる。このような農耕と密着した信仰の在り方を示す景観の諸要素は、日常的な生活・
生業の場と、その周囲を取り囲む山と森から成る神々の世界との境界部分に配置されてきた。
　以上のように、「樫原の棚田」は、徳島県中部の山間地における急峻な地形とも調和しつつ近世から近
現代に至るまでこの地方で継続的に営まれてきた棚田と農家から成る典型的、代表的な山村の土地利用
形態を表わすとともに、19 世紀初頭の詳細な分間図との照合が可能な文化的景観の稀少事例であり、わ
が国民の生活または生業を理解するうえで欠くことのできないものであることから、重要文化的景観に
選定して保護を図ろうとするものである。／出典 :『月刊文化財』第 557 号

9  樫原の棚田
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第３章　保存計画
3.1　文化的景観の保存活用ための基本方針
　樫原地区水田景観を対象とした文化的景観の保
存活用の基本方針を次に示す。
＜樫原地区文化的景観・保存計画の基本方針＞
・保存計画は、樫原地区の歴史性を有する自然・
環境・生活・生業から生まれた、価値ある棚田
景観・集落景観・里山景観を永続的に保存する
ために策定します。 【文化的景観の保存】

・保存計画は、樫原地区の棚田景観・集落景観・里
山景観が、持続的かつ魅力的な地域づくりに寄与
できるものとして策定します。【文化的景観の活
用】
3.2　文化的景観の範囲と特徴
3.2.1　重要文化的景観保存の予定範囲
　樫原地区水田景観を対象とした重要文化的景観
保存の予定範囲は、「範囲Ⅰ：良好な棚田景観・集
落景観を保存する範囲」「範囲Ⅱ：良好な里山景観
を保存する範囲」の2つの範囲とする（表9-1参照）。
3.2.2　地区の特徴
（1）範囲Ⅰ
　標高 500 ～ 600 ｍに位置する上勝町生実樫原地
区では、保存すべき良好な棚田景観、文化 10 年絵
地図に残る古街道や里道に沿う良好な集落景観が
存在する。
　これら良好な棚田景観・里山景観を構成する、
農地・水系・道路・植生樹木・建造物・生活文化・
空間の景観構成要素も良質な景観要素が存在する。
（2）範囲Ⅱ
　樫原地区の周囲の山林は、①樫原地区を外界か
ら隔絶した特異な小宇宙の棚田景観・集落景観を
担保する機能、②山村の暮らしや信仰に関わる信

仰エリア、③棚田耕作の水源エリア、④昔の山村
生活の歴史資源としてのシシ壁・風穴の存在、と
いった、山とともに暮らしてきた樫原地区を特徴
付ける「里山景観」として重要な価値を持つ。
　（付図略）
3.2.3　保存及び修復等の対象一覧
（1）保存及び修復等の対象一覧
　範囲Ⅰ（棚田景観及び集落景観保存区域）、範囲
Ⅱ（里山景観保存区域）における、地区景観の特
性からみた、保存及び修復等の対象とする景観要
素の一覧を以下に示す（表 9-2 参照）。
（2）保存及び修復等の対象写真
　（略）
3.3　景観保存の計画（範囲Ⅰ）
3.3.1　保存の方針（範囲Ⅰ　景観形成の方針）
　範囲Ⅰは、棚田景観が卓越する「棚田景観保存
ゾーン」、山村における集落景観が卓越する「集落
景観保存ゾーン」、それ以外の「その他のゾーン」
に区分する。以下に、範囲Ⅰの保存方針を示す。
　（付表略）
3.3.2　保存および修復の対象となる景観要素（範囲Ⅰ）
　表 9-2「範囲Ⅰ」欄に示す景観要素を対象とする。
3.3.3　保存及び修復等の計画（範囲Ⅰ　景観形成基準）

　範囲Ⅰにおける、景観要素の保存及び修復の内
容を以下に示す（表 9-3 参照）。
3.3.4　保存のための施設整備（範囲Ⅰ）
（1）施設整備方針
　（前略）
＜保存のための施設整備方針＞
　文化的景観を保存するための施設整備は、棚田
景観・里山景観に調和するものとし、事前に別途
定める条例等により「届け出」を行うものとする。
（2）施設整備
　（略、付表略）
3.4　景観保存の計画（範囲Ⅱ）
3.4.1　保存の方針（範囲Ⅱ　景観形成の方針）
　範囲Ⅱは、棚田景観・集落景観の周辺の「里山
景観保存ゾーン」である。以下に、範囲Ⅱの保存
方針を示す。
　（付表略）

樫原の棚田文化的景観保存計画

59ha

149ha

208ha

範囲の名称 住所 面積計
範囲Ⅰ：良好な棚田
景観・集落景観を
保存する範囲

・上勝町大字生実のうち、以下
の字の地先　白鶴、竹ノ前、
松尾、亀田、福山、徳山、樫原
・上勝町大字生実のうち、以下
の字の地先　福山、徳山、樫
原、滝ノ下、細根
・上勝町大字旭のうち、以下の
字の地先　志太倉、大平

範囲Ⅱ：良好な里山
景観を保存する範
囲

計

表 9-1　樫原地区における重要文化的景観の予定範囲
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表 9-2　地区景観の特性からみた保存及び修復等の対象

3.4.2　保存および修復の対象となる景観要素（範囲
Ⅱ）
　表 9-2「範囲Ⅱ」欄に示す景観要素を対象とする。

3.4.3　保存及び修復の計画（範囲Ⅱ　景観形成基準）
　範囲Ⅱにおける、景観要素の保存及び修復の内
容を以下に示す（表 9-4 参照）。

景観要素 範囲
Ⅰ

範囲
Ⅱ

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

■保存の対象

■全体

■景観要素

農地

水系

樹木・山林

道

民家・建造
物

生活文化

空間

棚田景観・
集落景観

・まとまりのある棚田景観　
・まとまりのある集落景観

里山景観

歴史的景観
要素

・里山景観としての樫原地区周囲の山林　
・シシ壁、風穴
・農地（農地の分布・形状）

・生活（神社小祠、石像物、山犬嶽）
・道（現存する文化10 年絵図の古街道、里道）

・畦の曲線、畦の段　
・石積み、土坡　
・田畑の小さな面積　
・災害等による石積み
・土坡の復旧

・水路系統・水路
・久保用水
・分水及び灌水施設（竹樋、田越し、ヨセ、ヨケ）

・文化10 年絵地図の現存する古街道
・文化10 年絵地図の現存する里道
・現状の道

・民家の外観
・建造物（平成の水車小屋、炭焼き小屋[上樫原]）

・シシ壁
・風穴
・神社小祠：秋葉神社、東明寺観音堂、山神（秋葉神
社境内）、阿波島神社、森の元山神
・石像物：光明真言塔、百万遍供養塔
・神社小祠：蜂須神社、山神（越太尾の四辻）、剣山
大権現、府殿平山神、石鎚神社
・石像物：お大師さん（善の丸西側越太尾沿い）、
三十六童子、花折りさん、四国八十八カ所写し霊場、
高野山遙拝所（柱石）
・山犬嶽

・良好な視点場
・水の音（無形）

【景観保存要素の修復】
・現在失われた、かつての良好な視点場
・重要な被視点場

・景観保全樹木

・山林

・水系（水路系統、久保用水、配水手法、竹樋配水・
  田越し配水・ヨケ水路）

■修復等の対象（景観保存要素、景観阻害
要素、新設の景観要素）

【景観保存要素の修復】
・休耕農地（良好な被視点場内）
【景観阻害要素の修復】
・農地構造物（コンクリート擁壁・ブロック
擁壁）
【新設の景観構成要素】
・農地構造物（コンクリート擁壁・ブロック
擁壁）

【景観阻害要素の修復】
・景観阻害樹木

【景観阻害要素の修復】
・道路構造物（コンクリート擁壁・ブロック
擁壁・ガードレール、道路舗装）
【新設の景観構成要素】
・道路構造物（コンクリート擁壁・ブロック
擁壁・ガードレール、道路舗装）
【景観保存要素の修復】
・農村舞台（秋葉神社隣）
【景観阻害要素の修復】
・民家・建造物（民間所有）、建造物（公共所
有）水道貯水タンク、集水井戸
【新設の景観構成要素】
・新設の建造物
【新設の景観構成要素】
・新設の建造物

【景観保存要素の修復】
・神社小祠：秋葉神社、東明寺観音堂　
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表 9-3　保存及び修復の内容（範囲Ⅰ）

3.4.4　保存のための施設整備（範囲Ⅱ）
（1）施設整備方針
　（前略）
＜保存のための施設整備方針＞
　文化的景観を活用するための施設整備は、里山
景観に調和するものとし、事前に別途定める条例
等により「届け出」を行うものとする。
（2）施設整備
　（略、付表略）
3.5　行為規制等
3.5.1　土地利用規制法等にとる行為規制の一覧

　本計画の対象範囲における、土地利用規制法等
による行為規制を整理する。景観法に基づく行為
規制が適用されるほか、「農業振興地域の整備に関
する法律」「農地法」「地すべり等防止法」「森林法」
による行為制限が適用される土地が含まれる。
　（付図表略）
3.5.2　景観法に基づく景観条例による規制
　（前略）
　「樫原地区景観計画」（策定済）では、樫原地区
の良好な景観の形成に関する方針や景観構成要素、
景観形成基準を定めた。これらは本計画との整合

景観
要素 ■保存の内容

■修復等の内容（景観保存要素の修復、景観阻害要素の修
　復、新設の景観要素）

共
通

農
地

水
系

樹
木
・
山
林

1．行為の届け出
・棚田景観・集落景観の改変行為は、最小限にとどめ、かつ、棚田景観・集落景
観に調和するものとし、事前に別途定める条例等により「届け出」を行う

・同左

1．景観保全樹木①（スギ）
・現状維持とする
2．景観保全樹木②（クヌギ）
・現状維持とする
3．景観保全樹木③（タブ・スギ）
・現状維持とする

【景観保存要素の修復】
1．景観阻害樹木
・所有者の同意を得て、将来的に伐採する

1．畦の曲線、畦の段
・「畦の曲線」「畦の段」の形状は、原則として現状維持とする
・豪雨等で農地を復旧する場合、「畦」の平面形状は直線と
せず、原形の曲線形状で復旧する
2．石積み、土坡
・農地の「石積み」「土坡」は、原則として現状維持とする
・石積み・土坡が損壊した場合、原則として、伝統工法による
石積み・土坡で復旧する
・石積みは、現況の石積みと同程度の大きさの石材を用い、原
則として「空石積み」とする
・構造的に空石積みでの復旧が困難な場合、周囲の景観に十
分に配慮した工法を採用する
3．田畑の小さな面積
・「田畑」の面積は、原則として現状維持とする。
・継続的な棚田保存・集落保存の観点から必要とされる場
合、概ね2 アール以下、最大でも3アール以下の面積とする
4．災害等による石積み・土坡の復旧
・災害等により農地の「石積み」「土坡」が損傷した場合の復
旧は、伝統工法による「空石積み」「土坡」での復旧を原則
とする
・構造的に「空石積み」での復旧が困難な場合、周囲の景観
に十分に配慮した工法を採用する
1．水路系統・水路
・原則として、現状の「水路系統」を維持する
・水路が損壊した場合、原則として、自然材料を用いた伝統工
法により復旧する
・構造的に伝統工法による復旧が困難な場合、周囲の景観に
十分に配慮した工法を採用する
2．久保用水
・原則として、下樫原地区に現存する歴史遺構としての「久保
用水」は、現状維持とする
・このため、久保用水に隣接する農地の形状は、現状維持とする
・久保用水を復旧する必要が生じた場合、石材等の自然材料
による伝統工法により復旧する
3．分水及び灌水施設
1）分水施設
・現状維持とする
2）灌水施設：竹樋、田越し、ヨセ、ヨケ
・現状維持とする
・「竹樋」「田越し」「ヨセ」「ヨケ」の復元を推奨する

【景観保存要素の修復】
1．休耕農地
　「重要な被視点場エリア」に位置する休耕農地は、復田・
畑耕作・草刈りの農地管理を行う
【景観阻害要素の修復】
2．既存の農地構造物（コンクリート擁壁、ブロック擁壁）
・農地の既存コンクリート構造物は、伝統工法による復旧、
若しくは、表面被覆植生や自然材料（石材）等による周囲
の景観と調和した表面修景、若しくは、視点場からの植栽
等による周囲と調和した「目隠し」修景を行うことに努め
る
・農地の既存コンクリート構造物の修復は、地元住民と行政
の協議により修復する
【新設の景観構成要素】
3．新設の農地構造物（コンクリート擁壁、ブロック擁壁）
・農地の新設コンクリート構造物は、伝統工法、若しくは、
表面被覆植生や自然材料（石材）等による周囲の景観と
調和した景観、若しくは、視点場からの植栽等による周囲
と調和した「目視点場からの植栽等による周囲と調和した
「目隠し」を行うことに努める
・農地の新設コンクリート構造物の設置は、地元住民と行政
の協議により行う
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道

民
家
・
建
造
物

生
活
文
化

空
間

1．神社小祠
・秋葉神社、東明寺観音堂、山神（秋葉神社境内）、阿波島
神社、森の元山神
2．石像物
・石像物：光明真言塔、百万遍供養塔を保存対象とし、現状
維持とする

【景観保存要素の修復】
1．神社小祠
・秋葉神社：建物の修復を伝統工法で行う
・東明寺観音堂：建物の修復を伝統工法で行う

1．良好な視点場
・ランク1～ランク2の「非常に良好な視点場」は、視点場から
の視距確保を維持する
・このため、「非常に良好な視点場」の視距を阻害する樹木、
民家、建造物の築造は控える
2．水の音（無形）
1）全般
・「水の音」の保存のため、水路は現状維持を原則とする。
2）水路の改修
・水路改修の場合、暗渠形式は必要最小限とし、原則として開
渠形式を推奨する
・水路改修の場合、人工材料を用いた水路構造は必要最小限
とし、原則として自然材料を用いた水路構造を推奨する

【景観保存要素の修復】
1．現在失われた、かつての良好な視点場
・景観阻害樹木の伐採処理により復元する
2．重要な被視点場（中樫原・休耕農地）
・「重要な被視点場エリア」に位置する休耕農地は、復田・
畑耕作・草刈りの農地管理を行う

1．民家の外観
1）全般
・2006年時点の民家（主屋のほか納屋・倉庫等を含む）外観
の維持を推奨する
2）民家外観の改修
・既存民家（主屋のほか納屋・倉庫等を含む）の外観の改修
は、原則として、木材等の自然素材、若しくは、現在使用して
いる素材を用いることを推奨する
3）民家の建て替え・新築
・民家の建て替え・新築の場合、木造・平屋建て若しくは木造
2 階建てとし、このうち、木造・平屋建てを推奨する。
・民家の建築様式は、現状の樫原地区の民家様式と同様な山
間部建築様式を推奨し、近代的な洋式は控える
・民家外壁の素材は、派手な色彩は控える
4）届け出
・民家の改修・新築等は、小規模なものを除き、事前に別途定
める条例等により「届け出」を行う
2．建造物
1）平成の水車小屋
・現状維持とする
・損傷の場合、原型復元とする
2）炭焼き小屋（上樫原）
・現状維持とする
・損傷の場合、原型復元とする

【景観保存要素の修復】
1．農村舞台（秋葉神社隣）
・建物を伝統工法で修復する
【景観阻害要素の修復】
2．民家・建造物（民間所有）
1）民家等の外観の修復
・現状の個人所有の民家（主屋のほか納屋・倉庫等を含
む）の外観のうち、棚田景観・集落景観を阻害するもの
は、これらに調和するように修復を所有者に推奨する。
2）建造物の外観
・現状の個人所有の建造物の外観のうち、棚田景観・集落
景観を阻害するものは、これらに調和するように修復を所
有者に推奨する。
3．建造物（公共所有）
1）水道貯水タンク
・自然材料や植物・樹木による水道貯水施設の目隠し処理
を行う
2）集水井戸
周辺景観に調和するものとする
【新設の景観構成要素】
4．新設の建造物
・新設の建造物（含む地すべり防止施設）は、棚田維持・集
落維持に必要かつ小規模なものとし、棚田景観・集落景
観に調和するものとする
・建造物の新設は、小規模なものを除き、事前に別途定め
る条例等により「届け出」を行う

1．文化10 年絵地図の現存する古街道
・道路線形は、現状維持とする
・道路幅員は、原則として現状維持とし、拡幅が必要な場合、
必要最小限とする
・道路構造物の復旧が生じた場合、石積み等の伝統工法によ
り復旧する。
・伝統工法での道路構造物の復旧が困難な場合、周囲の景観
に十分に配慮した工法を採用する
2．文化10 年絵地図の現存する里道
・里道線形・幅員は、現状維持とする
・復旧が生じた場合、石積み等の伝統工法により復旧する
・構造的に伝統工法での復旧が困難な場合、周囲の景観に十
分に配慮した工法を採用する
3．現状の道
1）町道
・道路線形は、現状維持とする
・道路幅員は、原則として現状維持とし、拡幅が必要な場合
は、必要最小限とする
・道路構造物の復旧が生じた場合、石積み等の伝統工法によ
り復旧する。
・伝統工法での道路構造物の復旧が困難な場合、周囲の景観
に十分に配慮した工法を採用する
2）その他の道路
・現状維持とする

【景観阻害要素の修復】
1．既存の道路構造物（コンクリート擁壁・ブロック擁壁・
ガードレール・道路舗装）
・「範囲Ⅰ」内に位置する、道路コンクリート擁壁、ガード
レール、及び道路舗装の道路構造物は、「樫原地区景観
形成ガイドライン」に基づき、安全性を確保した上で、景
観阻害に対する修復計画を立案して対応する
【新設の景観構成要素】
2．新設の道路構造物（コンクリート擁壁・ブロック擁壁・
ガードレール・道路舗装）
・「範囲Ⅰ」内に新設する、道路コンクリート擁壁、ガード
レール、及び道路舗装の道路構造物は、「樫原地区景観
形成ガイドライン」に基づき、安全性を確保した上で、景
観阻害に対する計画を立案して設置する
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性を図り、3.3 節、3.4 節と同じ内容とした。
　「樫原地区景観条例」（策定予定）では、景観法
に基づく行為の規制等の制定を予定している。景
観構成要素の現状変更及び保存に影響を及ぼす行
為、現状変更の届出対象行為については、表 9-5
の内容を予定している。
3.5.3　重要文化的景観を形成する重要な景観構成要
素の特定及び取り扱い
（1）重要な景観構成要素
　文化的景観保存調査により、「樫原の棚田」内に

所在する景観構成要素であって、樫原地区の歴史
性を有する自然・環境・生活・生業から生まれた
価値ある棚田景観・集落景観・里山景観を担う要
素として、「農地」「民家・建造物」「神社小祠」「石
像物」を重要な景観構成要素として位置付ける（表
9-6 参照）。
（2）重要な景観構成要素の特定と現状変更等の取
り扱い
　樫原地区の重要な景観構成要素（「農地」「民家」）
として特定する物件の基準を以下に示す。

表 9-4　保存及び修復の内容（範囲Ⅱ）
景観
要素

共
通

樹
木
・
山
林

建
造
物

道

生
活
文
化

■保存の内容 ■（景観阻害要素の）修復の内容

1．行為の届け出
・里山景観の改変行為は、最小限にとどめ、かつ、里山景観に調和するもの
とし、事前に別途定める条例等により「届け出」を行う

・同左

1．シシ壁
・現状維持とする
2．風穴
・現状維持とする

1．神社小祠
・蜂須神社、山神（越太尾の四辻）、剣山大権現、府殿平山神、石鎚神社を
保存対象とし、現状維持とする
2．石像物
・お大師さん（善の丸西側越太尾沿い）、三十六童子、花折りさん、四国八十
八カ所写し霊場、高野山遙拝所（柱石）を保存対象とし、現状維持とする
3．山犬嶽
・山犬嶽を保存対象とし、現状維持とする

【新設の景観構成要素】
1．新設の建造物
・新設の建造物（含む地すべり防止施設）は、
里山維持に必要なものに限定する
・建造物は、小規模なものに限定し、かつ、棚
田景観・集落景観に調和するものとする
・建造物の新設は、小規模なものを除き、事
前に別途定める条例等により「届け出」を行
う

1．文化10 年絵地図の現存する古街道
・道路線形・道路幅員とも、現状維持とする
・道路構造物の復旧が生じた場合、石積み等の伝統工法により復旧する
・伝統工法での道路構造物の復旧が困難な場合、周囲の景観に十分に配
慮した工法を採用する
2．文化10 年絵地図の現存する里道
・里道線形・道路幅員とも、現状維持とする
・復旧が生じた場合、石積み等の伝統工法により復旧する
・構造的に伝統工法での復旧が困難な場合、周囲の景観に十分に配慮した
工法を採用する
3．現状の道
1）町道
・道路線形は、現状維持とする
・道路幅員は、原則として現状維持とし、拡幅が必要な場合は、必要最小
限とする
・道路構造物の復旧が生じた場合、石積み等の伝統工法により復旧する。
・伝統工法での道路構造物の復旧が困難な場合、周囲の景観に十分に配
慮した工法を採用する
2）その他の道路
・現状維持とする

【景観阻害要素の修復】
1．既存の道路構造物（コンクリート擁壁・ブ
ロック擁壁・ガードレール・道路舗装）
・「範囲Ⅱ」内に位置する、道路コンクリート
擁壁、ガードレール、及び道路舗装の道路
構造物は、「樫原地区景観形成ガイドライ
ン」に基づき、安全性を確保した上で、景観
阻害に対する修復計画を立案して対応する
【新設の景観構成要素】
2．新設の道路構造物（コンクリート擁壁・ブ
ロック擁壁・ガードレール・道路舗装）
・「範囲Ⅱ」内に新設する、道路コンクリート
擁壁、ガードレール、及び道路舗装の道路
構造物は、「樫原地区景観形成ガイドライ
ン」に基づき、安全性を確保した上で、景観
阻害に対する計画を立案して設置する

1．山林
・現状維持とする
・山のスカイラインは維持する
・山の切り取り等の行為は事前に別途定める条例等により「届け出」を行う
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表 9-5　景観法に基づく現状変更の規制対象行為または修復対象の一覧等（範囲Ⅰ）（範囲Ⅱ、予定）

景
観
単
位

棚
田
景
観

範
囲 景観構成要素 現状変更及び保存に影響を

及ぼす行為

・畦の形状変更及び修繕
・石積み、土坡の修繕
・田畑の面積変更

・分水、灌水施設の形状変更
・樹木の伐採

・樹木の伐採

・樹木の伐採

・道路線形及び幅員の変更
・道路の修繕
・里道線形及び幅員の変更
・里道の修繕
・町道の線形及び幅員の変更
・町道の修繕

・平成の水車小屋、炭焼小屋
の形状変更及び修繕

・神社小祠の現状変更

・神社小祠の現状変更

・神社小祠の現状変更

・石像物の現状変更

・石像物の現状変更
・山のスカイラインの変更
・山の切り取り等の行為

・道路線形及び幅員の変更
・道路の修繕
・里道線形及び幅員の変更
・里道の修繕
・町道の線形及び幅員の変更
・町道の修繕

・神社小祠の現状変更

・神社小祠の現状変更

・シシ壁の変更
・風穴の変更

・民家（母屋のほか納屋・倉
庫等を含む）の新築、増築、
改築、外観の変更

・水路系統の変更
・水路の修繕
・久保用水の形状変更及び
修繕
・久保用水に隣接する農地
の形状変更

樫原地区景観計画に基づく行為制限等
景観形
成基準
による
誘導

景観形成基
準に準ずる
よう協議

景観重要建
造物の指定
造物の指定

景観重要
公共施設
の指定に
よる誘導

現 行の土
地利用規
制法等に基
づく行為規
制

地すべり
等防止法
による規
制

農振法に
よる規制

農地法に
よる規制

森林法に
よる規制

地すべり
等防止法
による規
制

森林法に
よる規制

文化庁長
官への現
状変更の
届出を要
する行為

届出
行為

Ⅰ

Ⅱ

里
山
景
観

集
落
景
観

農地
畦の曲線、畦の段
石積み、土坡
田畑の小さな面積

水路系統・水路

久保用水

分水及び灌水施設
景観保全樹木①（スギ）

景観保全樹木②（クヌギ）

景観保全樹木③
（タブ・スギ）
文化10年絵地図の現存
する古街道
文化10年絵地図の現存
する里道

現状の道（町道）

民家の外観

農村舞台（秋葉神社隣）

神社小祠

石像物

山林

シシ壁
風穴
文化10年絵地図の現存
する古街道
文化10年絵地図の現存
する里道

現状の道（町道）

神社小祠

既存及び
新設の建
造物

・秋葉神社
・東明寺観音堂
・山神（秋葉神
社境内）
・阿波島神社
・森の元山神
それ以外の神
社小祠
・光明真言塔、
百万遍供養塔

・蜂須神社
・山神（越太尾
の四辻）
・剣山大権現
・府殿平山神
・石鎚神社

・お大師さん
（善の丸西側越
太尾沿い）

それ以外の
神社小祠

それ以外の
石像物

水系

樹木・
山林

道

民家・
建造物

生活
文化

樹木・
山林

建造物

道

生活
文化

民間所有（平成
の水車小屋、炭
焼小屋）

9  樫原の棚田
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a．重要な「農地」を特定する基準
土地登記簿、土地台帳、国土調査等により、所在・
面積・地目・所有者等が特定でき、当該農地の所有
者等の同意が得られる農地で、2000 年航空写真で
判別できる農地と同様な畦の曲線を有する農地
b．重要な「民家」を特定する基準
1）土地利用の特性に基づき、重要建物を特定する
基準
等高線に沿った敷地に配された、伝統的な屋敷構
えを残すまとまりのある主屋及び付属屋
（下記 3 つのいずれかに該当するものを対象とする）
・敷地＋主屋＋付属屋（現状）
等高線に沿った敷地に配された、伝統的な屋敷
構えを残す主屋及び付属屋

・敷地＋主屋（現状）
等高線に沿った敷地に配された、伝統的な屋敷
構えを残す主屋

・敷地＋付属屋（現状）
等高線に沿った敷地に配された、伝統的な屋敷
構えを残す付属屋
2）樫原地区固有の農家建築としての特性に基づ
き、重要建物を特定する基準
近世から近代にかけて形成された樫原地区固有の
農家建築の構造、意匠を持ち、地域の伝統的な生
活の様子を伝える木造の家屋
　（後略、付表略）
（3）重要な景観構成要素の現状変更等の取り扱い
　重要な景観構成要素の「農地」「民家」「神社小祠」
「石像物」として特定された物件については、現状
変更及び保存に影響を及ぼす行為を行う場合、文
化庁長官への届出が必要とする。ただし、非常災
害のために必要な応急処置や通常の管理行為につ
いては、届出を要しないこととする（文化財保護
法第 139 条・140 条）。また、現状変更の届出以外
には、減失又はき損の発生した場合に届出を要す
るものとされている（文化財保護法第 136 条）。
　（付表略）

（4）重要な景観構成要素の特性を尊重した修理・
修景
a．重要な「農地」
　棚田を維持するためには、日常管理を適切に行
い、営農を継続していくことであり、き損が生じ
た場合には、旧状に戻すか本来の色調や形態に近
い材料を用いるか等、個々の状況に即して適切に
選択し、修理・修景を行うことを基本とする。
　また、構造耐力上必要な部分を補強して防災性
能の向上を図ることや、周辺の環境改善のための
改修なども必要とされる。こうした際には、でき
るだけ景観の特性を尊重して行われることが望ま
れる。
b．重要な「民家」
　建物を長く維持するためには、日常管理を適切
に行うこと、き損が生じた場合に修理を行うこと
で、本来の機能を回復させることが必要となる。
修理は、建物の価値を維持するための行為であり、
建物本来の特性を尊重して行うことが基本となる。
建物本体の特性にそぐわない改造が加えられてい
る場合、その履歴を検討した上で、旧状に戻すか、
本来の色調や形態に近い材料を用いるなど、個々
の状況に即して適切に選択し、修理・修景を行う
こと、更に建物本来の特性で一覧表に見られない
独自のものを持つ場合には、おのおの独自の形態・
意匠に従って修理をすることを基本とする。
　（後略）
3.6　景観活用の計画
3.6.1　活用の方針
　（前略）
景観活用は、下記の「景観活用の基本方針」のもと、
下記の「7 つの展開方針」により取り組みを推進
する。これらの取り組みにより「樫原の棚田村の
元気づくり（コンセプト）」を目指す。
＜景観活用の基本方針＞
　保存計画は、樫原地区の棚田景観・集落景観・
里山景観が、持続的かつ魅力的な地域づくりに寄

・石像物の現状変更

・石像物の現状変更

・土地の形状変更
・樹木の伐採（維持管理や更新
を目的とした伐採行為は除く）

石像物

山犬嶽

・三十六童子
・花折りさん
・四国八十八カ
所写し霊場
・高野山遙拝所
（柱石）
それ以外の
石像物

● 基準を設定、誘導、協議、指定、届出を行う○ 基本的事項を定め、今後、指定を行う
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与できるものとして策定します。
＜活用の展開方針＞
・樫原地区における交流を促進する取り組みを展
開します。 【Ａ交流促進】

・樫原地区における定住人口を確保する取り組み
を展開します。 【Ｂ定住促進】

・樫原地区における経済活動を活性化する取り組
みを展開します。 【Ｃ経済活動促進】

・樫原地区における人材育成・組織づくりの取り
組みを展開します。 【Ｄ人材育成・組織づくり】

・地域住民・行政・専門家・応援団の参加協働に
よる取り組みを展開します。 【Ｅ参加・協働】

・樫原地区における文化的景観保全活用の情報を
全国に発信します。 【Ｆ情報発信】

・樫原地区における文化的景観保全活用の取り組
みが、他の上勝町の棚田地域へ波及する取り組
みを展開します。 【Ｇ他地域への波及】
　（付図略）

3.6.2　活用の内容
（1）交流促進
　樫原地区における交流を促進するために、下記
の取り組みを推進する。
a．棚田等オーナー制の推進
b．ワーキングホリデイの実施
c．交流による課題解決としての棚田サミット開催
の取り組み推進
　（略、付図表略）
（2）定住促進
　樫原地区における定住人口を確保するために、
下記の取り組みを推進する。
a．交流定住の促進
b．「きっかけ」「お試し」としての交流の取り組み
c．定住希望者への空き家・空き地の斡旋
　（略、付図表略）
（3）経済活動促進
　樫原地区における経済活動を創出するために、
下記の取り組みを展開する。
a．樫原地区における地域ブランドづくり
b．グリーンツーリズムの展開
c．山村ビジネスの創出
　（略、付表略）
（4）その他
　（略）
3.6.3　活用のための施設整備
（1）施設整備方針
　（前略）
　文化的景観を活用するための施設整備は、棚田
景観・集落景観・里山景観に調和するものとし、
事前に別途定める条例等により「届け出」を行う
ものとする。
（2）施設整備
　（略、付表略）
3.7　景観保存活用の体制
3.7.1　体制の方針
　（略、付表略）
3.7.2　景観保存の体制
　（略、付図表略）
3.7.3　景観活用の体制
　（略、付図表略）
／出典：『徳島県上勝町樫原地区（水田景観）樫原
の棚田文化的景観保存計画』（平成 21 年 5 月、上
勝町教育委員会）、抜粋、一部修正

表 9-6　重要な景観構成要素（範囲Ⅰ、範囲Ⅱ・予定）

範囲 重要な景観構成要素

農地

・畦の曲線、畦の段
・畦の形状変更及び
修繕

・石積み、土坡の修繕

・田畑の面積変更

・神社小祠の現状
変更

・石像物の現状変更

・神社小祠の現状
変更

・石像物の現状変更

・神社小祠の現状変更

・石積み、土坡

・田畑の小さな面積

・民家の外観

・農村舞台（秋葉神社隣） 

・光明真言塔、百万遍供
養塔
・蜂須神社
・山神（越太尾の四辻）
・剣山大権現
・府殿平山神
・石鎚神社
・お大師さん（善の丸西側
・越太尾沿い）
・三十六童子
・花折りさん
・四国八十八カ所写し霊場
・高野山遙拝所（柱石）

・秋葉神社
・東明寺観音堂
・山神（秋葉神社境内）
・阿波島神社
・森の元山神

・平成の水車小屋
・炭焼小屋
・農作業小屋

民家・
建造物

神社
小祠

石像物

石像物

神社
小祠

現状変更及び保存に
影響を及ぼす行為

Ⅱ

Ⅰ

・民家（主屋のほか
納屋・倉庫等を含
む）の新築、増築、
改築、外観の変更

・平成の水車小屋、
炭焼小屋の形状変
更及び修繕
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図 9-5　「樫原の棚田」重要文化的景観選定範囲
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　四国島の西端に位置する宇和島市遊子の水荷浦は、豊後水道に向かって延びる三浦半島の北岸から、さら
に宇和海および宇和島湾に向かって分岐するいま一つの小さな岬の小集落である。岬の東南側に当たる集落
背後の急傾斜面には、等高線に沿って小さな石を積み上げて壮大な雛段状の畑地が形成され、特に水荷浦で
は「段畑」と呼ばれている。近世から近現代を通じてサツマイモやジャガイモの栽培により形成された「段畑」
は、宇和海沿岸の風土とも調和して、イワシ漁やハマチ養殖業とも深く関連しつつ、農耕を継続的に営むこ
とにより緩やかな発展を遂げた特色のある文化的景観である。
　水荷浦が位置する三浦半島の周辺には多島海、溺れ谷などから成る顕著なリアス式海岸で、急崚な丘陵斜
面と深い海域から成る独特の地形をもつ。年間を通じて小雨であり、特に冬季には西からの季節風が強く吹
き付ける。地質は砂岩、頁岩の互層から成り、乾燥性で酸性が強く、腐植土層の薄い土壌である。このよう
な自然環境に基づき、水荷浦を中心とする岬とその周辺を構成する丘陵および海域では、農業と漁業が安定
的な生態系の維持に貢献してきた。特に、現在ジャガイモの栽培が行われている「段畑」では、周囲の二次
林や海域と比較すると、棲息する生物の多様性が低くなっているのが特徴である。
　「段畑」は平均勾配が約 40 度で、畑地の縁辺を成す石積の高さは平均 1m以上にも及ぶ。石積の随所には
登降用の石段があるほか、左右の両端には耕作者が登降するための通路と大雨のときの排水路を兼ねた石組
の溝が設けられている。乾燥した土質に基づき、全体として精巧な構造を維持しており、耕作者による除草
等の管理状況もきわめて良好である。
　「段畑」を含む周辺の地域は、地域発展の歴史に関する土地利用の変遷を示している。江戸時代後期にムギ、
サツマイモの栽培が始まり、明治時代の養蚕の興隆によりクワの栽培へと変化したが、食料、アルコール製
造を目的として大規模なサツマイモの栽培へと発展し、第二次世界大戦後は柑橘類の栽培へと大転換した。
その後、多くの「段畑」は耕作放棄地となったが、現在、集落に接してわずかに残された「段畑」では主と
してジャガイモの栽培が行われ、地域住民による「段畑」の再生事業が進められている。
　昭和 30 年代まで沿岸海域で行われてきたイワシ漁のみならず、イワシの不漁に伴って宇和島湾内で展開し
たアコヤ貝の養殖による真珠生産、その後に転換したハマチの養殖業は、それぞれ「段畑」における農業と
も緊密な関係の下に、地域の生業を相互補完的に維持するのに寄与してきた。
　以上のように、「水荷浦の段畑」は、宇和海沿岸の急峻な地形や強い季節風などの地域の風土とも調和しつつ、
近世から近現代に至るまで継続的に営まれてきた半農半漁の土地利用のあり方を示す独特の文化的景観であ
り、わが国民の生活または生業を理解するうえで欠くことのできないものであることから、重要文化的景観
に選定して保護を図ろうとするものである。/出典 :『月刊文化財』第 528 号

図 10-1　「遊子水荷浦の段畑」位置 図 10-2　段畑と海面の養殖筏

10  遊子水荷浦の段畑
愛媛県宇和島市

重要文化的景観の概要

10  遊子水荷浦の段畑
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計画編
第Ⅵ章　基本的事項
Ⅵ‐１．計画の目的
　（略）
Ⅵ‐２．計画策定の手法
　（略）
Ⅵ‐３．文化的景観の区域
　水荷浦地区の多様で独特の生業史を反映する段
畑景観を構成する様々な要素について、文化的景
観として包括的に捉えるため、本計画においては、
丘陵～海までを含めた水荷浦地区全体、約 166ha
を文化的景観の区域として設定する。海域の範囲
については漁港区域の範囲を目安として設定して
いるが、南側の境界については、以下のように設
定した。
　竜王島を陸域から見た際、島の全景が景観計画
区域に含まれることが望ましく、主要な視点場の
一つである段畑上部の市道より、竜王島方面の景
観を眺めた際に、島の全景が景観計画区域に含ま
れるよう境界を設定することとし、結果として龍
王神社を中心として半径 50m の範囲が含まれるよ
うに設定した。
　そして、同区域を景観法に基づく景観計画区域
として定め、平成 19 年 2 月に “宇和島市遊子水荷
浦地区景観計画” を策定、あわせて宇和島市景観
条例の改正も行い、景観法からの充分な保護措置
が図れる状況となっている。
　（付図略、図 10-4 参照）
第Ⅶ章　基本方針
Ⅶ‐１．保存管理・整備活用・運営体制に関する基
本方針
　（前略）
（１）保存管理に関する基本方針
　調査による文化的景観としての価値を踏まえ、
地域の生業史やそれを支えてきた地域の仕組みを
表すものを一体的に文化的景観として捉え、半島
状の丘陵から斜面、麓の集落、海の連続した景観
とそれぞれの地形に立地する様々な景観の構成要
素の関連性を併せて保存管理していく必要がある。
これは、文化的景観が半農半漁の生業から生み出
されたという歴史的特性と、水産業があってこそ

段畑での営農が成り立つという地域の社会的特性
を鑑み、段畑での営農を恒久的に引き継いでいく
ためには、この産業構造を維持しつつ産業の多角
化を図り、地域の活性化を図ることが必要である。
　さらに、段畑景観の中核をなすとともに、生産
活動においても重要な役割を果たしている石垣の
適切な維持管理が文化的景観の保全には必要不可
欠であり、伝統的な石積みの手法や日常的に行わ
れている除草等の維持管理手法等を含めた、有形・
無形の資産の保全継承と、そのしくみづくりを図っ
ていく。
　また、この地域では段畑での営農と海での人々
の営みが密接不可分な関係であり、海の水質悪化
が水産業に与える影響は非常に大きいと考えられ
ることから、景観面のみならず環境面にも配慮し
た生活、農業の促進を図る。
（２）整備活用に関する方針
　「遊子水荷浦の段畑」を活用するためには、基本
的に段畑での営農活動を損なわない範囲で、以下
の事業について連携しつつ検討を行う必要がある。
①石垣や農業用施設、付帯設置物等の営農活動の
保存に関する修理・修景事業
②案内板や解説版、展示施設やトイレ等の来訪者
対応の施設に関する整備事業
③生業や地域の活性化に資するハード、ソフト事業
④耕作放棄地における段畑の再生事業
　文化的景観の中核をなす段畑については、景観
農業振興地域整備計画を策定することにより、修
景整備のあり方を検討する。また、ベンガラ塗り
の家屋や納屋については現在利用されていないも
のも多いが、地域の生業の変遷をあらわす貴重な
財産であり、展示・学習施設や段畑での営農技術
や地域の生活文化を継承するための施設としての
再生や整備を検討する。
　また、現在放棄されている段畑についても、今
後新たに再生されていく可能性もあり、自然環境
の面から段畑に点在する樹林等の役割を明確にし、
バランスの取れた整備を検討していく必要がある。
（３）運営体制に関する方針
　文化的景観の運営体制については、地域住民の
参加・参画を推進しながら段階的に確立していく

遊子水荷浦の段畑保存管理計画
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法令等名称
（規制に係る地域区分）

制度の目的

景観構成要素 制度の目的 今後の検討事項法令等名称
（規制に係る地域区分）
景観法
（景観計画区域）

文化財保護法
（重要文化的景観）

全域

申出区域

景観形成に関連する主な内容

都市計画法
（都市計画白地区域）

都市の健全な発展と秩序ある整備

農業の健全な発展を図るとともに、国土
資源の合理的な利用

総合的かつ計画的な漁港漁場整備事業
の推進し及び漁港の適正な維持管理

急傾斜地の崩壊を防止

農業振興地域に関する法律
（農用地区域・農業振興地域）

急傾斜地法
（急傾斜地崩壊危険区域）

漁港漁場整備法
（漁港区域）
海岸法
（海岸保全区域）

文化財保護法
（重要文化的景観）

海水又は地盤の変動による被害に対す
る海岸を防護、海岸環境の整備と保全
及び公衆の海岸の適正な利用

全ての地域における良好な
景観形成の促進と個性ある
まちづくりの実施

風土に根ざして営まれてきた
人の生活や生業のあり方を
表す景観地の保存・活用

・良好な景観形成に関する方針
・良好な景観形成のための行為の制限
・景観重要建造物・樹木の指定の方針
・景観農業振興地域整備計画策定の基本事項など
・重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその
保存に影響を及ぼす行為の届出
※現状変更の対象となる行為については文化的景観
の保存計画に示す。

・法令で定める規模以上の開発行為に対する許可制

・農業振興地域及び農用地区域の指定
・農用地区域内の開発行為の制限
・農地等の利用転換の制限

・急傾斜地崩壊危険区域の指定
・急傾斜地崩壊危険区域での崩壊防止工事
・急傾斜地崩壊危険区域における急傾斜地の崩壊の助
長し、または誘発するおそれのある行為の許可制

・海岸保全区域の指定
・海岸保全区域内における海岸保全施設（堤防や護岸
など）の整備
・工作物の設置や土地の掘削等一定の行為に対する許可制
・重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその
保存に影響を及ぼす行為の届出

・漁港区域の指定
・特定漁港漁場整備事業

風土に根ざして営まれてきた人の生活や
生業のあり方を表す景観地の保存・活用

10  遊子水荷浦の段畑

ことが必要である。
　第 1 のステップである認識の段階については、
段畑を守ろう会が結成され、地元住民や宇和島市
民による積極的な活動が行われている。しかし、
遊子地区全体で見ると一部の耕作者による積極的
な活動であり、地域全体での幅広い活動になって
いるとは言い難い。
　今後はこの段畑の文化的景観の価値を認識し、
積極的に活動を進めていく第 1 の段階をさらに地
域全体に拡大していくとともに、既存の守ろう会
の取組を第 2 のステップである連携の段階に推し
進めていく必要があると考えられる。具体的には、
今後の活用内容をより具体的に考えていくこと、
その過程で自分たちに不足している点を見極め、
外部に協力を求める準備を進めること、外部との
連携を促進させるために、活動主体内にコーディ
ネーターを育成することの 3 点である。
　これらのステップを並行して推進するために、
景観法に基づく景観協議会や景観整備機構等の制
度を積極的に利用し、今後の運営体制の確立を図っ
ていくものとする。

Ⅶ‐２．土地利用規制等の整理
　水荷浦地区における開発に関する規制等に係る
各種法令の概要は以下のとおりである（表 10-1・
10-2 参照）。
　「遊子水荷浦の段畑」の一部の構成要素について
は、現状で下記のように土地利用に関する規制が
図られているが、大景観の構造を適切に保護する
ためには、総合的な土地利用規制等を図っていく
必要がある。したがって、景観法に基づく景観計
画並びに文化財保護法に基づく文化的景観の保存
管理計画において、景観形成基準や重要文化的景
観の現状変更などのの基準を定め、包括的に保護
を図ることとしている。
　（付図表略）
Ⅶ‐３．地区区分
　調査編で明らかになった景観単位・構成要素の
分布・形態・性質に基づく地区区分を行い、各地
区の特性に応じた保存管理、整備活用、運営体制
について定めることとする。
（１）地区区分の考え方
①調査編における大景観の構造を踏まえ、斜面、

表 10-1　水荷浦地区における土地利用に関する規則等に係る各種法令の概要　その 1

表 10-2　水荷浦地区における土地利用に関する規則等に係る各種法令の概要　その 2
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集落、海面と大きく分ける。
②段畑景観の中核をなす牛ヶ坂の段畑を中心とし
た保存、活用を図る。居浦の集落の背面は耕作
が困難であるという地元の認識があることから、
集会所の裏手を段畑の中心とし、その周りとの
区分を行う。
③牛ヶ坂の集会所周辺については、段畑での営農
を支援し、また、海とのつながりを持たせる区
域として、来訪者への情報提供のための場所と
しても位置づける。
④北側斜面は現状を踏まえ、集落側の斜面とは別
のものとして考える。

（２）文化的景観の捉え方
　段畑景観の構造と地区区分の考え方を踏まえ、
段畑景観の中核をなし、保存と活用の中心的な役
割を担う牛ヶ坂の段畑と集会所の周辺を文化的景
観の核（コア）と捉え、重要文化的景観としての
位置づけを図っていく。また、核（コア）をとり
まく地区についても、それぞれが密接に関連して
いる一体的な段畑景観の構造要素と捉え、連携・
緩衝区域（バッファー）として現状維持を図りつ
つ、資源を活かしたまちづくりを行う。
　（付図略）
（３）地区区分と各地区の特性に応じた基本的な方向性
≪核（コア）ゾーン≫
①営農ゾーン
・文化的景観を構成するもっとも基本的なゾーン
として、営農を進めることによって、現在の景
観の保持につとめる。

・住民による営農（生活）を妨げないよう、適切
に段畑内への立ち入り規制等を行う。（一般利用
については、ルール設定とその告知を行う。）
②営農支援ゾーン
・段畑での営農を支援するゾーンとして、来訪者
に段畑への立ち入り規制等のルールの周知を行
うとともに、遊子の歴史的経緯や生活・生業の
連綿を来訪者に学んでもらう施設など、情報提
供を行う場として、適切な土地利用等を図る。

・活用、運営活動の中心的な場として機能の充実
を図る。
≪連携・緩衝区域（バッファー）ゾーン≫
③集落・産業ゾーン
・段畑での営農を支える地域の生活・産業のため
のゾーンであり、来訪者の入り込みにあたって
は、地元認定の案内人のみにするなど、住民の

生活空間としての静穏を保持する。
④隣接斜面ゾーン
・段畑を開くに当たって労力的に不利であったり、
魚付き林として残されていることによって樹木
を基調とする斜面となっているところでは、現
状維持を図ることを基本とする。また、自然環
境面からの影響にも配慮しつつ、将来の段畑化
の可能性についても検討を行う。
⑤水産業・海面ゾーン
・広く段畑の景観を一体的に構成するものとして、
水産業景観の保全につとめる。

・段畑での営農には水産業の持続が必要であるこ
とから、海域の水環境の保全を図る。
⑥背面斜面ゾーン
・歴史的経緯から一体的に扱うが、現状維持を図
るものとし、営農については土地所有者の意向
に従う。

（４）地区区分と重要文化的景観の申出についての考
え方
　（前略）
文化的景観の核（コア）である「営農ゾーン」と
「営農支援ゾーン」について重要文化的景観の申出
を行い、その後に地元との合意を図りながら連携・
緩衝区域（バッファー）である「集落」、「海面」、
「北側斜面」についても段階的な申出の検討を行っ
ていく。
　（後略、付表略）
第Ⅷ章　保存管理
Ⅷ‐１．保存管理に係る土地利用等の考え方
（1）営農ゾーン
　文化的景観を構成するもっとも基本的なゾーン
として、営農を進めることによって、現在の景観
の保持につとめる。
　住民による営農（生活）を妨げないよう、適切
に段畑内への立ち入り規制等を行う。（一般利用に
ついては、ルール設定とその告知を行う。）
①地区内の景観構成要素と保存と管理の方針
　（表 10-3 参照）
②今後の課題
　段畑は様々な構成要素、及びそこで営まれる営
農活動や維持管理活動等より成り立っている。景
観農業振興地域整備計画においては、それらを含
めて、現状の景観の保全等についての検討を行な
うこととする。
（2）営農支援ゾーン
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　段畑での営農を支援するゾーンとして、来訪者
に段畑への立ち入り規制等のルールの周知を行う
とともに、遊子の歴史的経緯や生活・生業の連綿
を来訪者に学んでもらう施設など、情報提供を行
う場として、適切な土地利用等を図る。
①地区内の景観構成要素と保存と管理の方針
　この地区は、段畑と海面をつなぐ重要な地区で
もある（表 10-3 参照）。
②今後の課題
　段畑と海面をつなぐ重要な区域であり、建築物や
工作物等が景観に与える影響は大きいことから、景
観条例等による基準を設けて調整する必要がある。
（3）集落・産業ゾーン
　段畑での営農を支える地域の生活・産業のため
のゾーンであり、来訪者の入り込みにあたっては、
地元認定の案内人のみにするなど、住民の生活空
間としての静穏を保持する。
①地区内の景観構成要素と保存と管理の方針
　この地区の主要な景観構成要素には以下に揚げ
るものがある（表 10-3 参照）。
②今後の課題
　段畑と海面をつなぐ重要な区域であり、建築物
や工作物等が景観に与える影響は大きいことから、
景観条例等による基準を設けて景観の保全と創出
を図る必要がある。

（4）隣接斜面ゾーン
　現在、段畑による営農が行われているところで
は、（1）営農ゾーンでの保存と管理の方針に従う。
　段畑を開くに当たって労力的に不利であったり、
魚付き林として残されていることによって樹木を
基調とする斜面となっているところでは、現状維
持を図ることを基本とする。また、自然環境面か
らの影響にも配慮しつつ、将来の段畑化の可能性
についても検討を行う。
①地区内の景観構成要素と保存と管理の方針
　この地区の主要な景観構成要素には段畑、魚付
き林がある（表 10-3 参照）。
②今後の課題
　現在のところ自然環境面からの十分な調査が行
われていないことから、今後の調査で生態系にお
ける樹林の役割を明確にし、樹林の保全・創出に
関する指針を示す必要がある。
（5）水産業・海面ゾーン
　広く段畑の景観を一体的に構成するものとして、
水産業景観の保全につとめる。
　段畑での営農には水産業の持続が必要であるこ
とから、海域の水環境の保全を図る。
①地区内の景観構成要素と保存と管理の方針
　この地区の景観構成要素は下記に揚げるものがある
（表 10-3 参照）。

表 10-3　地区内の景観構成要素と管理の方針
景観単位

（1）営農ゾーン

（2）営農支援
 ゾーン

（3）集落・産業
 ゾーン

（4）隣接斜面
 ゾーン

（5）水産業・
 海面ゾーン

（6）背面斜面ゾーン

構成要素 保存と管理の方針
段畑及びその構成要素
（畑、石垣、石段・みち、作物、モ
ノレール、索道跡、社寺及び境
内）　

石垣の構造を含めた有形の資産の保全と、その営みを支える無形の資産とし
て、現状の石積みの手法や管理作業等の技・農法・材料・食文化等をあわ
せて保全継承する。地域の歴史を表す信仰の場として、伝承や祭事等も含め
た継承を図る。
段畑に付帯しており、景観上重要な役割を果たすことから、道路・ガード
レール・電柱等の修景基準の設定を行い、その基準に基づく公共事業（道
路整備等）の実施をする。

樹木にまつわる地域の歴史や文化を含めた適切な伝承を図る。景観のポイ
ントとなる樹木については景観重要樹木としての指定についても検討する。

段畑と海面との連続した景観の保存を図るとともに、地域の歴史的景観に
配慮した修景を図る。
地域の歴史を表す信仰の場として、伝承や祭事等も含めた保全継承を図る。
建物については景観重要建造物としての指定についても検討する。

地域の生活・文化を表す独特な路地空間を形成しており、地形を活かした構
成や景観に配慮した保全を図る。
渇水の克服の歴史を表す重要な場所であり、地域の歴史遺産としての保全
を図る。

水産業に関わる建造物として、地域の産業を表す景観として現状維持や適
切な更新を図る。

地域に受け継がれてきた水環境への影響に配慮した生活や営農に仕組みに
ついての保全・継承を図る

段畑と一体となった湾の遠景としての現状維持や適切な更新を図る。

（営農ゾーンを参照）
地域の生態系を支える重要な樹林であると考えられることから、自然環境に
配慮した適切な保全を図る。

集落、集会所・公園等の公共空
間
ベンガラ塗りの家屋・納屋、社
寺・小祠
社寺境内の樹木など象徴的な樹
木

段畑及びその構成要素

基地筏・作業小屋
養殖筏

－－

海域の水環境の保全

石段・路地・参道

井戸・水源

魚付き林

その他付帯物の修景
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②今後の課題
　海面の景観保全については、景観条例によって
工作物や海面の埋立等の土地の改変についての基
準を設けるとともに、水産業に関する景観の保全
手法についても検討を行う必要がある。
（6）背面斜面ゾーン
　歴史的経緯から一体的に扱うが、現状維持を図
るものとし、営農については土地所有者の意向に
従う。
①今後の課題
　海面からの段畑景観の背景となり、建築物や工
作物が景観に与える影響は大きいと考えられるこ
とから、景観条例等による基準を設け、現状の景
観の保全を図る必要がある。
Ⅷ‐２．現状変更の届出対象
　文化的景観保存調査により「遊子水荷浦の段畑」
内に所在する景観構成要素であって、文化財保護
法により税の減免措置が行われる家屋（「重要文化
的景観の形成に重要な家屋として文部科学大臣が
定める家屋（総務省令で定めるものを除く。）及び
当該家屋の敷地の用に供される土地に対する固定
資産税について、課税標準となるべき価格の二分
の一の額とする」）に係る物件として、歴史的特性
及び社会的特性の観点から以下の物件を選定した。
当該家屋の外観及び躯体の変更については、現状
変更の届出対象行為と定めることとする。また境
内内の石造物や石垣についても移設や修理を行う
場合は届出対象行為とする。
＜重要文化的景観の形成に重要な家屋＞
名　称：薬師堂及び関係施設
所有者：西海寺
面　積：513.39 ㎡
　（後略）
第Ⅸ章　整備活用
Ⅸ‐１．整備活用に係る土地利用等の方向性
　「遊子水荷浦の段畑」に関する整備活用は、段畑
での営農活動を損なわず、地域の文化的景観の構成
要素となる資源を活かしたものとする。よって今後
の整備活用計画の策定や整備活用に関する事業に実
施するにあたっては、景観協議会を立ち上げ、公的
主体と民間主体の連携を図り、公共事業を含めた全
ての事業について意見を聞くものとする。
　また、整備活用計画は既に予定されている遊歩
道や展望台整備の事業計画や、その他各種事業と
の整合性を図り、これらの事業内容についても文

化的景観保護の観点から助言を行うこととする。
Ⅸ‐２．整備が想定されるゾーンでの整備内容と方針
　（略、付表略）
第Ⅹ章　運営体制
Ⅹ‐１．運営体制の方針
　今後、重要文化的景観の選定を受け、水荷浦地
区全体の資産として段畑を中心とした地域の活性
化を図るためには、地域で一体となった運営体制
が必要になってくる。具体的には、選定後の支援
の受け皿を一本化し、段畑を含む文化的景観の各
構成要素について、より効率的な管理を進めてい
く組織の構築が望まれる。また、将来的には景観
法による景観整備機構等の制度を活用し、より積
極的な活動を促進していく必要がある。
　現段階で、その核になると考えられるのが「水ヶ
浦自治会」と「NPO 法人段畑を守ろう会」である
が、現況では、「段畑を守ろう会」と「自治会」が
連携した組織にはなっていない。今後は、これら
を核に、将来的な組織の拡大等について検討を行
い、地域全体の保存管理体制の一本化を図る。
　（後略、付図略）
Ⅹ－２．都市との交流のあり方
　遊子水荷浦の段畑を中心に都市農村交流を行う
場合、本地区の都市農村交流は観光振興よりも、
リピーターやサポーターといった比較的少数の水
荷浦ファンをターゲットとする農漁業・農漁村体
験型の交流をめざすことが望ましい。この中でも、
水荷浦のサポーターを多く確保して、定期的なボ
ランティアによる段畑管理活動を数多く実施でき
る体制を確立することが重要である。
　（後略、付図略）
Ⅹ‐３．運営体制構築のための検討事項
　地域一体となった運営体制構築のため必要と考
えられる検討項目について以下に示す。
◆行政の支援体制の確立とその整備
◆地域全体での運営体制の構築の手法
◆生活や産業の持続可能性のためのしくみづくり
◆ソフト面での来訪者との交流のあり方
◆地域活動の情報発信手法
　（略）
／出典：　『遊子水荷浦の段畑保存管理計画書』（平
成 19 年 3 月、宇和島市）、抜粋
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表 10-4　重要文化的景観に選定された場合の現状変更対象行為と文化庁長官への現状変更の届出を要する行為一覧

景
観
単
位

丘 

陵

丘
陵
の
麓

景観構成要素

段　　畑

畑・石垣・
石段・通路

施策の展開方針
現状変更及び保
存に影響を及ぼ
す行為

宅地等への転用
段畑の復元及び
新規の段畑の造
築
石垣の修繕
石段・通路の修
繕及び路線変更

新設、修繕、路
線変更

社殿の修築 
石造物の移転       
石垣の修繕

樹木の皆伐及び
伐採

路線の変更
路面及び付属物
の修繕

工作物の占有

擁壁・塀の修繕
及び変更

修繕

修繕

新設・修繕・移
転

増改築・修繕・
移転

新築・増改築・
修築・移転

修繕及び路線変
更

修築・移転

伐採

遊子水荷浦地区景
観計画（2007年3月）
に基づく行為制限等

現行の土地利用
規制法等に基づ
く行為規制

文化庁長官
への現状変
更の届出を
要する行為

社殿の修築
石造物の移
転
石垣の修理

景観形成基準によ
る誘導
景観重要建造物の
指定
景観農振興計画に
よる誘導
景観形成基準によ
る誘導
景観農振興計画に
よる誘導
景観形成基準によ
る誘導
景観重要建造物の
指定
景観形成基準によ
る誘導
景観農振興計画に
よる誘導

景観形成基準によ
る誘導

景観形成基準に準
じた協議

景観重要建造物の
指定
景観形成基準によ
る誘導

景観形成基準によ
る誘導

景観形成基準によ
る誘導

景観形成基準によ
る誘導

景観形成基準によ
る誘導

景観形成基準によ
る誘導
景観重要建造物の
指定

景観重要樹木の指定

景観重要建造物の
指定

景観重要公共施設
の指定による誘導
（整備）

景観重要公共施設
の指定による誘導
（許可基準）

急傾斜地
崩壊対策
施設（コン
クリートの
り枠）

一般の住宅
等の建築物
や工作物

白王神社・神
明神社・西海
寺金比羅様・
石造物

社寺・
小祠

雑　木　林

道　　路

墓　　地

魚見の丘

集　　落

社寺・
小祠

薬師堂・石
造物・石垣

道路（附属
物を含む）

占用物件

モノレール

擁壁・塀

魚霊塔

その他工作
物

ベンガラの
民家・納屋

石段、路地、
参道、井戸

シンボル的
な樹木等

⑵工作物－段畑

⑵工作物－その他の
工作物

⑴建築物
⑵工作物－その他の
工作物

⑵工作物－その他の
工作物

⑵－2　石段、路地、
参道、井戸、水源

⑴建築物

⑸木竹の伐採

⑵工作物－擁壁等の
り面保護構造物その
他これらに類するも
の

⑵工作物－擁壁等の
り面保護構造物その
他これらに類するも
の

⑴建築物
⑵工作物－その他の
工作物

急傾斜地法に基づ
き、崩壊の助長ま
たは誘発する恐れ
のある行為は許可
は必要とする。

農振法に基づき、
農用地区域の除
外、転用は許可す
る。

最重要道路の整備に
関する事項

最重要道路の占有に
ついての許可の基準
に関する事項

⑸木竹の伐採
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0 25 50 100m

段畑 道寺社

N

営農ゾーン 営農支援ゾーン 集落・産業ゾーン隣接斜面ゾーン 水産業・海面ゾーン背面斜面ゾーン

重要文化的景観第1次申出の範囲：約8.3ﾍｸﾀｰﾙ

図 10-3　「遊子水荷浦の段畑」の景観単位区分
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■第1次選定に関連する項目
●基準を設定、誘導を図る ○基本的事項を定め、今後各種基準、計画を策定　△基準に準じて景観配慮の協議を求める
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図 10-4　「遊子水荷浦の段畑」の重要文化的景観選定範囲
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　四万十川は、幹川流路延長 196 ㎞（四国第一位）、流域面積 2,270 ㎢（四国第二位）の一級河川であり、不
入山を源流として多くの支流を集めつつ高知県の西南部を大きく蛇行を繰り返しながら太平洋に注いでいる。
津野町における四万十川水系は、不入山（1,366m）の標高 1,200m付近を源流点とする四万十川本流と北川の
大きく二つに区分することができる。豊かな自然が残る不入山は、「四万十源流の森」として保全されるとと
もに、コウヤマキの群生地である「小筋畝山林木遺伝子保存林」のほか、高知県レッドデータブックに記載
される絶滅危惧種ⅠB類のシコクハンショウズル、コウヤグミ、アクシバ、絶滅危惧種Ⅱ類のコアブラツツジ、
ナンゴクウラシマゾウなどが確認されている。
　津野町の総面積は 197.98 ㎢で、約 89.5% が森林である。これに対して津野町の人口は 6,862 人に過ぎず、高
齢化が著しいために森林管理の不備や耕作放棄等が課題となっている。現在、国有林として管理される津野
町の森林は昭和30年代に造林の対象として拡大されたもので、製材とともに木炭が生産された。この時期には、
四万十川流域の多くの場所で「筏流し」が行われたが、源流域の津野町では筏を組むことができず、代わりに「バ
ラ流し」や「堰出し」といった搬出方法が使われた。前者は材木を一本ずつ流す方法であるが、後者は材木
をカズラで縛り、コケを詰めた堤で川を堰き止めた後に水が溜まった状態で堰を切って一挙に下流へ運ぶ方
法で、大量の木材を搬送できる反面、林業従事者の危険を伴った。このため、津野町では比較的早い段階か
ら木馬やトロッコにより陸路で中土佐町の久礼（くれ）などへ材木を搬出する方法が採用され、山間部にあ
りながら流通・往来の核となる集落が形成された。
　平野が少ない津野町では、700m級の山々を背景として河岸から上部の山林まで続く急な傾斜地に張り付く
ように居住地が展開し、石積みに支えられた小規模な畑や棚田が点在する。かつてこれらの村々は、移動す
る人びとのための宿泊場所として、あるいは物資の集積地として機能し、急斜面地の段々畑ではイモ、ムギ、
アワ、マメなどが作られていたが、現在は茶の生産が中心である。
　標高 380mの場所に 15 軒ほどの住宅が建ち並ぶ北川集落は、往来する人びとに茶をはじめとする生活用品
を販売した場所であり、顕著な石積みをもつ口目ヶ市の集落は、国境越えを行った人びとに宿を提供した集
落である。芳生野の集落では、水の確保を目的としてサイフォン式水路を伴う用水が整備され、昭和初頭ま
で茶の製造工場や製材所があった。このように、川に面して家屋や畑地、里山が一体となって展開する集落
の景観は、津野町の特徴である。

図 11-1　「四万十川流域の文化的景観　源流域の山村」位置 図 11-2　津野町の農村景観

高知県高岡郡津野町

重要文化的景観の概要

11  四万十川流域の文化的景観　源流域の山村
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　文化的景観における重要な構成要素には、四万十川等の河川、大古味、北川、芳生野などの四万十川流域
の集落および農地、山林等がある。
　以上のように、「四万十川流域の文化的景観　源流域の山村」は、四万十川の自然的条件に適応しつつ、川
や畑地、家屋や里山等が一体となって発展した四万十川流域における居住の在り方を示す文化的景観である。
近年では高齢化が進み、森林管理等の地域の環境管理が十分に実施できない状態となっており、生活の存続
を目的とした施策の展開が急がれるところである。したがって、今回、文化的景観保存調査によって価値が
明らかとなり、文化的景観保存計画を通じて保護の手法が明らかとなった河川、山林、農地、居住地等を重
要文化的景観として選定し、保存・活用を図ろうとするものである。/出典 :『月刊文化財』第 545 号

図 11-3　早瀬の一本橋 図 11-4　口目ヶ市集落

11  四万十川流域の文化的景観　源流域の山村
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第１章　文化的景観保存大綱
１．文化的景観保護の意義と目的
　（略）
２．計画策定の経緯と位置付け
　（略）
３．申し出についての考え方
【第 1 次選定申出予定の区域と重要な構成要素】
　第 1 次の選定申出を予定している区域の名称、
現状、面積は下表のとおりである。区域区分の考
え方については後述する（表 11-1 参照）。
【第 2 次選定以降の申出予定区域の区域と重要な構
成要素】
　（略、付表略）
第２章　文化的景観の対象とその特性
１．文化的景観の範囲と区域設定の考え方
　（略）
２．計画の対象と範囲
　保存調査の成果から、「四万十川源流域における
農山村集落景観」の本質的な価値は、2 つの河川が

形成した河川を活かし、河川と民家、耕地、山林が
一体となった源流域の里山を成り立たせ、現在でも
山村としての生活・生業が維持されていることが明
らかになった。よって本計画の対象は、津野町を流
れ出る四万十川本流と、裏源流とも呼ばれる支流
の北川、それらの河川から一番近い山の第一稜線ま
での範囲及び国有林から成る約 5,355ha の地域とす
る。この対象とする範囲を「北川区域」、「四万十川
源流区域」の 2 区域に区分するが、これは小流域や
地形、植生等の自然的観点に基づき、歴史性、社会
性を踏まえた景観的まとまりから区分したものであ
る。さらに北川区域における「口目ヶ市地区」、「芳
生野地区」、「北川地区」、「大古味地区」、四万十川
源流区域における「船戸地区」を区域の特質を特
によく表す集落域として重点地区に設定する（表
11-2 参照）。
３．各区域の景観特性
1）自然的観点
2）生活・生業の観点

「四万十川流域の文化的景観　源流域の山村」文化的景観保存計画

表 11-1　第 1次選定申出予定区域と重要な構成要素の一覧

区域名
【重点地区名】
北川区域
【口目ヶ市地区】
【芳生野地区】
【北川地区】
【大古味地区】

四万十川源流区域
【船戸地区】

合計

区域名
【重点地区名】

重要な構成要素
現状変更等の対象 現状等の報告の対象

面積（㎡）

41,400,575

12,156,521

53,557,096

北川、及びそ
の河川から一
番近い山の第
一稜線及び国
有林を含む

四 万十川 本
流、及びその
河川から一番
近い山の第一
稜線及び国有
林を含む

【口目ヶ市地区】
清水地蔵、口目ヶ市地区集会所、口目ヶ市の民家7件
【芳生野地区】
早瀬の一本橋、サイホン式水路、子安地蔵・文殊菩薩
堂、願成寺、諏訪神社、吉村虎太郎生家跡、下野地区
集会所、芳生野地区集会所、諏訪神社の枝垂れ桜、願
成寺の枝垂れ桜、芳生野地区の民家1件、下野地区の
民家1件
【北川地区】
北川吊り橋、北川洗慶堂、河内五社神社、北川地区集
会所、神楽伝承施設（大藤館）、北川の大藤
【大古味地区】
河内五社神社、大古味のゴンドラ、大古味地区集会
所、大古味のケヤキ、大古味のカヤ、大古味地区の民
家2件
【その他】
郷小のイチョウ、清福寺のイチョウ、吉村虎太郎銅像
【船戸地区】
秋葉神社、六拾餘社神社、金光寺、河内五社神社（船
戸）、将監神社、沖屋敷神社、追合神社、義堂・絶海銅
像、船戸地区集会所、中村地区集会所、金光寺の大イ
チョウ、稲葉洞、船戸地区の民家１件

【口目ヶ市地区】
口目ヶ市集落
【芳生野地区】
下野集落、芳生野集
落
【北川地区】
北川集落
【大古味地区】
大古味集落、大古味
の段畑
【その他】
北川川、県道窪川船
戸線、国道197号、国
道439号、県道四国カ
ルスト公園線、県道
上郷檮原線

【船戸地区】　　　
船戸町集落、西の川
集落、船戸奈路集
落、中村集落
【その他】
四万十川、国道19 7
号、県道仁淀東津野
線、県道船戸窪川線
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3）歴史的観点
　（略）
４．重要な構成要素
　（付表略、表 11-1 参照）
第３章　基本方針
１．文化的景観の保存に関する基本方針
　「四万十川源流域における農山村集落景観」を構
成する要素は、山間での生業に最も結び付きの深
い河川、山林、農地、集落、自然、歴史などの複
合的要素の集合体である。近年の高齢社会の進行
や農林水産業の衰退などにより農地や山林の維持、
景観の保全、有形、無形の文化財などの健全な継
承にも陰りをもたらしている現状にある。
　しかし、本町のような山河の豊富な山里集落は
「日本人の心のふるさと」とも言える癒しの景観で
もあり、今後は日本一の田舎として、祖先が守り
残した種々の遺産を後世に残すことが最も重要と
考える。
　本調査結果からも自然や歴史、文化財、伝統芸
能など、本町の長い歴史の中で山や川と共に育ん
できた有形・無形の財産が数多く現存しているこ
とが判明した。
　今後、町民と共にこの財産を再確認し、文化的
景観に対する理解も深め、行政と町民との役割を
分担しながら協働のスタンスで、既存の自然的景
勝地や文化財とを絡ませ、農林業の一助を担える
よう地域の活性化を図り、合わせて文化的景観の

保全や文化財の保護、継承に寄与することを保存
活用の基本とする。
1）保存管理の基本方針
①四万十川源流域での人々の営みを今に伝える山
里の土地利用を維持する。
　　棚田や畑等の耕作放棄地の防止とともに、間
伐等による森林の育成にも努めることで、文化
的景観の価値の骨格をなす、河川、農地、公共
道路、居住地、里山、奥山という土地利用を継
承していく。

②津野町らしい里山景観を構成する要素の保存を
図る。
　地域の歴史や文化を反映し、地域に個性を与
える寺社や民家、樹木等の維持と保全に積極的
に取り組むと共に、時代の変化に合わせた保存
管理の方法を検討する。
③津野町での生活を支えた河川や森林などの豊か
な自然環境の保全に取り組む。
　四万十川の豊かな自然はそこに様々な生業を
育む礎となってきた。将来にわたってもこれら
の生業が維持・継承されるよう流域の自然景観
を保全するとともに、その必要性・現状につい
て広く普及・啓蒙を図る。
2）整備活用の基本方針
①文化的景観の価値が永続的に保存されるような
整備を行う。
　津野町における四万十川流域の里山景観の価
値に十分配慮し、その価値が継続して維持され
るような整備を行う。
②様々な人が協働して、文化的景観の特性を活か
した活用を行う。
　住民や行政、各種団体、専門家等が協働して
文化的景観の活用に取り組み、その取り組みが
地域の活性化につながるよう努力する。また文
化的景観を通じて、郷土の歴史を生活・生業の
観点から学べるよう、教育機関等と連携した積
極的な取り組みを実施する。
③文化的景観に対する認識の向上を図る。
　河川、民家、農地、山林が一体となった里山景
観の素晴らしさ、保存に向けた重要性は、現時点
で町民の殆どが認識できていない現状にある。地
区内での説明会や勉強会、講演会などを通じて、
理解を深めながら住民自ら保全と活用に向けた組
織作りや取組みに参画できるよう努める。

3）運営体制の基本方針

表 11-2　重点地区の範囲設定

11  四万十川流域の文化的景観　源流域の山村

区域名

北
川
区
域

範囲の説明重点地
区名

口目ケ市
地区

芳生野
地区

北川
地区

大古味
地区

船戸
地区

東は地区集落を越えた山の第1稜線とした。
西は地区集落を越えた山の第1稜線、及び、足
川谷境とした。
南は民有林と国有林（不入山）との境とした。
北は第1稜線とした

東は第1稜線とした。
西は第１稜線を越え、船戸を総称する船戸町地
区、船戸奈路地区、西の川地区、中村地区の全
集落をカバーする山の大１稜線とした。
南は集落を越えた第1稜線とした。
北は民有林と国有林（不入山）との境とした。

東は第1稜線とした。
西は第1稜線とした。
南は地区集落を越えた山の第1稜線とした。
北は地区集落を越えた山の第1稜線とした。
東は地区集落を越えた山の第1稜線とした。
西は地区集落を越えた山の第1稜線とした。
南は第1稜線とした。
北は第1稜線とした。
東は第1稜線とした。
西は檮原町境とした。
南は民有林と国有林（大古味山）との境とした。
北は第1稜線とした。

四
万
十
川

　

源
流
区
域
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①庁内の関係各課や関係組織、住民組織との連携
につとめる。
　運営主体の基本は地域住民がおこなうことか
ら、重点地域での地域振興に向けての学習会や
組織作り、取組みに対して積極的な支援をおこ
なう。又、文化的景観の保存活用に関わる行政
の各部署が連携して取り組みを進めるとともに、
今後の津野町における各課の事業施策の振興に
ついても、津野町景観計画や文化的景観保存計
画を尊重し、既存の振興計画との整合を図りな
がら推進するものとする。さらに国土交通省や
林野庁などの政府機関にも協力と支援を働きか
け、より効果的な管理体制の充実を目指す。
②四万十川流域での広域連携を図る。
　津野町の文化的景観は、総体としての「四万十

川流域の文化的景観」の一部を成すものである。
流域全体としての総合的な文化的景観の価値を
保護するためにも、流域の市町や高知県、関係
団体等と相互に連携し合いながら、諸問題に対
する広域的かつ横断的な調整を図る。
第４章　保存管理
１．河川の保存管理
○河川
　本町は四万十川本流の源流域、四万十川第 2 支
流の北川の二つの河川の源流に加えて須崎湾に注
ぐ新荘川の源流も保有しており、有史以来、町民
との深い関わりを持ちながら、代々津野の文化を
育んできたたいへん貴重な資源である。
　清らかな水を下流に流すのは本町の責務であり、
源流を有するという自覚を意識し、河川への汚染

表 11-3　現状変更等の許可、届出、報告に係る取扱い

現状変更等
①土地の形状変更
②鉱物の掘削、土石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置
①土地の形状変更
②土石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置
⑤農地等の転用
①土地の形状変更
②土石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置
⑥河川の流水や土地の占用
⑦工作物の建築等
①土地の形状変更
②土石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置
⑧木竹の伐採

⑨建築物の建築等
⑩建築物の外観の変更
⑪建築物の色彩の変更

⑫工作物の建設等

居
住
地

農
地

河
川

山
林

建
築
物

工
作
物

樹
木

届出を要す内容 景観形成基準
津野町景観計画

①景観重点地区では100㎡以上、一般
地区では1000㎡以上となるもの
②景観重点地区では10㎡以上又は高
さ1.5mを超えるもの、一般地区では 
1000㎡以上又は高さ3メートルを超える
もの
③10㎡以上又は高さ1.5mを超えるもの
1000㎡以上又は高さ3.0mを超えるもの

①採掘や造成に係る切土、盛土の高さは５ｍ以下とし、土羽による
調整を基本とする。やむを得ず擁壁工等を行なう場合は、石積工法
を基本とする。また、必要に応じて芝や低木、高木等による緑化措置
を講じること。
③高知県屋外広告物条例を孫修しつつ、屋外広告物の規模や色
彩を考えて周辺の景観と調和を図るものとする。さらに景観重点地
区においては、黒又は茶色系の彩度の低い色若しくは無彩色とす
る。（原色の使用はアクセントカラーにとどめる。）
④【物品の遮蔽】主要な眺望場所から見える行為地は、その出入り
口を限定し、当該出入り口以外の行為地の周囲は、植栽又は木柵
等により、安全上支障のない範囲で遮蔽措置を講ずること。

⑨【高さ】景観重点地区では高さ13ｍ、一般地区では高さ20ｍを超
えないこと。
⑨⑩【形態意匠】屋根は原則として傾斜屋根とする。さらに景観重
点地区では軒の出寸法は50㎝以上とする
⑨⑩【素材】素材は原則として和風感のある素材を使用し、周辺景
観との調和に努める。
⑨⑩⑪【色彩】屋根は、黒又は濃灰色を基調とし、原色はさける。ま
た、外壁等は原色を避け、彩度の低い色合いや無彩色とし、周辺の
景観と調和したものとする。景観重点地区ではマンセル値は10未満
とする。

①②③上記参照
⑧木竹の伐採は、周辺景観や生態系等への影響等に配慮して行
なうこと。

⑫鮮やかな原色は避け、周辺の景観と調和するよう努める。高さは
景観重点地区では原則として10mを超えないもの、一般地区では
20mを超えないものとし、周囲に威圧感や圧迫感を及ぼさないこと。

①②③上記参照　　　　　　　　
⑧景観重点地区における100㎡以上の
天然林、100,000㎡以上の人工林の伐
採、一般地区における100,000㎡以上
の森林の伐採

⑨⑩⑪景観重点地区では建築面積
100㎡以上又は高さ10mを超えるもの、
一般地区では建築面積200㎡以上又
は高さ15mを超えるもの
⑫10㎡以上色彩の変更

⑫景観重点地区では築造面積10㎡以
上又は高さ1.5mを超えるもの、一般地
区においては築造面積1,000㎡以上又
は高さ5mを超えるもの
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や汚濁の防止など河川環境に対する保全と保護へ
の意識を高め、更なる努力をおこなわなければな
らない。
　（後略）
２．土地利用の方針
　○公共道路
　○山林
　○農地
　○居住地（住宅）
　（略）
３．行為規制の方針
1）重要文化的景観の現状変更等の許可、届出、報
告に係る取扱い
　重要文化的景観選定申出対象区域は、既存の河
川法、農地法、農業振興地域の整備に関する法律、

森林法のほか、高知県四万十川の保全及び流域の
振興に関する基本条例、高知県屋外広告物条例の
対象範囲となっており、これら各種法令による行
為規制が適用されている。さらに、景観法に基づ
き、申出対象地域を含む町全域を景観計画区域と
する「津野町景観計画」が策定された他、「津野町
景観条例」の制定も行われた。
　そこで、文化的景観の保存に配慮した土地利用
に関する行為規制の方針としては、上記土地利用
の方針に基づき、重要文化的景観の滅失又はき損、
現状変更又は保存に影響を及ぼす行為（以下、現
状変更等）の許可、届出、報告に係る取扱いを表
11-3 の通り示す。
2）重要文化的景観の現状変更等の取り扱い基準
　「津野町にける四万十川流域の里山景観」の保護

11  四万十川流域の文化的景観　源流域の山村

現状変更の対象 文化庁長官への現状変更等の届出・報告の対象（重要な構成要素）
④【高知県屋外広告物条例】四万十川条例区域内に設置する看板、
広告板及び自動販売機の設置

⑤【農地法】（許可制）農地における農地等の転用
⑤【農振法】（許可制）農用地区域内における開発行為

①【河川法】（許可制）河川区域内における土地の形状変更
②【河川法】（許可制）河川区域内における河川の産出物の採取
④⑦【河川法】（許可制）河川区域内における工作物の新設、改築、
除去
⑥【河川法】（許可制）河川区域内における河川の流水や土地の占用

①【森林法】（許可制）地域森林計画の対象区域（民有林）における
1.1haを超える規模での宅地の造成等の開発行為、保安林における
土地の形質を変更する行為
②【森林法】（許可制）地域森林計画の対象区域（民有林）における
1.1haを超える規模での土石の採掘や鉱物の採掘
⑧【森林法】（届出制）地域森林計画の対象区域（民有林）における 
1ha未満の立木の伐採
⑧【森林法】（許可制）保安林における立木の伐採

【北川区域】　
口目ヶ市集会所、清水地蔵、口目ヶ市地区の民家7件、願成寺、諏訪神社、
子安地蔵・文殊菩薩堂、吉村虎太郎生家跡、下野地区集会所、芳生野地
区集会所、芳生野地区の民家1件、下野地区の民家1件、北川洗慶堂、河
内五社神社（北川）、北川地区集会所、大藤館、河内五社神社（大古味）、
大古味地区集会所、大古味地区の民家２件
【四万十川源流区域】　
秋葉神社、六拾餘社神社、金光寺、河内五社神社（船戸）、将監神社、沖
屋敷神社、追合神社、義堂・絶海銅像、船戸地区集会所、中村地区集会
所、船戸地区の民家１件
【北川区域】　
早瀬の一本橋、サイホン式水路、北川吊り橋、吉村虎太郎銅像、大古味の
ゴンドラ
【船戸地区】義堂・絶海銅像  
【北川区域】　郷小のイチョウ、諏訪神社の枝垂れ桜、願成寺の枝垂れ
桜、北川の大藤、清福寺のイチョウ、大古味のケヤキ、大古味のカヤ
【四万十川源流区域】　金光寺の大イチョウ

四万十川、北川川
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については、前節に記載した法令等によって概ね
の保護措置が担保されている。したがって、文化
庁に対する現状変更等の届出対象は表 11-4 に掲げ
る行為とする。
　届出の対象行為は、その物件の特性を維持する
為の修理、災害等のために必要な応急措置や維持
管理に該当する行為については対象外とする（文
化財保護法 139 条第 1 項）。現状変更以外で、滅失
又は棄損の発生した場合には同じく届出が必要で
ある（文化財保護法 136 条第）。又、「津野町にけ
る四万十川流域の里山景観」の区域内に所在する
景観構成要素のうち、今後、重要性が認められた
物件については、文化庁長官への届出対象として
追加することも考えられる。
　（付表略）
第５章　整備活用
１．整備活用の考え方
　「四万十川源流域における農山村集落景観」に関
する整備活用については、第 3 章で掲げた基本方
針に沿い、住民や行政、専門家等との連携を図り
ながら、幅広い取り組みとしていく。
　津野町には日本 3 大カルストの一つである「四
国カルスト天狗高原」や「四万十川源流点」、西日
本でも 20 基という最大の風車を持つなど、恵まれ
た自然環境のほか歴史的財産など観光的資源も多
い。これらの既存資源と共に重要文化的景観の選
定を受けようとする各地区とを連携させつつ、町
内外にその魅力を伝え、活用を図ることによって
地域の活性に結びつけるものとする。
　また高知県や林野庁、国土交通省等と十分な協
議を重ね、各種事業とも整合性のとれた整備活用
を図る。
２．整備活用の具体的手法
1）全区域
2）整備活用について
　（略）

第６章 運営及び管理体制
１．運営体制の考え方
　今後の保全、管理、運営については地域、行政、
各種団体、専門家等の協働で取り組まなければな
らないと考える。したがって、NPO団体がコーディ
ネーターとなり地区民主体の組織を立ち上げ、景
観計画、保存計画に示されている内容を理解し運
営管理をしていくものとする。具体的活用計画に
ついてはそれぞれの地域に異なった実情が発生す
ることもあり、地域や所有者等と綿密な協議によ
り実施に向けて推進するものとする。
　以上を踏まえ、津野町における文化的景観の運
営体制については、第 3 章に掲げた基本方針に沿っ
て整備・展開するものとする。
２．運営及び管理体制
1）行政各課の体制
　文化的景観における管理・活用は多岐に渡るこ
とから、環境、農林商工、観光、建設、教育等各
分野が常に情報や問題点を共有し、密接な連携に
よって地域や団体の育成に向けて努力する。
2）ネットワークの設置
　当町では重点地区が離れていること等から、こ
れらの代表者の集合体に、地元の NPO 団体にも
コーディネートとして参加いただき、加えて行政
と共にネットワークを結成し、地域の活動をサポー
トする支援体制を充実する。
3）流域市町の連携
　当該文化的景観が流域総体として営まれなけれ
ばならず、流域市町の行政及び関係機関や団体が
連携を密にし情報の交換のできる組織体制やイベ
ントなどを企画・実施する。
　（付図略）
／出典：『文化的景観保存計画書』（平成 20 年 7 月、
高知県津野町）、抜粋、一部修正

表 11-4　現状変更等の届出が必要となる行為
届出の種類

滅失又は
棄損

現状変更

届出が必要な場合 届出日
○棄損
地震、風水害等何らかの
原因によって物件の30％
以上の棄損が確認された
場合。 

その事実を知った日
から10日以内に文化
長庁長官に届出を行
う。

現状変更をしようと
する日の30日前まで
に文化長庁長官に
届出を行う。

○老朽、破損、改善等によ
りその物件の現状の変更
を予定する場合。
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３

１

２

４

５

段畑

河内五社神社

北川洗慶堂
神楽伝承施設 ( 大藤館 )
北川の大藤

四万十川

北川川

県道窪川船戸線

県道仁淀東津野線

大古味のゴンドラ

大古味の民家２
大古味集落

大古味の民家１

河内五社神社・大古味地区集会所・大古味のケヤキ・大古味のカヤ

吉村虎太郎銅像

清福寺のイチョウ
北川地区集会所
北川吊り橋
北川集落

下野地区集会所
下野の民家

子安地蔵・文殊菩薩堂

下野集落

願成寺・願成寺の枝垂れ桜

早瀬の一本橋

諏訪神社・諏訪神社の枝垂れ桜

サイフォン式水路

芳生野集落
吉村虎太郎生家跡・芳生野の民家

芳生野地区集会所

郷小のイチョウ

口目ケ市集落
口目ケ市の民家１～７
口目ケ市地区集会所

清水地蔵

国道 439 号

追合神社・義堂絶海銅像

稲葉洞

中村集落

中村地区集会所
船戸奈路集落

河内神社

秋葉神社

将監神社

西の川の民家

西の川集落

金光寺・金光寺の大イチョウ
六拾餘社

船戸地区集会所
沖屋敷神社

国道 197 号

船戸集落

国道 197 号

県道上郷梼原線

県道四国カルスト公園線

段畑

河内五社神社

北川洗慶堂
神楽伝承施設 ( 大藤館 )
北川の大藤

四万十川

北川川

県道窪川船戸線

県道仁淀東津野線

大古味のゴンドラ

大古味の民家２
大古味集落

大古味の民家１

河内五社神社・大古味地区集会所・大古味のケヤキ・大古味のカヤ

吉村虎太郎銅像

清福寺のイチョウ
北川地区集会所
北川吊り橋
北川集落

下野地区集会所
下野の民家

子安地蔵・文殊菩薩堂

下野集落

願成寺・願成寺の枝垂れ桜

早瀬の一本橋

諏訪神社・諏訪神社の枝垂れ桜

サイフォン式水路

芳生野集落
吉村虎太郎生家跡・芳生野の民家

芳生野地区集会所

郷小のイチョウ

口目ケ市集落
口目ケ市の民家１～７
口目ケ市地区集会所

清水地蔵

国道 439 号

追合神社・義堂絶海銅像

稲葉洞

中村集落

中村地区集会所
船戸奈路集落

河内神社

秋葉神社

将監神社

西の川の民家

西の川集落

金光寺・金光寺の大イチョウ
六拾餘社

船戸地区集会所
沖屋敷神社

国道 197 号

船戸集落

国道 197 号

県道上郷梼原線

県道四国カルスト公園線

0 2.5km

北川区域

四万十川源流区域

■ 区域区分 ■ 重点地区
① 口目ケ市地区
② 芳生野地区
③ 北川地区
④ 大古味地区
⑤ 船戸

選定範囲

津野町界

■ 範囲

N

図 11-5　「四万十川流域の文化的景観　源流域の山村」の重要文化的景観選定範囲

11  四万十川流域の文化的景観　源流域の山村
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　四万十川は、幹川流路延長 196 ㎞（四国第一位）、流域面積 2,270 ㎢（四国第二位）の一級河川であり、不
入山を源流として多くの支流を集めつつ高知県の西南部を大きく蛇行を繰り返しながら太平洋に注いでいる。
檮原町は、面積 236.34 ㎢、人口 4,625 人で、四万十川最大の支流、檮原川（流域面積 451 ㎢、幹川流路 68 ㎞）
の源流に位置している。町域のおよそ 90%が、スギ、ヒノキの人工林とともに檮原川沿いに生育するコナラ、
クリなどの大規模な落葉広葉樹によって占められている。
　檮原町には平地が少なく、山間の傾斜地で農耕を行う必要から川沿いには小規模な棚田が点在している。
中でも標高約 600m付近に広がる神在居の棚田（2.3ha）は特に急勾配の位置にあり、上流域の乏しい水を合
理的に利用しながら現在まで耕作が継続されてきた。しかし、昭和 40 年代に約 630 枚を数えた水田は 164 枚
まで減少し、棚田オーナー制によって維持管理が行われている状況である。
　農耕が制約される反面、檮原町の豊かな森林は、藩政時代から地域の財産である。地域では火入れによる
採草とともに樹木を伐採して薪の採取や製炭を行い、集落有地として町内の森林を管理してきた。昭和 30 年
代に高まった国内の木材需要に対応する目的で造林地をさらに拡大し、全国を市場とする大林業地帯へと発
展した。昭和 50 年代には、多くの山村が不況のために林業活動を手控え始める中で、檮原町は町単独事業を
通じて林業に常に積極的な姿勢を示し続け、1990 年代以降においても地域内連携の組織化や国際的な森林認
証制度による高付加価値化を積極的に図ることによって、一貫して林業による地域づくりを進めている。
　四万十川の上流域に位置する檮原町において、檮原川は急峻なV字谷の間を直線的に流れている。しかし、
この川を昭和初期まではセンビが運航し、木炭やミツマタ、ワラビ粉などを下流に運び、逆に塩や酒などの
日用品を積んで戻るという日常生活に不可欠な流通が行われていた。檮原川は流れが速く岩場も多いために
渡船を利用できる場所はほとんどなかったが、昭和 30 年代になると増水時には水没することを前提として、
各所に沈下橋が建設されるようになった。檮原町に残る沈下橋は、現在も農地と人家を結ぶ道として重要な
役割を担っている。
　文化的景観における重要な構成要素には、檮原川等の河川、沈下橋、河川流域の集落および農地、山林等
がある。

図 12-3　神在居の棚田図 12-1　「四万十川流域の文化的景観　上流域の山村と
棚田」位置

高知県高岡郡檮原町

重要文化的景観の概要

12  四万十川流域の文化的景観　上流域の山村と棚田
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　以上のように、「四万十川流域の文化的景観　上流域の山村と棚田」は、四万十川上流域の厳しい自然条件
の下で営まれた林業と小規模な棚田の耕作によって形成された文化的景観である。しかし近年においては高
齢化と過疎化が進むことによって流域人口が激減しつつあり、特に棚田の維持が困難となっている。こうし
た現状を鑑み、今回、文化的景観保存調査を通じて価値が明らかとなり、文化的景観保存計画によって保護
の考え方が明らかとなった檮原川上流域区域、檮原川中流域区域、神在居区域、森林区域を重要文化的景観
として選定し、保存・活用を図ろうとするものである。/出典：『月刊文化財』第 545 号

図 12-4　ゆすはら座図 12-3　影野地の棚田

12  四万十川流域の文化的景観　上流域の山村と棚田
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「四万十川流域の文化的景観　上流域の山村と棚田」文化的景観保存計画

第１章 文化的景観保存大綱
１．文化的景観保護の意義と目的
　（略）
２．計画策定の経緯と位置付け
　（略）
３．計画の対象範囲と区域設定
　（前略）
　よって本計画の対象は、檮原町の中心を南北に
流れる檮原川本流とその支流である北川川、四万
川川、及び、それらの河川から一番近い山の第一
稜線までの範囲から成る約 8,976ha の地域である。
これを踏まえ、保存活用計画を策定することとす
る（表 12-1 参照）。
４．申し出についての考え方
【第 1 次選定申出予定の区域と重要な構成要素】
　第 1 次の選定申出を予定している区域の名称、
現況、面積は下表のとおりである（表 12-2 参照）。
【第 2 次選定申出予定の区域と重要な構成要素】
　（略）
第２章 基本方針
１．文化的景観の保存に関する基本方針

　（前略）
　こうした状況のもとで諸課題を考慮し、「四万十
川上流域における山村集落と棚田景観」の保存管
理・整備活用・運営体制にかかわる基本方針を以
下のようにまとめる。
1）保存管理の基本方針
①四万十上流域の地形を活かし形成されてきた土
地利用を保存する。
　上流域の限られた土地の中で、地形に合わせ
て散在させて形成されてきた河川沿いの農地や
集落、山間の乏しい水を合理的に利用して維持
形成してきた棚田、檮原の暮らしを支えてきた
広大な森林、こうした土地利用を保存し、継承
を図る。
②檮原町の文化的景観を理解する上で重要な諸要
素を保存・管理する。
　檮原町の文化的景観を構成する要素は、河川
のように長い期間をかけて形成されてきたもの
もあれば、沈下橋のように半世紀弱の歴史をも
つもの、さらに御幸橋・檮原橋のように近年新

たに創出された要素もある。こうした様々な時
代の性質に合わせて形成されてきた諸要素を一
体的に保存し、その価値の多様さを維持する。
③生活・生業の基盤となった流域の豊かな自然環
境を保全する。
　檮原町は四万十川流域の上流に位置し、非常
に豊かな河川や森林を有する。こうした自然環
境が地域の生活・生業を成り立たせてきた。檮
原町における文化的景観を維持するため、こう
した自然環境を積極的に保全し、さらに良好な
ものとしていくよう努める。
2）整備活用の基本方針
①上流域における価値を保存し、さらにその価値
を高める整備を行う。
　上流域の地形を巧みに利用してきた土地利用
や、様々な時代を象徴する諸要素を保存し、さ
らにその価値を広く伝え、活用することを目的
に、その価値を維持・向上させる整備を行う。
さらに流域での連続性や統一性に配慮した整備
を目指す。
②文化的景観を維持し、その魅力を伝える取組み
を行う。
　檮原町の文化的景観を活用した新たなイベン
トの開催や魅力的な整備により、その価値を町
民や来訪者に積極的に伝える活動を行う。さら
に生産の場を来訪者に見せることで安全な農林
産物づくりを証明し、付加価値を高めた地場産
物の販売を拡大させ、生業の振興を目指す。
③文化的景観に対する住民意識を高め、その価値

表 12-1　区域設定の考え方
区域名
檮原上流
域区域

檮原中流
域区域

区域設定の考え方 範囲
四万十川流域の源流部
にあたり、急峻な谷間を
直線的に流れる河川
と、様々な渡河の方法
や河川への信仰を伝え
る集落の景観地

檮原川（大田戸～川口区
間）と四万川川（広野～
川口区間）、及びそれら
河川から一番近い山の第
一稜線までの区域、国有
林、神在居の棚田地域一
帯

大きな蛇行を繰り返す
河川と、その豊富な水量
により漁労や舟運を成
り立たせ、河川水を巧み
に利用してきた集落の
景観地

檮原川（川口～島中区
間）と北川川、及びそれ
ら河川から一番近い山の
第一稜線までの区域、国
有林
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を継承する人材の育成に努める。
　住民に対して学習会や講演会等の学習機会の
提供を行うとともに、教育機関との連携事業を
実施することにより、文化的景観を継承するこ
との意義についての合意形成を図る。また、文
化的景観の保護活動に関わる住民組織を支援す
るとともに、文化的景観の価値を支える技術を
継承する人材育成にも努める。
3）運営体制の基本方針
①庁内での運営体制の充実を図るとともに、関係
団体や住民組織、専門家等との連携体制を確立
する。
　文化的景観の保存活用に関わる各部署が連携
して取り組みを進めることはもとより、国土交
通省や林野庁などの政府機関、資料館や図書館
などの社会教育施設、住民グループ、大学等と
の連携を図ることにより、より効果的な管理体
制の充実を目指す。
②四万十川流域での活動の広域連携化を図る。
　檮原町の文化的景観は、総体としての「四万十
川流域の文化的景観」の一部を成すものである。
流域全体としての総合的な文化的景観の価値を
保護するためにも、流域の町や高知県、関係団
体等と相互に連携し合いながら、諸問題に対す
る広域的かつ横断的な調整を図る。
第３章 保存管理
１．土地利用の方針
1）檮原上流域区域
2）檮原中流域区域
3）森林区域
　（略）
２．行為規制の方針
　重要文化的景観選定申出対象区域は、既存の河川

法、農地法、農業振興地域の整備に関する法律、森
林法のほか、高知県四万十川の保全及び流域の振興
に関する基本条例の対象範囲となっており、これら
各種法令による行為規制が適用されている。さら
に、景観法に基づき、申出対象地域を含む町全域を
景観計画区域とする「檮原町景観計画」が策定され
るほか、「檮原町景観条例」の制定も行われる。
　檮原町景観計画では、景観計画区域を「景観重
点区域」と「一般景観区域」に区分し、それぞれ
の景観特性に応じた届出対象行為や景観形成基準
を定める。景観重点区域はその特性に応じてさら
に「ししまる地区」、「神在居地区」、「四万十川源
流ゾーン」、「歴史・文化が薫るゾーン〔脱藩の道・
茶堂〕」、「四国カルストゾーン」に区分され、そ
れぞれに対応した景観まちづくりを進め、個別の
規制誘導策を検討する。本計画の対象とする範囲
はすべてこれら景観重点区域内、「ししまる地区」、
「神在居地区」、「四万十川源流ゾーン」に含まれる。
　そこで、文化的景観の保存に配慮した土地利用
に関する行為規制の方針としては、上記土地利用
の方針に基づき、重要文化的景観の滅失又はき損、
現状変更又は保存に影響を及ぼす行為（以下、現
状変更等）の許可、届出、報告に係る取扱いを表
12-3 の通り示す。
３．現状変更の考え方
（1）檮原町の文化的景観の現状変更等の取り扱い
基準
　重要文化的景観選定申出範囲の現状変更対象行
為は、基本的には当該地域に設定される規制法の
手続きや景観法に基づく届出の対象となっている。
また、平成 20 年 7 月の文部科学省令の改正により、
文化的景観を構成する要素の中から、重要な構成
要素（「景観重要構成要素」という）を特定するこ

表 12-2　第 1次選定申出予定区域と重要な構成要素の一覧

12  四万十川流域の文化的景観　上流域の山村と棚田

区域名

檮原上流
域区域

檮原中流
域区域

区域 面積（㎡）

34,463,859.82

55,304,829.47

重要な構成要素
現状変更等の対象 現状等の報告の対象

檮原川（大田戸～川口区間）
と四万川川（広野～川口区
間）、及びそれら河川から一
番近い山の第一稜線までの
区域、国有林、神在居の棚田
地域一帯

旧掛橋和泉邸、ゆすは
ら座、旧檮原村役場庁
舎、河内神社、三嶋五社
神社、檮原三嶋神社、天
徳山吉祥寺、西区三嶋
神社

檮原川、四万川川、芹川山、栃ノ木谷山、奈
路畑山、道197号、国道440号、県道中平檮原
線、県道城川檮原線、県道上郷檮原線、善福
寺の大杉、三嶋神社のハリモミ、折れ大杉、
石藪橋、中古屋橋、御神幸橋、檮原橋、築池
橋、新道橋、仲間橋、竹の藪沈下橋、神在居
の棚田集落

檮原川（川口～島中区間）と
北川川、及びそれら河川から
一番近い山の第一稜線まで
の区域、国有林

中平三嶋神社、天神宮 檮原川、北川川、国道439号、県道中平梼原
線、県道松原窪川線、汢尾西山、鷹取山、下
鷹取山、中平山、足川山、大畑山、東平山、一
ノ谷山、久保谷山、高野山、五郎畑山、成川
山、仲久保沈下橋、初瀬橋（吊り橋）、中平沈
下橋
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ととなった。すなわち文化的景観を構成する要素
は、選定申出上、文化的景観の現状変更や既存等
に対して報告や届出を課すことのない一般的要素
と、現状変更や毀損等に対して一定の義務を課す
景観重要構成要素とに区分される。そして、景観
重要構成要素は現状変更等の手続き方法によって、
文化庁へ報告を要するものと、文化庁長官に対し

て届出を要するものとの二つに区分することとし
た。
■景観重要構成要素の現状変更等の手続き
1．報告を要するもの
　当該景観重要構成要素に現状変更等がある場合、
文化庁の求めに応じて檮原町が文化庁長官に対し
て報告を行うものである。この場合、当該景観重

表 12-3　現状変更等の許可、届出、報告に係る取扱い

現状変更等 梼原町景観計画
届出を要す内容 景観形成基準

農
地

河
川

山
林

建
築
物

工
作
物

樹
木

居
住
地

①土地の形状変更
②鉱物の掘削、土石
　等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置

①②③屋外に
おける土石、廃
棄物、再生資
源、その他の物
件 の 堆 積 に
あっては、体積
面積が100㎡又
は高さ3ｍを越
えるもの
④自動販売機
の新設等を行
う場合、高さ
1. 5mを超える
もの

①②③＜ししまる地区＞周辺景観及び周辺環境に配慮し、芝、低木、中高木の植裁等
必要な修景措置や緑化措置を講じること。擁護壁等の構造物を設ける場合は最小限
にする。造成に関わる切土及び盛土の量はできるだけ少なくする。
①②優れた景観有する施設等の背景を保全するために必要な地域にあっては、その保
全に配慮した堆積とすること。
①②＜神在居地区＞稜線を分断しないようにできる限り自然の地形を活かすように努
める。法面が生じる場合は、周辺景観及び周辺環境に配慮し、必要な修景措置や緑化
措置を講じること。擁護壁等の構造物を設ける場合は最小限にする。造成に関わる切
土及び盛土の量はできるだけ少なくする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①②＜四万十川源流ゾーン＞高さは稜線を分断しないようにできる限り自然の地形を
活かすように努める。法面が生じる場合は、周辺景観及び周辺環境に配慮し、必要な
修景措置や緑化措置を講じる。擁護壁等の構造物を設ける場合は最小限にする。　
④自動販売機の新設等を行う場合、色彩はマンセル値10未満であること。ししまる地
区・神在居地区では、外観は可能な範囲で木製建具で囲むように努める。
④ししまる地区では、屋外広告物については住民や事業者への理解を得ながら周囲の
景観と調和するように努める。

①土地の形状変更
②土石等の採取　
③物品等の集積　
④看板等の設置
⑤農地等の転用
①土地の形状変更
②土石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置
⑥河川の流水や土
　地の占用
⑦工作物の建築等
①土地の形状変更
②土石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置
⑧木竹の伐採

①②③④上記
参照

①②③上記参照
⑧周辺景観への影響に配慮して検討すること。伐採を行った場合は、その周辺環境が
良好に維持できるように緑化措置を講じるように努める

⑨⑩⑪建築面
積100㎡以上又
は高さ10mを超
えるもの

⑨【高さ】原則として二階建て(10m)までとする（公共施設は除く）。ししまる地区では、室外
機やアンテナといった住宅設備については住民や事業者への理解を得ながら周囲の景観
と調和するように努める。四万十川源流ゾーン第二種区域では稜線を分断しないこと。
⑨⑩【外観】＜ししまる地区＞屋根の形状は傾斜屋根とする。軒の出寸法は、50㎝以上とす
る。地域の景観を特徴づける素材、その他これに類する自然素材の活用に努めるものとす
る。＜神在居地区＞屋根の形状は傾斜屋根とする。稜線を分断しないようにする。＜四万十
川源流ゾーン＞第一種区域では傾斜屋根、適度な軒の出を有するように努める。地域の景
観を特徴づける素材、その他これに類する自然素材の活用に配慮する。第二種区域では
地域の景観を特徴づける素材、その他これに類する自然素材の活用に配慮する。
⑨⑩【素材】＜ししまる地区＞屋根は原則として瓦を基本とする。
⑨⑩⑪【色彩】＜ししまる地区＞自然色を基本とし、鮮やかな原色は避け、周辺の景観に調
和するものとする。＜神在居地区＞色彩は、自然色を基本とし、鮮やかな原色は避け周辺の
建物や自然景観との連続性に配慮し調和を図るようにする。＜四万十川源流ゾーン＞周辺
の景観と調和するものであること。

⑫⑬⑭築造面
積10㎡以上又
は高さ1. 5mを
超えるもの

⑫【高さ】13mを超えないこと（四万十川源流景観ゾーン第二種区域を除く）。四万十川源流
ゾーン第二種区域では稜線を分断しないこと。　　　　　　　　　　　　　
⑫⑬【外観】＜ししまる地区＞自然素材を可能な限り使用し、それによりがたい場合は形状・
素材感の工夫を図る。道路に面する部分は、花壇等を設置し、植栽に努める。周辺景観との
調和に配慮する。＜神在居地区＞自然素材を可能な限り使用し、それによりがたい場合は形
状・素材感の工夫を図る。周辺景観との調和に配慮する。工作物の周辺は緑化に努める。
⑫⑬【素材】＜ししまる地区＞
⑫⑬【石垣】＜神在居地区＞既存の石積の保全に努め、石組による棚田の良好な景観保全
を進める。農業等の振興を図る上でやむを得ず石積の形状を変更する場合は、周辺景観と
の調和に配慮し、修景措置を講じること。
⑫⑬⑭【色彩】＜ししまる地区・神在居地区＞周辺の景観と調和するよう奇抜なものは避け
る。＜四万十川源流ゾーン＞マンセル値10未満で、周辺の景観と調和するものであること。

⑨建築物の建築等
⑩建築物の外観の
　変更　　　　　
⑪建築物の色彩の
　変更

⑫工作物の建設等
⑬工作物の外観の
　変更
⑭工作物の色彩の
　変更

⑧木竹の伐採 ⑧周辺景観への影響に配慮して検討すること。伐採を行った場合は、その周辺環境が
良好に維持できるように緑化措置を講じるように努める
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要構成要素の所有者等は、檮原町教育委員会に対
して事前の協議あるいは通知等の協力を行うもの
とする。文化財保護法第 136 条ただし書による行
為についても、檮原町教育委員会に対して事前の
調節等が行われることが望ましい。また、国、高
知県、檮原町の法令に基づく有形文化財あるいは、
記念物等の文化財指定を受けているものについて

は、既指定の文化財価値に基づく行政手続きを尊
重し、あわせて文化的景観の価値観点から表 12-4
に掲げる場合は報告を行うものとする。
　なお、檮原町における文化的景観の保護につい
ては、法令等によって概ねの保護措置が担保され
ていることから、表 12-5 に掲げる行為は、文化財
保護法第 139 条第 1 項に基づく文化庁に対する現

12  四万十川流域の文化的景観　上流域の山村と棚田

文化庁長官への現状変更等の届出・報告の対象（重要な構成要素）
届出の対象 報告の対象現行法による届出又は許可を要す内容

【檮原上流区域】
檮原川、四万川川
【檮原中区域】
檮原川、北川

【檮原上流区域】
国有林
その他山林
【檮原中区域】
国有林
その他山林

④【高知県屋外広告物条例】四万十川条例区域内に設
置する看板、広告板及び自動販売機の設置

⑤【農地法】（許可制）農地における農地等の転用
⑤【農振法】（許可制）農用地区域内における開発行為

①【河川法】（許可制）河川区域内における土地の形状変更
②【河川法】（許可制）河川区域内における河川の産出物の
採取
④⑦【河川法】（許可制）河川区域内における工作物の新設、
改築、除去
⑥【河川法】（許可制）河川区域内における河川の流水や土
地の占用
①【森林法】（許可制）地域森林計画の対象区域（民有林）に
おける1.1haを超える規模での宅地の造成等の開発行為、保
安林における土地の形質を変更する行為
②【森林法】（許可制）地域森林計画の対象区域（民有林）に
おける1.1haを超える規模での土石の採掘や鉱物の採掘
⑧【森林法】（届出制）地域森林計画の対象区域（民有林）に
おける 1ha未満の立木の伐採
⑧【森林法】（許可制）保安林における立木の伐採

【檮原上流区域】
旧掛橋和泉邸、ゆすはら座、旧檮
原村役場庁舎（歴史民俗資料館別
館）、梼原三嶋神社、天徳山吉祥
寺、西区三嶋神社、川内神社、三
嶋五社神社、
【檮原中区域】
中平三嶋神社、天神宮、阿弥陀
堂、大鳴見神社

【檮原川上流区域】
神在居の棚田の石垣群

【檮原上流区域】
石藪橋、中古屋橋、新道橋、竹の薮
沈下橋、仲間橋、御神幸橋
檮原橋、築池橋、
【檮原川中流区域】
仲久保沈下橋、中平沈下橋、初瀬橋

【檮原上流区域】
折れ大杉、善福寺の大杉、檮原三
嶋神社のハリモミ
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届出の種類

滅失

毀損

現状変更

応急的措置

維持管理の
措置

生業に関す
る行為

届出が必要な場合

項　目 内　　　　容

焼失、流失等により滅失した
場合。
災害等により大きく破損した
場合。

届出日
滅失・毀損を知っ
た日から10日以
内。

現状変更しようと
する日の30日前ま
で

移転、除去、当該景観重要構
成要素の価値に影響を及ぼ
す増改築等の行為。

・災害等により防災、人命・財産の安全を確保す
るために必要な措置。
・物件の構造や外観に影響を及ぼさない軽易な
補修・改修行為。
・危険木の伐採、剪定・枝払い等の維持管理行為。
・農地、山林の継続利用のための農作業、植林・
保育・伐採の行為。
・作業路の開設は、土地の形状変更を最小限に
とどめ、景観への影響が少ないことを前提とし
て認めることとする。

状変更等の届出を必要としない。
2. 届出を要するもの
　当該景観重要構成要素に現状変更等がある場合、
当該景観重要構成要素の所有者等は文化庁長官に
対して届出を行うものである。この場合、当該景
観重要構成要素の所有者等は、檮原町教育委員会
に対して事前の協議を行うものとする。届出書類
は檮原町教育委員会へ提出するものとする。
　この届出案件は、重要文化的景観の形成に重要な
家屋として文部科学大臣が定める家屋（景観重要届
出家屋）と同一とした。また、所有者等が届出しな
ければならない現状変更等の行為とは、概ね以下の
とおりの状況を指すこととする（表 12-4 参照）。
第４章 整備活用
１．整備活用の考え方
　「四万十川上流域における山村集落と棚田景観」
に関する整備活用については、第 3 章で述べた基
本方針に従い、檮原町内や四万十川流域全体での
統一性や関連性を持たせたものとする。さらに調
査による文化的景観としての価値を踏まえ、それ
ぞれの区域の景観特性を損なわないよう配慮して
行うこととする。またできることから実践し、継
続的に着実な効果を上げていく取り組みを行うと
ともに、長期的な視点で取り組むことで後世に誇
れる文化的景観の形成を目指す。
　また檮原町総合振興計画などの町独自の計画はも
ちろんのこと、檮原町森林組合や四国森林管理局な
どが行う取り組みとも調和した整備活用を行う。

２．整備活用の具体的手法
1）全区域
2）檮原上流域区域
3）檮原中流域区域
　（略）
第５章 運営体制
１．運営体制の考え方
　運営体制については、行政、住民、専門家等の
協働による協議・実行を基本とする。基本方針や
戦略的事項、保存管理・整備活用施策にかかわる
問題については、国・県・町・住民団体等の関係
者による協議体を組織しなければならない。また、
各区域における保存管理・整備活用の日常的活動
は、町・住民団体等を中心に実働性が高い機動力
のある活動体を組織し対処していくことより、こ
の保存計画を実効性あるものとする。
　以上を踏まえ、檮原町における文化的景観の運
営体制については、第 3 章に揚げた基本方針に沿っ
て整備・展開するものとする。
２．運営及び管理体制
1）流域での連携
　四万十川流域文化的景観連絡協議会を中心とし
て、文化的景観保護に向けた 5 市町の連携を強化
していくとともに、四万十川流域住民ネットワー
クや関係団体とも連携して景観や生業、交流人口
の拡大など幅の広い取り組みを進め、地域の独自
性や経済的な自立への呼び水となる組織の確立を
目指す。
２）神在居区域
　檮原町、千枚田ふるさと会による連携を継続し
ていくとともに、棚田オーナーによるボランティ
アグループを結成して、地域との連携による新た
な活動を実施していく。
３）森林区域
　林野庁、高知県、梼原町及び流域市町村との連
携、さらに森林組合や森林ボランティア等とも
連携することにより、森林と関わってきた歴史
や生業・森林と河川の関わり・環境保全のあり方
などについて、地域内外の住民の参加を得ながら
四万十川流域森林の文化的景観を将来に伝えるた
め共に考え、活動し適切かつ実効ある管理運営を
行う。
／出典：『「四万十川上流域における山村集落と棚
田景観」　文化的景観保存計画書』（平成 20 年 7 月、
高知県檮原町）、抜粋、一部修正

表 12-4　届出が必要な場合

表 12-5　現状変更等の届出を必要としない行為
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図 12-5　「四万十川流域の文化的景観　上流域の山村と棚田」の重要文化的景観選定範囲
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　四万十川は、幹川流路延長 196 ㎞（四国第一位）、流域面積 2,270 ㎢（四国第二位）の一級河川であり、不
入山を源流として多くの支流を集めつつ高知県の西南部を大きく蛇行を繰り返しながら太平洋に注いでいる。
中土佐町は四万十川上流域に位置し、中でも標高 300mの台地に広がる大野見地区においては、地区を二分
して貫く四万十川本流に数々の支流が流れ込んで美しい渓谷を形成し、川の流れに沿って水田が広がる。
　この地は古くより御留山に囲まれたわずかな土地を対象に、農林業の複合経営に活路を求めてきた場所で
ある。大野見地区の約97%をなす森林は、杣や木挽きによって切り開かれた。大野見は特に林業経営を重視し、
不要存置国有林の払い下げを受けて村有林経営に力を入れた。大野見で切り出された材木は陸路を久礼まで
運ばれ、久礼の港から近畿圏などに輸送された。現在の久礼は漁港として賑わっているが、かつては材木の
積出港として重要な役割を果たした場所である。
　大野見地区の最も大きな特徴は、四万十川本流に 13 か所見られる堰のうち 6か所が集中しているという点
である。構造は、木造から竹網式（竹の中に石を入れる工法）、ジャカゴ（鉄網に石を入れる工法）、コンクリー
トと変化しているが、藩政期から努力して繰り返された小規模ではあるがきめの細かい開墾と新田開発は、
こうした度重なる灌漑工事の結果である。小規模な農地を開拓し、米作りを主体とすることに成功した大野
見の農業は、昭和 30 年代の高度経済成長期に大きく変化した。当時、県内で推進された経営規模の拡大、立
地条件の改善、茶、養蚕などの導入による換金型農業への転換が大野見地区の農業を構造的に変化させ、現
在では、園芸作物やしょうがの栽培とともに花卉栽培が推進され、品種改良や農機具の普及により生産性は
高まっている。
　農業の構造的な変化は、地域において生活の豊かさをもたらし、大野見地区の離農率は他地域と比較して
低いだけでなく農地を維持しようとする地域住民の意識も高い。しかし、開拓の歴史を物語る農地は圃場整
備によって一区画 20 ～ 30a に整備され、灌漑、排水、農道などを完備した営農団地へと変わった。こうした中、
近年では地域づくりと連携した新しい農業の在り方についての模索が行われている。
　文化的景観における重要な構成要素には、四万十川、槇野 ・々久万秋等の集落、集落が管理する農地及び山林、
沈下橋等がある。

宇和島市

松山市

四万十市

高知市

中土佐町

四万十川流域の文化的景観
　上流域の農山村と流通・往来

図 13-2　高樋沈下橋と高樋堰図 13-1　「四万十川流域の文化的景観　上流域の農山村
と流通・往来」位置

高知県高岡郡中土佐町

重要文化的景観の概要
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　以上のように、「四万十川流域の文化的景観　上流域の農山村と流通・往来」は、四万十川上流域の狭い土
地に農地を開墾し、新田開発を行うとともに、木材の輸送を通じて形成された文化的景観である。しかし近
年においては高齢化と過疎化が進むことによって流域人口が激減しつつあり、農業の維持も徐々に困難な状
態となっている。こうした現状に鑑み、今回、文化的景観保存調査を通じて価値が明らかになるとともに、
文化的景観保存計画によって保護の考え方が示された河川、森林、農地等を重要文化的景観として選定し、
保存・活用を図ろうとするものである。/出典 :『月刊文化財』第 545 号

図 13-4　奈路水路図 13-3　奈路橋

13  四万十川流域の文化的景観　上流域の農山村と流通・往来
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「四万十川流域の文化的景観　上流域の農山村と流通・往来」文化的景観保存計画

第１章　文化的景観保存大綱
１．文化的景観保護の意義と目的
　（略）
２．計画策定の経緯と位置付け
　（略）
３．計画の対象と範囲
　（前略）
　よって本計画の対象は、中土佐町を流れ出る
四万十川本流と、その支流である島の川川、萩中
川、下ル川、それらの河川から一番近い山の第一
稜線までの範囲、国有林、及び、木材の搬出港で
あった久礼の港町から成る約 4,239.32ha の地域と
する。この対象とする範囲を「四万十川上流区域」、
「島ノ川国有林区域」、「萩中川区域」、「下ル川区
域」、「久礼港区域」の 5 区域に区分するが、これ
は小流域や地形、植生等の自然的観点に基づき、
歴史性、社会性を踏まえた景観的まとまりから区
分したものである。さらに第一次選定申出では、
四万十川上流区域における「大股地区」、「久万秋
地区」、「槇野々地区」を区域の特質を特によく表
す集落域として重点地区に設定する。
４．申請についての考え方
【第一次選定申出予定の区域と重要な構成要素】
　（略、表 13-1 参照）
【第二次選定申出予定の区域と重要な構成要素】
　（略）
第２章　区域の設定
１．文化的景観の範囲と区域設定の考え方

　今回の申出対象となるのは、第一次選定申出で
「四万十川上流区域」、「島ノ川国有林区域」の 2 区
域を、第二次選定申出で「萩中川区域」、「下ル川
区域」、「久礼港区域」の 3 区域を予定している（表
13-2 参照）。
　（後略）
２．文化的景観の特性
（1）自然的特性
（2）歴史的特性
（3）社会的特性
　（略）
第３章　基本方針
１．保存管理、整備活用、運営体制に関する基本方針
　（前略）
（1）保存管理の基本方針
①四万十川上流域での中土佐町の独特の地形の土
地利用を維持する。
　四万十川上流域に属する大野見地区は、川に
二分された集落が点在していて、比較的農地に
恵まれ森林も人工林が植栽され豊かである。ま
た、居住地は川沿いに開け点在する。一方、木
材の搬出港であった海岸部に属する久礼地区で
は、比較的集中した街並みを覗かせる漁師町で
ある。こうした独特の地形を活かし、地域資源
としての土地利用を継承する。
②中土佐町の景観を構成する要素の保存を図る。
　開拓や流通・往来の歴史や文化を再調査し、
生業の営みや暮らしの中に培われ育て上げられ

図 13-1　第 1次選定申出予定区域と重要な構成要素の一覧
区域名

【重点地区名】
四万十川上流区域
【大股地区】
【久万秋地区】
【槇野々地区】

島ノ川国有林区域

重要な構成要素
現状変更等の対象 現状等の報告の対象区域 面積（㎡）

17,136,100

16,106,200

四万十川本流とその河
川から一番近い山の第
一稜線までの区域

島の川川とその河川か
ら一番近い山の第一稜
線までの区域及び構成
する国有林

【久万秋地区】
久万秋熊野神社
【槇野々地区】
二ノ宮神社、槇野々荘（農家住
宅）
【その他】
津野神社、嶋神社、奈路天満宮
本殿・拝殿、清泉寺・庫裏、竹原
熊野神社本殿・拝殿、大野見四
万十民俗館
河内神社

【大股地区】
高樋集落、高樋沈下橋
【久万秋地区】
久万秋集落、久万秋沈下橋
【槇野々地区】
槇野々集落、長野沈下橋
【その他】
四万十川、県道窪川船戸線、県道
萩中須崎線、奈路県道土佐久礼停
車場線、奈路橋
島の川川、島ノ川渓谷沿いモミジ群
集、堅条藪山、島ノ川山、久原谷奥
山、鴨川原続山、轟谷山
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た数々の貴重な要素を大切な財産として、後世
に受け継ぐため保存・整備・活用を図る。
③中土佐町の厳しい風土を支えた豊かな自然環境
の保全に取り組む。
　四万十川上流域は豊かな自然とそこに暮らす
住民との共存でその自然を守り育てている。ま
た、海に比較的近く、高低差 300 ｍの急な坂道
で結ばれる地形もまた自然環境そのものであり、
これらの自然条件を維持・継承していくと共に
地域資源として活用していく。

（2）整備活用の基本方針
①文化的景観の価値と機能が継続されるよう、価
値を高める整備を図る。
　中土佐町の四万十川上流域における流通・往
来に関する歴史・文化的価値や農山村集落が自
然と共存し災害等に巧みに利用してきた土地利
用の文化的価値等を保存継承し、その価値が継
続できるよう配慮した整備を行う。
②住民の自然と共生し培われた文化的景観の特性
の活かした取り組みを図る。
　文化的景観の特性を理解し活用するため、住
民自治組織やボランティア団体、行政が中心と
なり、学習や講習を通じお互いに協働して文化
的景観の活用に取り組み、活性化を図る。
③文化的景観に対する継承と人材育成を図る。
　中土佐町の独特の文化的景観の価値を保存継
承するため、また、有効活用するために学習会
や講演会を通じ人材育成を図っていく。定期的
に地区内への働きかけや説明会をおこない住民
の認識を高めるよう努力する。

（3）運営体制の基本方針
①庁内の運営体制の確立、関係組織の充実、各住
民組織との連携を図る。
　文化的景観の保存活用に関わる運営体制につ
いては、現在組織している文化的景観庁内検討

委員会を運営委員会として今後も活動を促し、
各部署が連携して取り組みを進めるとともに、
中土佐町の地域振興や事業施策を図るうえでも
景観計画、文化的景観保存計画を尊重し、振興
計画との整合を図りながら推進する。また、国、
県各行政機関、各団体、各住民組織等の連携を
図り管理体制の充実に努める。
②四万十川流域での広域連携を図る。
　中土佐町の文化的景観は、総体としての
「四万十川流域の文化的景観」の一部を成すもの
である。流域全体としての総合的な文化的景観
の価値を保護するためにも、流域の町や高知県、
関係団体等と相互に連携し合いながら、諸問題
に対する広域的かつ横断的な調整を図る。
第４章　保存管理
１．土地利用等の考え方
　重要文化的景観選定申出対象地区は、既存の法
条例及び景観計画、景観条例を保持し、形成基準
を厳守することを踏まえて次に揚げる。
（1）山林
　中土佐町の総面積の 90％を占める山林の役割は
多大であり、里山と合わせて水源涵養、土砂災害
の防止、大気浄化、動植物及びその生態系の保持
等といった役割を果たせる健全な山林の育成に努
めなければならない。また、特に四万十川流域の
大野見地区は民有林の 70％以上は植林であり、長
期的な計画での施行を実施する。
　（後略）
（2）農地
　中土佐町大野見地区の中央部は、四万十川上流
域ではあるが高南台地の農地（ほとんどが水田）
が広がる農村地帯である。ほぼ圃場整備完了して
おり、機械化が進んでいて、米のほかにも路地野
菜やハウス園芸も盛んである。
　しかしながら、支流沿いや山部では農地も少な

表 13-2　区域設定の考え方
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区域名

四万十川上流
区域

島ノ川国有林
区域

萩中川区域

下ル川区域

久礼港区域

区域設定の考え方 範囲及び重点地区

上流域で屈曲を繰り返す四万十川と、その河川水を利用して開拓さ
れた農山村集落の景観地

四万十川上流域最大の支流である島の川川の渓谷と、その最上流
部に残る天然林の景観地

支流下ル川沿いで林業を中心とした生業により形成された集落の景
観地

支流萩中川に沿って石積の田畑や集落が点在する里山の景観地

四万十川上流域の木材搬出港として発展してきた漁港の景観地

四万十川本流とその河川から一番近い山の第
一稜線までの区域重点地区：大股地区、久万秋
地区、槇野々地区
島の川川とその河川から一番近い山の第一稜
線までの区域、及び国有林
萩中川とその河川から一番近い山の第一稜線
までの区域
下ル川とその河川から一番近い山の第一稜線
までの区域
久礼漁港とその港町一帯
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く、高齢化の進行と後継者がいない状況から林地
化が進んでいく。
　文化的景観地区においては、このような状況を
踏まえ、土地の有効利用を図っていく必要がある。
　（後略）
（3）河川
　中土佐町大野見地区は、谷川から川らしい川に
変わっていく場所であり、上流の大股地区にある
高樋の沈下橋は四万十川本流の最上流の沈下橋で
る。この沈下橋は、車ではなく対岸での農作業の
ための農業用機械が通るためだけの沈下橋である。
よって、川幅が狭く人間が歩いて渡っての農作業

も苦にならない程度である。
　また、中流域の久万秋の沈下橋は、大きな集落
を結ぶための沈下橋であり、川幅も広くなってい
る。下流域の長野の沈下橋は、農地と農地を結ぶ
沈下橋である。また、中流域の奈路橋も商店街を
結ぶ橋として住民に親しまれてきた。これらの橋
の保存に努め、文化的財産の維持管理を行ってい
く。また、上流域のすばらしい自然環境を保持し、
環境美化に努める。
（4）居住地
　各地区の空家利用や古民家、樹木、社寺等につ
いては、保存活用のガイドラインを作成し、維持

表 13-3　現状変更等の許可、届出、報告に係る取扱い

現状変更等
津野町景観計画

届出を要す内容 景観形成基準

居
住
地

農
地

河
川

山
林

建
築
物

工
作
物

①土地の形状変更
②鉱物の掘削、土
　石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置

①土地の形状変更
②土石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置
⑤農地等の転用
①土地の形状変更
②土石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置
⑥河川の流水や土
　地の占用
⑦工作物の建築等

①土地の形状変更
②土石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置
⑧森林の伐採
⑨針葉樹の植樹

⑨建築物の建築等
⑩建築物の外観の
　変更
⑪建築物の色彩の
　変更

⑫工作物の建設等
⑬工作物の外観の
　変更
⑭工作物の色彩の
　変更

①＜重点区域・第一種地区＞100㎡以上となるも
の。＜重点区域・第二種地区＞1,000㎡以上とな
るもの。＜一般区域＞10,000㎡以上となるもの。
②＜重点区域・第一種地区＞10㎡以上又は高
さ1.5mを超えるもの。＜重点区域・第二種地区＞ 
1,000㎡以上又は高さ3ｍを超えるもの。＜一般
区域＞10,000㎡以上となるもの。
③＜重点区域・第一種地区＞10㎡以上又は高
さ1.5mを超えるもの。＜重点区域・第二種地区＞
1,000㎡以上又は高さ3ｍを超えるもの。＜一般
区域＞1,000㎡以上又は高さ3ｍを超えるもの。
④＜区域指定(注1)＞一辺が４m以下かつ表示
可能面積が４㎡以下を除く。

①②【切り土、盛り土の高さ】＜重点区域・第一種地区＞高
さ5m以下とすること。
①②【景観の保全】裸地及び屋外における土石、廃棄物等
の集積又は貯蔵物品の露出の抑制、遮蔽措置を講ずるこ
と。石垣の保全、自然景観の保全、法面の緑化、緑地の保
全。
①②【稜線】＜重点区域・第二種地区、一般区域＞稜線を
分断しないこと。
①②③【眺望】＜重点地区＞景観重要公共施設、景観重
要建造物、景観重要樹木等からの眺望を阻害しないこと。
④【色彩】マンセル値10未満。蛍光色を使用しないこと。周
辺の景観と調和するものであること。

①②③④上記参照
⑧＜重点区域・第一種地区＞100㎡以上の天然
林の伐採、10,000㎡以上の植林の伐採。＜重点
区域・第二種地区＞10,000㎡以上の森林の伐
採。＜一般区域＞10,000㎡以上の森林の伐採。
⑨＜重点区域・第一種地区＞100㎡以上のスギ
及びヒノキの植樹。

①②③上記参照
⑧＜重点区域＞森林の伐採率40%以下。これにより難い場
合は、裸地の緑化（新植計画等）措置を講ずること。
⑨＜重点区域＞植林（杉・桧）の下刈り、間伐の計画を提出
し適正な施業を行うこと。

⑫＜重点区域・第一種地区＞10㎡以上又は高
さ1.5mを超えるもの。＜重点区域・第二種地区＞
1,000㎡以上又は高さ5mを超えるもの。＜一般
区域＞1,000㎡以上又は高さ5mを超えるもの。
⑬行為面積の合計が10㎡以上のもの。

⑫【高さ】＜重点区域・第一種地区＞13ｍを超えないこと。＜
重点区域・第二種地区＞高さ20ｍを超えないこと。＜一般
区域＞高さ30ｍを超えるないこと。
⑫⑬⑭【色彩】マンセル値10未満で周辺の景観と調和する
ものであること。

⑨＜重点区域＞述べ床面積100㎡以上又は高
さ10mを超えるもの。＜一般区域＞述べ床面積
200㎡以上又は高さ10mを超えるもの。
⑪行為面積の合計が10㎡以上のもの。

⑨【高さ】＜重点区域・第一種地区＞13ｍを超えないこと。＜
重点区域・第二種地区＞高さ20ｍを超えないこと。＜一般
区域＞高さ30ｍを超えるないこと。
⑨⑩【外観】勾配屋根とし、適度な軒の出を基本とする。原
則として和風感のある素材を使用し、外壁等の形態及びこ
れらの素材が周辺の景観と調和するものであること。
⑨⑩⑪【色彩】マンセル値10未満で周辺の景観と調和する
ものであること。
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管理について検討する。
　河川の汚濁の最大の要因である家庭排水処理に
ついては、四万十川沿いの中流域の居住地が多い
場所は、農業集落排水施設を整備し下水処理を行
なっているが、そのほかは小型合併浄化槽の普及
を行なっている。しかしながら、充分とは言えず
今後は 100％の普及促進を目指す。
２．行為規制の方針
1）重要文化的景観の現状変更等の許可、届出、報
告に係る取扱い
　重要文化的景観選定申出対象区域内の土地利用
は既存の農地法、農業振興地域の整備に関する法

律、森林法、河川法ほか、高知県が指定する高知
県土地基本条例、高知県屋外広告物条例、高知県
四万十川の保全及び振興に関する基本条例、中土
佐町の指定する中土佐町土地基本条例、中土佐町
四万十川の保全及び振興に関する基本条例の対象
区域となっている。
　これに加えて、平成 20 年以降は景観法に基づい
て中土佐町が定める景観条例が平成 20 年 7 月に制
定されたことによる届出対象行為の規定により、
文化的景観の構成要素に関する保護が担保される。
　現状変更等の許可、届出、報告に係る取扱いに
ついては、現状変更等、中土佐町景観計画（届出
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現行法による届出又は許可を要す内容
文化庁長官への現状変更等の届出・報告の対象（重要な構成要素）

届出の対象 報告の対象
④【高知県屋外広告物条例】四万十川条例区域
内に設置する看板、広告板及び自動販売機の設
置

⑤【農地法】（許可制）農地における農地等の転用
⑤【農振法】（許可制）農用地区域内における開発
行為

①【森林法】（許可制）地域森林計画の対象区域
（民有林）における1.1haを超える規模での宅地の
造成等の開発行為、保安林における土地の形質を
変更する行為
②【森林法】（許可制）地域森林計画の対象区域
（民有林）における1.1haを超える規模での土石の
採掘や鉱物の採掘
⑧【森林法】（届出制）地域森林計画の対象区域
（民有林）における 1ha未満の立木の伐採
⑧【森林法】（許可制）保安林における立木の伐採

①【河川法】（許可制）河川区域内における土地の
形状変更
②【河川法】（許可制）河川区域内における河川の
産出物の採取
④⑦【河川法】（許可制）河川区域内における工作
物の新設、改築、除去
⑥【河川法】（許可制）河川区域内における河川の
流水や土地の占用

【四万十川上流区域】
槇野々荘（農家住宅）、二宮神社、清泉
寺・庫裏、竹原熊野神社本殿・拝殿、奈路
天満宮本殿・拝殿、大野見四万十民俗
館、久万秋熊野神社、嶋神社、津野神社
【島ノ川国有林区域】
河内神社

【四万十川上流区域】
高樋集落(農地・山林を含む)、久万秋集
落(農地・山林を含む)、槇野々集落(長野
集落の一部及び農地・山林を含む)

【四万十川上流区域】
四万十川

【島ノ川国有林区域】
島の川川

【島ノ川国有林区域】
堅条藪山、島ノ川山、久原谷奥山、鴨川
原続山、轟谷山、島ノ川渓谷沿いモミジ
群集

【四万十川上流区域】
高樋沈下橋、久万秋沈下橋、長野沈下
橋、奈路橋
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を要す内容、景観形成基準）、現行法による届出又
は許可を要す内容、文化庁長官への現状変更等の
届出・報告の対象（重要な構成要素）を表 13-3 の
とおり示すものとする。
2）重要文化的景観の現状変更等の取り扱い基準
　前項で示した法令等によって、概ねの保護措置が
担保されている。したがって、文化庁に対する現状
変更等の届出対象は表 13-4 に揚げる行為とする。
　届出の対象行為は、その物件の特性を維持する
ための修理、災害等のために必要な応急措置や維
持管理に該当する行為については対象外とする。
（文化財保護法 139 条第 1 項）
　現状変更以外で、滅失または棄損の発生した場
合には同じく届出が必要である。（文化財保護法第
136 条）また、区域内に所在する景観構成要素の
うち、今後、重要性が認められた物件については、
文化長官への届出対象として追加することも考え
られる。
第５章　整備・活用
１．整備活用の考え方
　（前略）
（1）文化的景観本来の特性を活かした整備活用に
取り組む。
（2）住民、行政、各種団体、専門家等が協働して
整備活用に取り組む。

（3）文化的景観の整備活用が、地域の活性化に繋
がるよう努める。

（4）一時的なものではなく、永続的に効果が期待
できる整備活用となるよう検討の上実施する。

（5）文化的景観を子供たちが郷土の歴史を生活、
生業の観点から学べる場として活用する。

２．整備活用の具体的手法
　（前略）
（1）全体に共通する整備項目
①文化的景観に配慮しつつ、活用を促進するため
の施設（サイン板等）の整備

②眺望場所の確保と整備

（2）農地
①景観農業振興地域計画の策定
②耕作放棄地の修景整備と管理、活用
③後継者不足による維持管理支援
（3）里山
①樹木の適正管理
②維持管理に関する支援体制の構築
（4）沈下橋
①維持管理
第６章　運営及び管理体制
１．運営、管理体制の基本的考え方
　中土佐町では、これまで環境、景観保全に取り
組んできた経緯から、町内には活動している組織
がある。
　NPO 法人「四万十・ナイスリバー・プロジェクト」
は、川を保全するため、定期的な水質調査、景観
保全のため岸つつじの植栽、四万十川の自然と親
しんでもらうためのキャンプ場の運営等を行なっ
ている。任意団体の自然愛好会、島ノ川渓谷等緑
化推進協議会は環境、景観保全活動、森の宮を守
る会、おおるり会、もつごの会は地域振興を目的
とした活動を行なっている。
　今後の文化的景観の運営、管理にあたっては、
地域住民、行政、各種団体、専門家等が協働で取
り組んでいく。
２．運営及び管理体制
（1）庁内連携の強化
　文化的景観の保全と地域の振興という視点で庁
内における連携、調整を図っていく。具体的には、
企画、環境、建設、水産商工、農林、教育委員会
で構成する景観（文化的景観）庁内検討委員会で
の横断的な連携を図る。
（2）専門委員会の設置・住民団体等の育成
　景観の保全・整備・活用について、専門的見地
から意見やアドバイスを得るため、専門委員会を
組織し、調査検討を行なう。
　また、各種団体、ボランティア等の育成や支援
体制を図る。
（3）各組織及び流域の連携
　各組織が活動について意見等を交換する場の設
置を図ると共に、四万十川流域市町のさらなる連
携を図る。
／出典：『四万十川上流域における流通・往来と農
山村集落景観　文化的景観保存計画書』（平成 20
年 7 月、高知県中土佐町）、抜粋、一部修正

表 13-4　現状変更等の届出が必要となる行為
届出の種類
滅失または
棄損

現状変更

届出が必要な場合 届出日
その事実を知った日か
ら10日以内に文化庁長
管に届出を行う。

○棄損　地震、風水害
等何らかの原因によって
物件の30％以上の棄損
が確認された場合

現状変更をしようとす
る樋の30日前までに文
化庁長官に届出を行
う。

○老朽、破損、改善等に
よりその物件の現状の
変更を予定する場所
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図 13-5　「四万十川流域の文化的景観　上流域の農山村と流通・往来」の重要文化的景観選定範囲
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　四万十川は、幹川流路延長 196 ㎞（四国第一位）、流域面積 2,270 ㎢（四国第二位）の一級河川であり、不
入山を源流として多くの支流を集めつつ高知県の西南部を大きく蛇行を繰り返しながら太平洋に注いでいる。
四万十川の中流域に位置する四万十町は、急峻な山に囲まれた上流域と比較して多様な土地利用の様態を示
しており、その特性から大きく大正奧四万十区域、四万十川中流区域、高南台地区域の三つに区分すること
ができる。同じ四万十川中流域にありながら、それぞれの地域は自然的・社会的条件の違いに基づいて独特
の特徴を示し、これらが相俟って四万十町の豊かな文化的景観を形成している。
　檮原川が山間部を穿入蛇行して流れる大正奧四万十区域では、人びとは主に林業に従事するとともに、山
地を切り開いて棚田や段々畑を営んできた。四万十町の林業は、明治から昭和にかけて盛況を迎え、特にこ
の区域は北幡地方における近代林業の拠点として成長した。中でも檮原川と四万十川の合流地点に位置する
大正中津川集落は、四万十川流域において最も早く森林軌道が敷設された地区であるとともに、水運を活用
した木材の大量運搬の際の中継地として機能し、流通・往来の結節点として発展した。大正中津川集落は、
四万十桧の産出を続けることによって材木のブランド化を図り、現在も積極的な林業経営を推進している。
　大きく蛇行を繰り返す河川に沿って棚状に農地が開拓された四万十川中流域は、三島と小野という二つの
特徴的な地区を含んでいる。三島地区は、周囲約 10 ㎞に及ぶ中州にあり、四万十川の舟運においては象徴的
な場所である。林業が最も盛況であったころに四万十川には、センビや高瀬船、センバといった川船を活用
した舟運が発達したが、明治 23 年（1890）の洪水までこの中州には三島神社が祀られ、舟の航行に対する
安全祈願の信仰を集めていた。人びとは、難所として有名な轟の瀬にかかる直前の中州で筏を休め、笠や手
ぬぐいなどのかぶりものをはずし、四万十川の水で口を清め、旅の無事を祈って川を下った。また、四万十
川の小さな支流で伐採された木材は、軌道や木馬および人力を使って小野の対岸にある材木の集積地まで運
ばれ、そこから再度、筏流しで河口部へと輸送された。このため、小野地区には筏師が集中し、周辺を含め
ると最盛期には 60 ～ 70 名程度が生活していたといわれている。小野には四万十川流域の林産物を一手に扱
う商人たちが行商していたが、彼らが扱った商品の中にはミツマタやワラビ粉とともに、コウゾを原料とし
た仙花紙と呼ばれる和紙が含まれていた。小野周辺で古くから作られてきたこの和紙は、戦前まで帳簿用紙、

宇和島市

松山市

四万十市

高知市

四万十町

四万十川流域の文化的景観
　中流域の農山村と流通・往来

図 14-2　四万十川　三島図 14-1　「四万十川流域の文化的景観　中流域の農山村
と流通・往来」位置

高知県高岡郡四万十町

重要文化的景観の概要
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戸籍用紙、土地台帳用紙等として大量の需要があり、生産過程において、渇水期の四万十川で和紙をさらした。
戦後の一時期に和紙生産は途絶えたが、近年、小野地区や大井川地区で再開されている。
　仁井田米で有名な高南台地区域は、県内有数の穀物地帯である。開拓により開かれた広大な農地は高南台
地区域に富を生み出し、窪川の発展を促した。窪川は、最初は城下町として、その後四国霊場第 37 番札所の
門前町として栄え、四万十川中流域に商業を基盤とする都市的な営みをつくり出した。
　文化的景観における重要な構成要素には、四万十川、三島・小野等の集落、四万十川流域の農地および山林、
沈下橋等がある。
　以上のように、「四万十川流域の文化的景観　中流域の農山村と流通・往来」は、四万十川中流域が示す豊
かな自然環境と、農林業によって形成される多様な土地利用、流通・往来の営みによって生み出された市街
地によって形成される文化的景観である。しかし近年においては高齢化と過疎化によって流域人口が激減し
つつあり、農林業による生活の維持が困難な状況となっている。こうした現状を鑑み、今回、文化的景観保
存調査を通じて価値が明らかとなり、文化的景観保存計画によって保護の考え方が示された大正奧四万十区
域、四万十川中流区域、高南台地区域を重要文化的景観として選定し、保存・活用を図ろうとするものである。
/出典 :『月刊文化財』第 545 号

図 14-4　仙花紙（十川泉貨紙）漉き図 14-3　佐川橋（旧森林鉄道橋）
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130　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

「四万十川流域の文化的景観　中流域の農山村と流通・往来」文化的景観保存計画

第１章 文化的景観保存大綱
１．文化的景観保護の意義と目的
　（略）
２．計画策定の経緯と位置付け
　（略）
３．文化的景観の位置及び範囲
　（略）
本計画の対象は、四万十町を流れる四万十川本流
とその支流である梼原川、中津川、日野地川、そ
れら河川から一番近い山の第一稜線までの範囲、
及び国有林、町有林（久木ノ森山風景林）から成
る約 13,392.7ha の地域とする。これを踏まえ、表
14-1 に示す区域の設定に基づき、保存活用計画を
策定することとする。
４．申し出についての考え方
【第 1 次選定申出予定の区域と重要な構成要素】
　（略、表 14-2 参照）
【第 2 次選定以降の申出予定区域の区域と重要な構
成要素】
　（略、付表略）
第２章 基本方針
１．文化的景観の保存に関する基本方針
　文化的景観は、地域の自然風土とそこに暮らし
生活・生業を営む人々によって創り上げ守られて
きたものであり、四万十川流域では、人は自然と
共生しながらその恵みを享受する文化が育まれ引
き継がれており、景観も保全されている。
　そこで、人と自然が共存・共生し、地域の伝統
文化や生活・生業を継続しながら特色ある景観を
後世に継承して行くことを保存活用の基本とする。
1）保存管理の基本方針
①地域の特性を活かした土地利用を継続・発展する。
　住民は、四万十川流域の大半を占める山林で
森林資源を育成し、急傾斜地の山間では木を植

え土地の保全を図りつつ棚田を開墾した。また、
比較的平坦な台地部や丘陵地では大規模な灌漑
により清流を導いて広大な農地を拓き、土地を
資源として有効かつ最大限に活用してきた。そ
の生産物を流通するために、四万十川という大
河を利用した流域の往来が発達するとともに、
それらを活かした生業が育まれ、今に残され引
き継がれているものも多い。
　これらの、地域の地形や自然的条件を理解し受
け入れながら築いてきたものを資産として保全す
るとともに、地域の資源として活用していく。

②住民の生活・生業を支え潤いと安らぎを与えて
いる豊かな自然環境を保全する。
　四万十川とその流域の豊かな自然は、住民の
生活・生業を育み支えてきた基礎であるととも
に国民の魅力である。この豊かな自然は住民が
持続的・継続的に活用することで保全されてき
た。将来にわたって、自然と共生しながら住民
の生活・生業を継続していくために流域の自然
景観を保全する必要性と重要性についての普及・
啓蒙を図る。
③自然風土と密接に関わり築かれた歴史的・文化
的資源に誇りを持ち保存・継承する。
　四万十川とその流域には、古代から中世・江戸・
現代へと様々な時代の変遷のなかで、林業が繁栄
し、高南台地を美田へと成長させて城下町・門前
町を形成する基となり、河川の流通・往来を発達
させる等、発展の歴史を物語る景観が各地に残っ
ている。これは、清流四万十川の恵みと住民のた
ゆまない努力と英知の積み重ねによるものであ
る。
　　これらの景観を歴史的・文化的な観点から評
価し再認識することで、誇りと自信を持って保
存し継承する。

表 14-1　区域設定の考え方

高南台地
区域

39,854,336.4

52,367,242.5

41,705,225.3

区域名 区域設定の考え方 範囲及び重点地区 面積（㎡）

大正奥四
万十区域

四万十川
中流区域

四万十川の清流の源である森林とそれを
守り育てるとともに伝統文化を伝承してき
た山村集落の景観地
流通の大動脈であった四万十川とそれを支
え活用してきた川沿い集落の景観地
四万十川の清流を利用して拓かれた田園
の景観地

梼原川と中津川川、及びそれら河川から一番近い山の第一
稜線までの区域、及び国有林

四万十川本流・弘瀬～十和川口区間と、その区間の河川か
ら一番近い山の第一稜線までの区域、及び国有林
四万十川本流・上秋丸～家地川区間と日野地川、及びそれ
ら河川から一番近い山の第一稜線までの区域、及び国有
林
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2）整備活用の基本方針
①文化的景観の価値を存続し、その機能と用途を
継続するよう整備する。
　農地及び森林は、農業や林業に利用し生業を
支えることによって景観が形成・保全されてき
たものであり、引き続き農地や林地としての用
途と価値が継続されるよう整備する。
　河川は、四万十川流域に伝わる伝統漁法が継
承されるとともに、四季が感じられ親水意識が
持たれるよう整備する。
　　集落や町並みは、地域に根ざした伝統文化や生
活・生業の営みが継続される空間として整備する。

②循環型社会を推進し、自然と共生してきた生活・
生業を後世に引き継ぐ。
　有機栽培による農業生産や森林の小面積皆伐
や択伐等による持続型農林業を振興するととも
に、地元農林産物の高付加価値化と地産地消を
推進し、豊かな地域資源と経済活動を有機的に
結びつけた、資源と経済の循環型社会を目指す。
③文化的景観の特性を理解し保存・活用していく
ための人材育成に努める。
　教育機関や自治会組織と連携し、町民の文化
的景観の価値を理解し保護する意識を高める学

習会や講演会等の学習機会の提供を行う。また、
地域づくりグル－プとの連携や育成・支援を通
じて、文化的景観を保護しながら地域資源とし
て活用できる住民組織を育成する。
3）運営体制の基本方針
①庁内での運営体制の充実を図るとともに、関係
団体や住民組織、専門家等との連携体制を確立す
る。
　文化的景観の保存活用に関わる庁内各部署が
連携して取り組みを進めることはもとより、林
野庁などの国機関、県、公民館や資料館などの
社会教育施設、自治会、住民グループ等との連
携を図ることにより、より効果的な管理体制の
充実を目指す。
　農業協同組合、森林組合、商工会等の経済団
体とも連携しながら、景観保全に配慮した土地
利用や開発行為との調整・連携を図る。

②四万十川流域での広域連携を図る。
　四万十市の文化的景観は、総体としての
「四万十川流域の文化的景観」の一部を成すもの
である。流域全体としての総合的な文化的景観
の価値を保護するためにも、流域の町や高知県、
関係団体等と相互に連携し合いながら、諸問題

表 14-2　第一次選定申出予定区域と重要な構成要素の一覧
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高南台地区域
【壱斗俵地区】

大正奥四万十区域
【大正中津川地区】

四万十川中流区域
【三島地区】
【小野地区】

区域名
【重点地区名】

範囲 重要な構成要素 面積（㎡）

41,705,225.3

52,367,242.5

39,854,336.4

梼原川と中津川川、及
びそれら河川から一
番近い山の第一稜線
までの区域、及び国
有林

【大正中津川地区】
大正中津川集落（本村・森ヶ内）、町道久木ノ森線、町道中津川成
川線、サワタリ橋、河内神社、中津川の茶堂、久木ノ森山風景林
【その他】
梼原川、中津川、久保谷風景林、国道439号、町道大奈路下道線、
町道下道下津井線、町道大奈路中津川線、町道下津井線、旧大正
林道佐川橋、木屋ヶ内橋、旧大正林道木屋ヶ内トンネル、旧大正
林道柿ノ木サコ橋、旧大正林道西ノ川１号橋、旧大正林道ユス谷
川橋、ユス谷川橋、大正橋、旧竹内家住宅
【三島地区】
轟集落、三島の水田、第一三島橋、第二三島橋
【小野地区】
小野集落、小野の水田、曽我神社、八坂神社、願成寺
【その他】
四万十川、国道381号、県道大方大正線、町道轟藤の上線、町道昭
和戸口線、町道四手崎線、県道昭和中村線、町道久保川小野線、
町道大井川西土佐線、市の又渓谷風景林、奥大道自然観察教育
林、古屋山林木遺伝資源保存林、梶ヶ谷林木遺伝資源保存林、向
弘瀬橋、上宮橋、向山橋（上岡沈下橋）、里川橋、新谷橋（茅吹手
沈下橋）、北の川口橋、三島神社、仙花紙製作所
【壱斗俵地区】
上壱斗俵集落、下壱斗俵集落、水田（上壱斗俵・下壱斗俵）、一斗
表大橋（一斗俵沈下橋）、法師ノ越水路トンネル
【その他】
四万十川、日野地川、国道381号、県道窪川船戸線、県道秋丸佐賀
線、森ケ内風景林、佛ヶ森山国有林、清水大橋、市生原の石積み
堤防

四万十川本流・弘瀬～
十和川口区間と、その
区間の河川から一番
近い山の第一稜線ま
での区域、及び国有
林

四万十川本流・上秋丸
～家地川区間（市生原
を除く）と日野地川、
及びそれら河川から
一番近い山の第一稜
線までの区域、及び国
有林
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に対する広域的かつ横断的な調整を図る。
第３章 保存管理
１．土地利用の方針
1）大正奥四万十区域
2）四万十川中流区域
3）高南台地区域
　（略）
２．行為規制の方針
　重要文化的景観選定申出対象範囲は、既存の河
川法、都市計画法、農地法、農業振興地域の整備
に関する法律、森林法のほか、高知県四万十川の
保全及び流域の振興に関する基本条例の対象範囲
となっており、これら各種法令による行為規制が
適用されている。
　さらに、景観法に基づき、申出対象地域を含む

642.06ha（町域全部）を景観計画区域とし、既存
の四万十川条例を踏まえ、地域の特性に応じて 3
つの景観類型（山村、河川、田園）と 3 つの規制
度合（第 1 種地区・第 2 種地区・景観一般区域）
に設定する。
　町内の豊かな自然景観及び地域特有の歴史、文
化、生業によって形成された重要な景観であって、
住民・国民共有の財産として重点的に景観を保全
し創出する地域を「景観重点区域」とし、この景
観重点区域は四万十川条例の回廊地区と保全・活
用地区を基本的に準拠するものとする。また、景
観重点区域であって、文化的景観の価値を決定す
る最も重要な地区で、特に重点的に景観を保全し
創出する地域を「第 1 種地区」とする。さらに、
景観重点区域にあって、第 1 種地区の周囲及び後

表 14-3　現状変更等の許可、届出、報告に係る取扱い

①＜重点区域・第一種地区＞100㎡以上
となるもの。
＜重点区域・第二種地区＞1,000㎡以上
となるもの。
＜一般区域＞10,000㎡以上となるもの。
②＜重点区域・第一種地区＞10㎡以上
又は高さ1.5mを超えるもの。
＜重点区域・第二種地区＞ 1,000㎡以上
又は高さ3ｍを超えるもの。
＜一般区域＞10,000㎡以上となるもの。
③＜重点区域・第一種地区＞10㎡以上又
は高さ1.5mを超えるもの。
＜重点区域・第二種地区＞1,000㎡以上
又は高さ3ｍを超えるもの。
＜一般区域＞1,000㎡以上又は高さ3ｍを
超えるもの。
④＜区域指定（注1）＞一辺が４m以下
かつ表示可能面積が４㎡以下を除く。
①②③上記参照
⑧＜重点区域・第一種地区＞100㎡以
上の天然林の伐採、10,000㎡以上の植
林の伐採。
＜重点区域・第二種地区＞10,000㎡以
上の森林の伐採。
＜一般区域＞10,000㎡以上の森林の伐
採。
⑨＜重点区域・第一種地区＞100㎡以
上のスギ及びヒノキの植樹。
⑨＜重点区域＞述べ床面積100㎡以上
又は高さ10mを超えるもの。
＜一般区域＞述べ床面積200㎡以上又
は高さ10mを超えるもの。
⑩⑪行為面積の合計が10㎡以上のも
の。

⑫＜重点区域・第一種地区＞10㎡以上又
は高さ1.5mを超えるもの。
＜重点区域・第二種地区＞1,000㎡以上又
は高さ5mを超えるもの。
＜一般区域＞1,000㎡以上又は高さ5mを
超えるもの。
⑬⑭行為面積の合計が10㎡以上のもの。

①②【切り土、盛り土の高さ】＜重点区域・第一種地区＞では高さ5m以下と
する。
①②【景観の保全】裸地の露出の抑制、遮蔽措置を講ずること。石垣・自然
景観・緑地を保全すること。法面の緑化措置を講ずること。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①②【眺望景観】＜重点区域・第二種地区、一般区域＞稜線を分断しない
こと。
③【眺望】景観重要公共施設、景観重要建造物、景観重要樹木等からの眺
望を阻害しないこと。
③【露出の抑制、遮蔽措置】集積又は貯蔵物品の露出の抑制、遮蔽措置を
講ずること。
④【色彩】マンセル値10未満。蛍光色を使用しないこと。周辺の景観と調和
するものであること。

①②③上記参照
⑧森林の伐採率40%以下。これにより難い場合は、裸地の緑化（新植計画
等）措置を講ずること。
⑨＜重点区域＞第一種地区では植林（杉・桧）の下刈り、間伐の計画を提
出し適正な施業を行うこと。

⑨【高さ】景観重要公共施設、景観重要建造物、景観重要樹木等からの眺
望を阻害しないこと。
＜重点区域・第一種地区＞2階建て以下を基本とする。これにより難い場合
は高さ13ｍを超えないこと。
＜重点区域・第二種地区、一般区域＞2階建て以下を基本とする。これによ
り難い場合は高さ20ｍを超えないこと。稜線を分断しないこと。
⑨⑩【外観】勾配屋根、適度な軒の出を有すること。原則として木材、石材
等の自然素材を使用し、それにより難い場合はこれを模したものを使用する
こと。
⑨⑩⑪【色彩】マンセル値10未満。周辺の景観と調和するものであること。
⑫景観重要公共施設、景観重要建造物、景観重要樹木等からの眺望を阻害
しないこと。＜重点区域・第一種地区＞13mを超えないこと。＜重点区域・第
二種地区、一般区域＞稜線を分断しないこと。
⑫⑬【外観】可能な範囲において、木材、石材等の自然素材を使用し、それ
により難い場合はこれを模したものを使用すること。
⑫⑬⑭【色彩】マンセル値10未満。周辺の景観と調和するものであること。

現状変更等

①土地の形状変更
②鉱物の掘削、土
　石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置
①土地の形状変更
②土石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置
⑤農地等の転用
①土地の形状変更
②土石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置
⑥河川の流水や土
　地の占用
⑦工作物の建築等
①土地の形状変更
②土石等の採取
③物品等の集積
④看板等の設置
⑧森林の伐採
⑨針葉樹の植樹

⑨建築物の建築等
⑩建築物の外観の
　変更
⑪建築物の色彩の
　変更

⑫工作物の建設等
⑬工作物の外観の
　変更
⑭工作物の色彩の
　変更

居
住
地

農
地

河
川

山
林

建
築
物

工
作
物

四万十町景観計画

届出を要す内容 景観形成基準
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背地で、文化的景観の価値を決定する地区として、
第 1 種地区と一体的に景観を保全する地域を第 2
種地区とする。なお、景観重点区域以外の地域を
「景観一般区域」とし、それぞれの景観特性に応
じて、良好な景観を守り創造するため届出対象行
為と審査基準である景観形成基準を定める。届出
行為は、四万十川条例に基づく規制の内容と範囲
について住民の経験知と了解知を踏まえながら、
四万十川条例では行為対象外であった自己居住住
宅にも行為対象を拡大するものとする。
　文化的景観の保全に配慮した行為規制の方針と
しては、重要文化的景観の滅失又は毀損、現状変
更又は保存に影響を及ぼす行為（以下、現状変更
等）の許可、届出、報告に係る取扱を表 14-3 の通
り示すものとする。

３．文化的景観の現状変更等の取り扱い基準
　重要文化的景観選定申出範囲の現状変更対象行
為は、基本的には当該地域に設定される規制法の
手続きや景観法に基づく届出の対象となっている。
また、重要文化的景観に係る選定及び届出等に関
する規則の一部を改正する省令（平成 20 年文部科
学省令第 24 号）の施行により、文化的景観を構成
する要素の中から、重要な構成要素（以下「景観
重要構成要素」という。）を特定することとなった。
すなわち文化的景観を構成する要素は、選定申出
上、文化的景観の現状変更や既存等に対して報告
や届出を課すことのない一般的要素と、現状変更
やき損等に対して一定の義務を課す景観重要構成
要素とに区分される。
　そこで、景観重要構成要素は現状変更等の手続
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現行法による届出又は許可を要す内容
届出の対象 備考

文化庁長官への現状変更等の届出・報告
の対象（重要な構成要素）

①【都市計画法】（許可制）市街化区域内における建築物の建築目的で3000㎡以上の土地の区画
形質の変更を行う開発行為
④【高知県屋外広告物条例】四万十川条例区域内に設置する看板、広告板及び自動販売機の設
置

⑤【農地法】（許可制）農地における農地等の転用
⑤【農振法】（許可制）農用地区域内における開発行為

①【河川法】（許可制）河川区域内における土地の形状変更
②【河川法】（許可制）河川区域内における河川の産出物の採取
④⑦【河川法】（許可制）河川区域内における工作物の新設、改築、除去
⑥【河川法】（許可制）河川区域内における河川の流水や土地の占用

①【森林法】（許可制）地域森林計画の対象区域（民有林）における1.1haを超える規模での宅地の造
成等の開発行為、保安林における土地の形質を変更する行為
②【森林法】（許可制）地域森林計画の対象区域（民有林）における1.1haを超える規模での土石の採
掘や鉱物の採掘
⑧【森林法】（届出制）地域森林計画の対象区域（民有林）における 1ha未満の立木の伐採
⑧【森林法】（許可制）保安林における立木の伐採

【四万十川中流区域】
水田（三島）
水田（小野）
【高南台地区域】
水田（上一斗俵・下一斗俵）

【四万十川中流区域】
水田（三島）
水田（小野）
【高南台地区域】
水田（上一斗俵・下一斗俵）

【大正奥四万十区域】
河内神社（大正中津川）
茶堂（大正中津川）
【四万十川中流区域】
曽我神社
八坂神社
願成寺
三島神社
仙花紙製作所



134　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

き方法によって、文化庁へ報告を要するものと、
文化庁長官に対して届出を要するものとの二つに
区分することとした。
■景観重要構成要素の現状変更等の手続き
1．報告を要するもの
　当該文化的景観における景観重要構成要素に現状
変更等がある場合、文化庁の求めに応じて四万十町
が文化庁長官に対して報告を行うものである。この
場合、景観重要構成要素の所有者等は、四万十町教
育委員会に対して事前の協議あるいは通知等の協力
を行うものとする。文化財保護法第 136 条ただし書
による行為についても、四万十町教育委員会に対し
て事前の調整等が行われることが望ましい。また、
国、高知県、四万十町の法律・条例に基づく有形文
化財あるいは、記念物等の文化財指定を受けている
ものについては、既指定の文化財価値に基づく行政
手続きを尊重し、あわせて文化的景観の価値観点か
ら報告を行うものとする。
2. 届出を要するもの
　当該文化的景観における景観重要構成要素に現
状変更等がある場合、景観重要構成要素の所有者
等は文化庁長官に対して届出を行うものである。
この場合、所有者等は、四万十町教育委員会に対
して事前の協議を行うものとする。届出書類は
四万十町教育委員会へ提出するものとする。
　この届出案件は、重要文化的景観の形成に重要
な家屋として文部科学大臣が定める家屋（景観重
要届出家屋）と同一とした。
　（後略、付表略）
第４章 整備活用
１．整備活用の考え方
　「四万十川流域の文化的景観」に関する整備活用
については、第 3 章で掲げた基本方針に沿って、
庁内の景観行政推進プロジェクトをはじめ四万十
町景観協議会、四万十町文化的景観保存計画策定
委員会等での検討行うとともに、地域住民との意
見交換を踏まえ計画を持ってあたることとする。
　整備活用についての計画は、文化的景観と人々
の暮らしが調和を保ちつつ維持、継承されていく
ため、長期計画、短期計画を策定し、必要に応じ
て既存計画の見直しと再計画を行う。計画は、保
全・整備・活用が個別の方向に進むのではなく、
おのおのが関係・調和することによる相乗効果を
生み出すよう留意する。
　特に、整備については四万十町の特性である山、

川、台地、農山漁村の多彩な景観への調和に配慮
しつつ、各種農林業振興事業、河川、道路整備事
業などの公共事業とも整合性を図るものとする。
　（後略）
２．整備活用の具体的手法
　（略）
第５章 運営及び管理体制
１．運営体制の考え方
　「四万十川流域の文化的景観」の管理運営は、地
元住民はもとより、行政、各種団体、専門家が協
働して取り組むことが重要である。全国に誇れる
四万十町の多様で良好な景観は、観光地化しない
観光地として適切に保全し、将来にわたって価値
を高めつつ継承していく必要がある。
　また、地域の人々が自らの地域に自信を持ち、
情報の発信を行い、地域内外の人々と交流し、歴
史と文化、そこのある景観に誇りを持つことが大
切である。
２．運営及び管理体制
1）景観推進プロジェクトチームの強化
　本町では良好な景観の保全を図りながら地域振
興を目指すことを目的に、平成 19 年 11 月四万十
町景観行政推進プロジェクトチームを設置してい
る。今後も、プロジェクトチームを中心に庁内で
の連携強化を図る。
2）四万十町景観協議会、文化的景観保存計画策
定委員会の育成

　平成 19 年 11 月に設置した四万十町景観協議会
は、町条例の定めによる景観形成に関する事項を
調査審議する機関と位置づけるとともに、文化的
景観保存計画策定委員会についても、より専門的
な見地から意見・アドバイスができるよう研修会
機会の充実をはかる。
3）重要文化的景観地域連絡会の設置
　県下で最も広い面積を有する四万十町は、各集
落が多用な歴史的風土を醸し出している。重要文
化的景観申し出の重要構成要素となる地区は 6 集
落を予定しており、将来的には重要文化的景観地
域連絡会を発足し、景観保全を地域振興に活かす
ための連携体制の構築を図る。
　（付図表略）
／出典：『「四万十川中流域における農山村の恵み
と流通・往来の文化的景観」文化的景観保存計画書』
（平成 20 年 7 月、高知県高岡郡四万十町）、抜粋、
一部修正
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図 14-5　「四万十川流域の文化的景観　中流域の農山村と流通・往来」の重要文化的景観選定範囲
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136　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

　四万十川は、幹川流路延長 196 ㎞（四国第一位）、流域面積 2,270 ㎢（四国第二位）の一級河川であり、不
入山を源流として、多くの支流を集めつつ高知県の西南部を大きく蛇行を繰り返しながら太平洋に注いでい
る。四万十市は、面積 632.5 ㎢、総人口 37,917 人を数え、流域市町における最大の行政主体であるとともに、
河口部には旧中村市を中心にまとまった市街地が広がっている。
　四万十市における四万十川流域は、その特性から大きく黒尊川区域、四万十川下流区域、四万十川河口区
域の三つに区分することができる。黒尊川区域は、四万十川の第一支流である黒尊川の流域で、藩政期以前
から昭和 50 年代に至る非常に長い期間、木材の搬出地として栄えた。古くは下山郷と呼ばれ、中世には応仁
の乱で焼けた京都に大量の建築用材を送り出したことが記録によって確認されている。現在、黒尊川流域に
広がる森林の多くは人工林へと変化しているが、源流域には「黒尊山自然観察教育林」として原生林が残され、
四万十川の水量を支える水源地として重要な役割を果たしている。また、これらの森林資源を保全するため、
任意団体『くろそん会議』、四国森林管理局長、高知県知事および四万十市長らが、「黒尊川流域の人と自然
が共存する地域づくり宣言」を締結するなど、自然と共生する地域づくりを進めている。
　四万十川下流区域は、四万十川本流のうち四万十市西土佐長生から四万十市佐田までの約 44 ㎞区間とその
河畔域および口屋内集落を含む区域である。本区域において四万十川は、山間部を大きな弧を描くように蛇
行しつつ流れ、黒尊川等の支流と合流しつつ豊富な水量と広い川幅や河原を生み出している。四万十川本流は、
舟運による物資の輸送路として大きな役割を担ってきたが、本区域は特に、檮原町や四万十町といった上流
からの物資に加え、主要河川から搬出されるさまざまな物資が集まったため、流域の一大中継地域として発
展した。この特徴を色濃く残すのが黒尊川と四万十川が合流する場所に発展した口屋内地区である。口屋内
地区には、川や道沿いに立ち並ぶ商店、木材集荷場、渡しの跡、沈下橋など、流通・往来に関連するさまざ
まな諸要素が遺存し、現在の景観に影響を与えている。
　四万十川河口区域は、四万十川本流のうち、四万十市入田から河口までの約 13.5 ㎞の区域と河畔林および
下田を含んでいる。四万十川本流は河口から約 9㎞上流までが汽水域であり、そこで育まれる豊かな漁業資
源を糧として現在も川と密着する暮らしが営まれている。下田とは、四万十河口左岸に所在する五集落（下

図 15-1　「四万十川流域の文化的景観　下流域の生業と
流通・往来」位置

重要文化的景観の概要

15  四万十川流域の文化的景観　下流域の生業と流通・往来
高知県四万十市

図 15-2　バラ流しが行われた黒尊川
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図 15-4　四万十川河口部　下田地区

田上、下田下、串江、水戸、和田）からなる港町であり、四万十川の終点として、また太平洋を経て特に近
畿圏に対する物資の輸送において大きな役割を果たした。特に江戸時代には港湾機能が下田に集約されたこ
ともあり、流通に関わる豪商が居住した。
　文化的景観における重要な構成要素には、四万十川、流通・往来において重要な役割を果たした口屋内集
落および下田、淡水魚の漁場、沈下橋、河川流域の森林等がある。
　以上のように、「四万十川流域の文化的景観　下流域の生業と流通・往来」は、四万十川下流域の豊かな自
然と漁業等の生業、舟運などの流通・往来によって形成される文化的景観である。しかし近年においては高
齢化と過疎化が進むことによって流域人口が激減しつつあり、農林漁業による生活の維持が困難な状況となっ
ている。こうした現状を鑑み、今回、文化的景観保存調査を通じて価値が明らかとなり、文化的景観保存計
画によって保護の考え方が示された黒尊川区域、四万十川下流区域、四万十川河口区域を重要文化的景観と
して選定し、保存・活用を図ろうとするものである。/出典 :『月刊文化財』第 545 号

図 15-3　屋内大橋と野加辺集落

15  四万十川流域の文化的景観　下流域の生業と流通・往来
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「四万十川流域の文化的景観　下流域の生業と流通・往来」文化的景観保存計画

第１章 文化的景観保存大綱
１．文化的景観保護の意義と目的
　（略）
２．計画策定の経緯と位置付け
　（略）
３．計画の対象と範囲
　（前略）
　よって本計画の対象は、四万十市の中心を南北
に流れる四万十川本流とその河畔域、及びその第
一支流である黒尊川とその河川から一番近い山
の第一稜線までの範囲からなる約 5,759ha の地域
とする。この対象とする範囲を「黒尊川区域」、
「四万十川下流区域」、「四万十川河口区域」の 3 区
域に区分するが、これは小流域や地形、植生等の
自然的観点に基づき、歴史性・社会性を踏まえた
景観的まとまりから区分したものである。さらに、
四万十川下流区域における「口屋内地区」、四万十
川河口区域における「下田地区」を区域の特質を
最も良好に表象する集落域として重点地区に設定
する。
４．申し出についての考え方
【第 1 次選定申出予定の区域と重要な構成要素】
　（略、表 15-1 参照）
【第 2 次選定以降の申出予定区域の区域と重要な構
成要素】
　（略、付表略）
第２章 基本方針
１．文化的景観の保存に関する基本方針
　（前略）
①保存管理の基本方針
ア．自然的観点
　四万十川の自然は、伝統的な漁法など様々な生
業を営む上での基盤である。将来にわたり、これ
らの生業が維持・継承できるように流域全体の自
然環境を保全するとともに、その必要性について
普及・啓発を図り、河川と人の繋がりを育む。

イ．歴史的観点
　四万十川流域の発展は中世以降、江戸時代か
ら近・現代に至る様々な要素を留めている。こ
れらの要素を調査し、価値を再認識するととも
に適切な保全を図る。

ウ．社会的観点
　　四万十川における流通・往来の発達に伴い、
渡し船発着場、沈下橋やトラス橋、森林軌道や
倉庫、住宅から川へ降りる階段など、川と生活
との繋がりを示す多くの痕跡が認められる。こ
れらを保全するとともに、新たな利活用につい
て検討する。
②整備活用の基本方針
ア．河川
　四万十川の保全について、環境に配慮した工
法や自然素材を活用するよう、流域市町で構成
する四万十川総合保全機構で連携した取り組み
を行う。地域住民とともに定期的に河川清掃等
をコアに、保全とともに地域住民の意識向上を
図る。
　水質や水生生物の生息状況の調査を協働して
実施する等、四万十川の経年変化を把握し、水
質保全策に活用する。また、天然スジアオノリ
等の水産物のブランド化を図る。
イ．山林
　林野庁と連携し、天然林の保全を図るととも
に人工林の適正な管理を行う。また、森林資源
を自然環境の学びの場として利活用できるよう、
散策コースや学習メニューの充実を図り、エコ
ツーリズム等の観光利用も促進する。
ウ．農地
　区域内での営農新興のため、住民グループの
活動と連動し、結城農業による地域農産物及び
木材加工製品のブランド化を図り、その販売を
促進する。
③運営体制の基本方針
　　文化的景観の保存活用に関わる庁内各部署の
連携とともに、林野庁などの国の機関、県、公
民館や資料観などの社会施設、自治会、住民グ
ループ等との連携を図ることにより、効果的な
管理体制を確立する。また、四万十市の文化的
景観は、四万十川流域の文化的景観の一部を成
すものである。流域全体としての総合的な文化
的景観の価値を保護するため、流域の町や高知
県、関係団体等と相互に連携し、広域的、横断
的な観点から課題の解決にあたる。
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1）保存管理の基本方針
① 生活・生業を成り立たせてきた流域の豊かな自
然環境を保全する。

　　四万十川の特質は豊かな自然と、河川と共に
暮らす地域住民の営みである。四万十川の自然
は、伝統漁法など様々な生業を育む礎となって
きた。将来にわたってもこれらの生業が維持・
継承されるよう流域の自然景観を保全するとと
もに、その必要性・現状について広く普及・啓
発を図り、河川と人の繋がりを育む。

② 四万十川を介した流通・往来で形成された土地
利用を維持・保存する。

　　四万十川での流通往来の発達に伴い、渡し舟
発着場、沈下橋やトラス橋につながる通路、森
林軌道や川沿いの倉庫、住宅から直接河川へ降
りる石段など多くの川との繋がりを証する土地
利用が見られる。これらを保全・継承しつつ新
たな利活用を検討する。

③ 流域で一体的に見られる様々な時代の諸要素を
保存・管理する。

　　流域の発展は中世以降、江戸時代から近・現
代まで様々な時代の変遷を景観の中に残してい
る。これらの要素を調査、再認識するとともに
その保全と整備、継承を図る。

2）整備活用の基本方針
① 文化的景観の価値を保存し、さらにその価値を
高める整備を行う。

　　四万十川を介した流通・往来の過程の中でそ
れぞれの地域で独自に形成されてきた土地利用
や諸要素を保存し、さらに積極的に活用してい

くことができるよう、それぞれの価値を保存し、
さらにその価値を高める整備を行う。

② 生活・生業を守り受け継ぐための取組みを行う。
　　文化的景観の価値を地域内外の人々が楽しみ
ながら適切に理解してもらうため、関連イベン
トの創出や活用プログラムの開発などを行う。
また地産地消の拡大や景観を付加価値にした地
場産物の販売促進により、生活・生業の振興を
図り、文化的景観の保存を目指す。

③ 文化的景観を受け継いでいくための人材の育成
に努める。

　　市民に対して学習会や講演会等の学習機会の
提供を行うとともに、教育機関との連携事業を
実施することにより、文化的景観保護の普及・
啓発を図る。また、文化的景観の保護活動に関
わる住民組織を育成及び支援する。さらに、こ
うした地域住民への支援を通じて、地域に残る
伝承の収集を継続的に行う。

3）運営体制の基本方針
① 庁内での運営体制の充実を図るとともに、関係
団体や住民組織、専門家等との連携体制を確立
する。

　　文化的景観の保存活用に関わる庁内各課が連
携して取り組みを進めることはもとより、国土
交通省や林野庁などの政府機関、大学や公民館・
資料館などの研究・教育機関、住民グループ等
との連携を図ることにより、より効果的な管理
体制の充実を目指す。

② 四万十川流域での広域連携を図る。
　　四万十市の文化的景観は、総体としての

表 15-1　第 1次選定申出予定区域と重要な構成要素の一覧

15  四万十川流域の文化的景観　下流域の生業と流通・往来

区域名 区域 重要な構成要素 面積（㎡）
黒尊川区域

四万十川下流区域
【口屋内地区】

四万十川河口区域
【下田地区】

黒尊川と、その区間の河川か
ら一番近い山の第一稜線ま
での区域
四万十川本流・西土佐長生
～佐田区間と、その区間の河
畔域及び口屋内地区

四万十川本流・入田～下田区
間と、その区間の河畔域及び
下田地区

黒尊川、黒尊山自然観察教育林、森林軌道跡、黒尊神社、お
菊の滝、白王橋、ナロノ橋

【口屋内地区】
口屋内集落、国道441号、屋内大橋、口屋内大橋、沈下橋左岸
の石垣、渡し船発着所跡、木材集荷場跡、ハイタカ神社の洪
水碑、向い地蔵
【その他】
四万十川、津大橋、半家橋、中半家橋、長生橋、岩間大橋、勝
間橋、高瀬橋、三里橋、今成橋
【下田地区】
竹島川、下田集落、下田港、県道下田港線、県道中村下田ノ口線、
県道串江臨港道路の区間、市道松野山子の首線、市道上町南北1
号線、市道上町南北2号線、市道上町南北3号線、市道上町南北4
号線、市道上町南北5号線、市道錦薮線、市道内港東線、南宗寺、
光明寺、貴船神社、光明寺のイチョウ、貴船神社のクスノキ
【その他】
四万十川、入田ヤナギ林、四万十川橋、スジアオノリ自生地、アオサノリ養
殖場

33,421,280.68

33,421,280.68

6,140,931.27
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表 15-2　現状変更等の許可、届出、報告に係る取扱い

居
住
地

農
地

河
川

山
林

建
築
物

工
作
物

樹
木

現状変更等

①土地の形状変更
②土石等の採取
③看板等の設置
④物品等の集積
①土地の形状変更
②土石等の採取
③看板等の設置
④物品等の集積
⑤農地等の転用    
①土地の形状変更
②土石等の採取
③看板等の設置
④物品等の集積
⑥河川の流水や土
　地の占用
⑦工作物の建築等

①土地の形状変更
②土石等の採取
③看板等の設置
④物品等の集積
⑧立木の伐採
⑨植樹

⑩建築物の建築等
⑪建築物の外観の
　模様替え
⑫建築物の色彩の
　変更

⑬工作物の建設等

四万十川流域の環境デザイン（四万十川景観計画）による
景観形成基準

①②【裸地の遮蔽】行為地に主要な眺望場所(四万十川本川又は本川沿いの主要な国道若しくは県道)からみえる裸地が生
じる場合は、その出入口を除き、既存の森林の残置、高密度の植栽その他の方法による遮へい措置を講ずること。ただし切土
にあってこれにより難い場合は高さ10メートル程度ごとに法面の緑化を行うなど、長期にわたり裸地が露出することを抑制するこ
と。
①②【稜線の分断】稜線側にある「保全・活用地区」の境界線を分断しないこと。
①②【盛土及び切土の高さ】「回廊地区」においては、盛土又は切土の高さは、それぞれ５ｍ以下であること。なお、このときの高
さは行為地内における最大値とする。
①【自然景観の保全】行為によって自然景観が損なわれる場合は、次に掲げる方法により緑化し、又は遮へいすること。
ア.盛土及び切土の法面は、在来種の苗木の植樹を行うこと。ただし、これにより難い場合は、在来種の種子を吹き付けること。
イ.盛土及び切土の法面の安定の確保ができない場合は、コンクリート法枠等と上記アによる緑化を併用した工法とすること。
ウ.「回廊地区」において、コンクリート、鋼材等による土地の嵩上げを行なう場合は、自然石、植栽等を施すことにより、自然の景
観を保全すること。
①【緑地の保全】行為の完了後は、当該行為地に原則として緑地を配置すること。
①②【法面等の緑化】行為の完了後は、その跡地を必要に応じて埋め戻し、行為地に生じた盛土及び切土の法面は、裸地が
生じないよう次に掲げる方法により緑化すること。ただし、採石法に基づき岩石を採取する場合は、資源エネルギー庁が作成し
た「採石技術指導基準書」に基づく措置を講ずること。
ア.在来種の苗木の植栽を行うこと。ただし、これにより難い場合は、在来種の種子を吹き付けること。
イ.法面の安定の確保ができない場合は、コンクリート法枠等と（１）とを併用した工法とすること。
③【物品の遮蔽】主要な眺望場所から見える行為地は、その出入り口を限定し、当該出入り口以外の行為地の周囲は、植栽又
は木柵等により、安全上支障のない範囲で遮蔽措置を講ずること。

⑧【天然林の保全】「回廊地区」において天然林を伐採する場合は次に掲げる条件を満たしていること。
ア.水辺の天然林は、原則として保全すること。
イ.行為地内の天然林のうち、その面積が100㎡以上のものを伐採する場合は、その伐採率を当該天然林面積の30%以下とす
ること。
⑧【間伐の計画】下刈り及び間伐に係る計画書を提出し、適正な施業を行なうこと。また、四万十市森林整備計画の基本方針
にしたがい適正な施業に努めること。

⑩【稜線の分断】稜線側にある「保全・活用地区」の境界線を分断しないこと。
⑩【建築物の高さ、建ぺい率】回廊地区では高さ13ｍ、建ぺい率60%以下、保全活用地区では高さ20ｍ以下であること。
⑩【緑地の保全】行為の完了後は、当該行為地に原則として緑地を配置すること。
⑩【跡地の整理】行為の完了後は、当該行為地に原則として緑地を配置すること。また撤去の場合にあっては、景観に配慮した
跡地の整理の計画を定め、当該計画に基づく整理を適切に行うこと。
⑩⑪【建築物の形態と素材】屋根、外壁等の形態及びこれらの素材が周辺の景観と調和するものであること。⑪【外観の模様
替え】屋根、外壁等の形態及びこれらの素材が周辺の景観と調和するものであること。
⑫【建築物の色彩】屋根、外壁などの色彩は、高彩度の奇抜な色を避けるため、マンセル値が10未満で、かつ、周辺の景観と調
和する色彩を基調とすること。
⑩⑪⑫【附帯して行なう行為】付帯して行なう行為にあっては、次に掲げる条件を満たすこと。
ア.高さ1.0ｍを超える盛土及び高さ2.0ｍを超える切土の法面は、裸地が生じないよう在来種の苗木の植栽を行なうこと。ただし、
これにより難い場合は在来種の種子を吹き付けること。
イ.行為地内に石垣が現存する場合は、これを保存すること。ただし、これにより難い場合は、当該行為地内において材料として
利用すること。
ウ.「回廊地区」において天然林を伐採する場合は、水辺の天然林を原則として保全すること。また、行為地内の天然林のうち、
その面積が100㎡以上のものを伐採する場合は、その伐採率を当該天然林面積の30%以下とすること。

⑬【稜線の分断】稜線側にある「保全・活用地区」の境界線を分断しないこと。
⑬【工作物の高さ】回廊地区における工作物の高さは13ｍを超えないものとする。
⑬【工作物の色彩】色彩は、高彩度の奇抜な色を避けるため、マンセル値（日本工業規格のZ8721に定める三属性による色の
表示方法（マンセル色票系）に規定する採度をいう。）が10未満で、かつ、周辺の景観と調和する色彩を基調とすること。
⑬【石垣の保全】行為地内に石垣が現存する場合は、これを保存すること。ただし、これにより難い場合は、当該行為地内にお
いて材料として利用すること。
⑬【電線路等の支持物の設置】電線路等の支持物は、原則として「回廊地区」には設置しないこと。
⑬【附帯して行なう行為】付帯して行なう行為にあっては、次に掲げる条件を満たすこと。
ア.高さ1.0ｍを超える盛土及び高さ2.0ｍを超える切土の法面は、裸地が生じないよう在来種の苗木の植栽を行なうこと。ただし、
これにより難い場合は在来種の種子を吹き付けること。
イ.行為地内に石垣が現存する場合は、これを保存すること。ただし、これにより難い場合は、当該行為地内において材料として
利用すること。
ウ.「回廊地区」において天然林を伐採する場合は、水辺の天然林を原則として保全すること。また、.行為地内の天然林のうち、
その面積が100㎡以上のものを伐採する場合は、その伐採率を当該天然林面積の30%以下とすること。
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現行法による届出又は許可を要す内容届出を要す内容
文化庁長官への現状変更
等の届出（重要な構成要素）

①盛土にあっては高さ1.5mを超えるもの、切土にあって
は高さ2.0mを超えるもので、面積が回廊地区では100㎡
以上、保全・活用地区では1,000㎡以上となるもの
②回廊地区では10㎡以上又は高さ1.5mを超えるもの、保
全・活用地区では 1,000㎡以上又は高さ3メートルを超え
るもの
③10㎡以上又は高さ1.5mを超えるもの 1,000㎡以上又は
高さ3.0mを超えるもの

①②③④上記参照
⑧回廊地区内における１００㎡以上の天然林の伐採
⑨回廊地区内における１００㎡以上の針葉樹の植樹

⑩建築面積100㎡以上又は高さ10mを超えるもの
⑪外壁その他建築物に付随するものの素材を変更する
行為のうち、行為にかかる部分の面積が10㎡以上のもの
⑫外壁その他建築物に付随するものの素材は変更せ
ずに色彩を変更する行為のうち行為にかかる部分の面
積が10㎡以上のもの

⑬回廊地区では築造面積10㎡以上又は高さ1.5mを超
えるもの、保全・活用地区においては築造面積1,000㎡以
上又は高さ5mを超えるもの

①【都市計画法】（許可制）市街化区域内における建築物の
建築目的で3000㎡以上の土地の区画形質の変更を行う開発
行為

⑤【農地法】（許可制）農地における農地等の転用　　　　
⑤【農振法】（許可制）農用地区域内における開発行為

①【河川法】（許可制）河川区域内における土地の形状変更
②【河川法】（許可制）河川区域内における河川の産出物の
採取
③⑦【河川法】（許可制）河川区域内における工作物の新設、
改築、除去
⑥【河川法】（許可制）河川区域内における河川の流水や土
地の占用

①【森林法】（許可制）地域森林計画の対象区域（民有林）に
おける1.1haを超える規模での宅地の造成等の開発行為、保
安林における土地の形質を変更する行為
②【森林法】（許可制）地域森林計画の対象区域（民有林）に
おける1.1haを超える規模での土石の採掘や鉱物の採掘 
⑧【森林法】（届出制）地域森林計画の対象区域（民有林）に
おける 1ha未満の立木の伐採
⑧【森林法】（許可制）保安林における立木の伐採
⑩【都市計画法】（許可制）市街化区域内における建築物の
建築目的で3000㎡以上の土地の区画形質の変更を行う開発
行為

⑬【都市計画法】（許可制）市街化区域内における特定工作
物の建設目的で3000㎡以上の土地の区画形質の変更を行う
開発行為

【四万十川下流区域】
   
【四万十川河口区域】

【黒尊川区域】

【四万十川下流区域】
   
【四万十川河口区域】

【黒尊川区域】

【黒尊川区域】
・黒尊神社
・お菊の滝

【四万十川下流区域】

【四万十川河口区域】
・南宗寺
・光明寺
・貴船神社

【黒尊川区域】
・森林軌道跡

【四万十川下流区域】
・沈下橋左岸の石垣
・ハイタカ神社の洪水碑
・向い地蔵

【四万十川河口区域】

【四万十川河口区域】
・光明寺のイチョウ
・貴船神社のクスノキ
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「四万十川流域の文化的景観」の一部をなすもの
である。流域全体としての総合的な文化的景観
の価値を保護するためにも、流域の町や高知県、
関係団体・住民グループ等と相互に連携し合い
ながら、諸問題に対する広域的かつ横断的な調
整を図る。

第３章　保存管理
１．土地利用の方針
1）黒尊川区域
2）四万十川下流区域：〔重点地区〕口屋内地区
3）四万十川河口区域：〔重点地区〕下田地区
　（略）
２．行為規制の方針
1）土地利用の方針
　重要文化的景観選定申出対象区域は、既存の河
川法、都市計画法、農地法、農業振興地域の整備
に関する法律、森林法のほか、高知県四万十川の
保全及び流域の振興に関する基本条例の対象範囲
となっており、これら各種法令による行為規制
が適用されている。さらに、景観法に基づき、申
出対象地域を含む 12,568ha（市域の 19.9％）を
景観計画区域とする「四万十川の環境デザイン
（四万十川景観計画）」が策定されるほか、「四万十
市四万十川の保全及び振興に関する基本条例（平
成 17 年 4 月 10 日施行）」の改正も行う。
　（後略）
2）文化的景観の現状変更等の取り扱い基準
　重要文化的景観選定申出範囲の現状変更対象行
為は、基本的には当該地域に設定される規制法の
手続きや景観法に基づく届出の対象となっている。
また、平成 20 年 7 月の文部科学省令の改正により、
文化的景観を構成する要素の中から、重要な構成
要素を特定することとなった。
　このうち届出を要するものについては、重要な
構成要素の所有者等は文化庁長官に対して届出を
行う。この場合、当該重要な構成要素の所有者等
は、四万十市教育委員会に対して事前の協議を行
うこととし、届出書類は四万十市教育委員会へ提
出するものとする。
　この届出案件は、重要文化的景観の形成に重要
な家屋として文部科学大臣が定める家屋（景観重
要届出家屋）と同一とした。
　（中略、付表略）
なお、文化的景観の保存に配慮した土地利用に関す
る行為規制の方針として、上記土地利用の方針に基

づき、重要文化的景観の滅失又はき損、現状変更又
は保存に影響を及ぼす行為（以下、現状変更等）の
許可、届出、報告に係る取扱いを表 15-2 に示す。
第４章　整備活用
１．整備活用の考え方
　（前略）
整備活用についての計画は、文化的景観と人々の
暮らしが調和を保ちつつ維持・継承されていくた
めに長期及び短期の計画を策定し、各々の計画期
間に応じて効果を検証し、計画の見直しと次の計
画策定を行う。計画は、保全・整備・活用が個別
の方向を歩むのではなく、各々が関係・調和する
ことによる相乗効果を生み出すよう留意する。
　特に整備については、歴史性、景観への調和、
整備後の活用について十分に調査・検討を行うこ
ととし、農業基盤整備事業、河川事業などの各種
公共事業とも整合性を図るものとする。
２．整備活用の具体的手法
　（略）
第５章　運営体制
１．運営体制の考え方
　（略）
２．運営及び管理体制
1）庁内連携の強化
　多面的な検討を行うための始点として、環境、
農林水産、商工、観光、建設、教育等、四万十川
に関わる所管課で構成される庁内での横断的組織
づくりを行う。
2）専門委員会・住民団体等の設置・育成
　景観の保全・整備・活用について専門的な見地
から意見・アドバイスの得られる専門委員会を組
織し調査検討を行うほか、市民によるボランティ
アやガイドの育成、景観づくり住民団体等が相互
に支援できる体制づくりを目指す。
3）各組織及び流域の連携
　上記の組織が意見を集約し、多面的検討を行え
る体制の随時構築を図るとともに、当該文化的景
観が流域総体として営まれていることを認識し、
流域市町が連携を図る。
　（付図略）
／出典：『四万十市文化的景観保存計画』（平成 20
年 7 月、高知県四万十市）、抜粋、一部修正



143

図 15-2　「四万十川流域の文化的景観　下流域の生業と流通・往来」の重要文化的景観選定範囲

１

黒尊山自然観察教育林

森林軌道跡

黒尊神社

ナロノ橋

半家橋

岩間大橋

白王橋

勝間橋

高瀬橋

三里橋

今成橋

四万十川橋
入田ヤナギ林

中半家橋

長生橋

津大橋

沈下橋左岸の石垣

渡し船発着所跡・屋内大橋

木材集荷場跡
口屋内集落

口屋内大橋向い地蔵

ハイタカ神社の洪水碑

お菊の滝

黒尊川

国道 441 号

四万十川

黒尊山自然観察教育林

森林軌道跡

黒尊神社

ナロノ橋

半家橋

岩間大橋

白王橋

勝間橋

高瀬橋

三里橋

今成橋

四万十川橋
入田ヤナギ林

中半家橋

長生橋

津大橋

沈下橋左岸の石垣

渡し船発着所跡・屋内大橋

木材集荷場跡
口屋内集落

口屋内大橋向い地蔵

ハイタカ神社の洪水碑

お菊の滝

黒尊川

国道 441 号

四万十川

アオサノリ養殖場

南宗寺

光明寺・光明寺のイチョウ

県道中村下田ノ口線

スジアオノリ自生地

市道上町南北１-５号線

市道松野山子の首線

県道下田港線

市道錦薮線

市道内港東線
下田港

串江臨海道路の区間

貴船神社
貴船神社のクスノキ

下田集落 竹島川

アオサノリ養殖場

南宗寺

光明寺・光明寺のイチョウ

県道中村下田ノ口線

スジアオノリ自生地

市道上町南北１-５号線

市道松野山子の首線

県道下田港線

市道錦薮線

市道内港東線
下田港

串江臨海道路の区間

貴船神社
貴船神社のクスノキ

下田集落 竹島川

0 5km1 2 3 4

黒尊川区域

四万十川下流区域

四万十川河口区域

■ 区域区分 ■ 重点地区

２

拡大

① 口屋内地区

② 下田地区

選定範囲

申出予定範囲

四万十市界

■ 範囲

N

15  四万十川流域の文化的景観　下流域の生業と流通・往来



144　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

〈補足資料〉四万十川流域の文化的景観保存計画

３章　文化的景観の保存計画
１節　文化的景観保護の意義と目的
　森林や河川等の自然と密接に関わりながら繰り
返されてきた人々の暮らしと、伝統的な生業技術
に基づく独特の土地利用は、日本の諸地域におい
て景観形成に大きく影響を与え、各地で多様な文
化的景観を育んできた。しかし、かつてはどこに
おいても見いだすことができたこれらの景観は、
今日では、社会・経済的変化により急速に失われ
つつある。
　こうした中で、「日本最後の清流」といわれる
四万十川とその支流によって形づくられる四万十
川流域は、地域固有の自然とそれを活かした地域
住民の様々な生活の営み、また河川を介した流通・
往来の痕跡を留めつつ、流域内の歴史的な結びつ
きを非常によく示している。
　たとえば、我々は川を下りつつ、上流域から下
流域にかけて現在も移り変わる景観の多様性を目
にすることができる。藩政期に伐採を規制され今
日では流域の水源を涵養する森林地、森林資源を
維持・管理し林産物を生産してきた山村集落、河
川に堰を設け水路を造り上げ開拓された農地、河
川が形成した地形と社叢、水運の中継地点として
発展してきた集落、また、増水時の水没を前提と
した沈下橋、河川環境の動態と魚種の習性を熟知
して行われる伝統漁法の場、河口付近の汽水域を
活かしたノリの養殖地、四万十川を介した水運の
集積地であり世界との結節点であった港町などが、
次々と展開する。上流地域から下流地域に向い、
連鎖しつつ徐々に変化していく土地利用の総体は、
農地や森林、集落などの個別要素を含みながらダ
イナミックに表れては消える。これらすべてが、
日本に残された最後の清流、四万十川流域の文化
的景観である。
　高知県内の四万十川流域 8 市町村（当時）は、
高知県と連携して平成 6 年に四万十川総合保全機
構を組織し、平成 13 年に「高知県四万十川の保全
及び流域の振興に関する基本条例（略称：四万十
川条例）」が制定されると、翌 14 年には流域の市
町村で「四万十川の保全及び振興に関する基本条
例」を制定して継続的な流域の保全と振興に取り

組んできた。その中では、地域住民や国・県等の
参加を図りつつ、自然と共生し、地域固有の歴史
と文化を活かした地域社会の実現が謳われている。
　この保存計画書は、流域 5 市町が示す前掲の理
念を継承し、文化的景観保存調査によって明らか
となった「四万十川流域の文化的景観」の価値を
示すとともに、その保護を目的として策定するも
のである。
２節　保存計画の体系
　「四万十川流域の文化的景観」は、流域の津野町、
檮原町、中土佐町、四万十町、四万十市の、1 市 4
町のそれぞれに展開する諸要素によって構成され
る広大な文化的景観である。したがって当該文化
的景観においては、各市町に展開する諸要素がそ
れぞれに貴重であるだけでなく、集落間の歴史的
な相互関係や、流通・往来等のネットワークが作
り出す流域システムの総体に高い価値がある。こ
のため、四万十川流域の文化的景観保存計画の策
定に際しては、まず、流域全体に対する理念を枠
組みとして示し、その下に市町計画として、保存
管理、整備活用、運営体制を検討するという体系
をとった。
　本章においては、総体としての「四万十川流域
の文化的景観」について保存・活用等に係る基本
的な理念を示している。仔細な基準を必要とする
個別の保存活用等の考え方については、各市町が
作成する文化的景観保存活用計画において論じ、
充実を図った。
３節　対象とする範囲
（１）範囲のついての考え方
　「四万十川流域の文化的景観」の本質的な価値は、
四万十川の豊かな自然環境を背景とし、地域にお
いて営まれる独特の生活や生業が、相互関係を維
持しつつ、河川を軸として歴史的に強く結びつき
ながら発展していることにある。
　よって、当該文化的景観とは、四万十川流域に
展開する林地、農地、集落、漁場、港等の有形の
諸要素だけでなく、それぞれを結びつけた人々の
営みや伝統的な生活様式、林業等の生業、流通や
往来等に関連するすべての無形の要素を含むもの
である。
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　こうした文脈から、今回、重要文化的景観とし
て選定された範囲が四万十川流域を語る上で必ず
しも十分であるとは言えないという判断もあり得
る。この点については、今後、必要に応じて、各
市町が作成する文化的景観保存活用計画の改定及
び追加申出によって拡充する可能性がある。
（2）区域設定と重点地区
　「四万十川流域の文化的景観」は、地形や生業、
土地利用等の特色によっていくつかの単位に区分
することを通じ、より深く総体を理解することが
できる。このような一定の機能・役割・特色によっ
て区分されるエリアを「区域」として他のエリア
と区分し、全体整理を行った。
　また、多くの場合、各「区域」内には、それぞ
れの典型的な特徴を看取できる集落景観が存在す
る。これらの集落景観の維持は、文化的景観の存
続において重要な指標となるため、典型的集落を
「重点地区」と位置づけ、その維持・保全にあたっ
ては景観計画と十分に連携しつつ保護を図った。
　また、文化的景観の保存・活用等については、「区
域」ごとに特色が異なるため、それぞれの内容を
個別に整理した。前掲の「区域」または「重点地区」
内における土地利用等に関する指針は、各市町が
作成する文化的景観保存活用計画に記載すること
とした。
４節　保存活用についての基本方針
　四万十川流域に展開する文化的景観の保護は、
住民や行政がその本質的価値をよく理解し、緩や
かな変化を認めながら継承していく必要がある。
また、文化的景観の価値をまちづくり・地域振興
に積極的に活用し、さらに後世に継承していくた
めには、修復や再生等の景観整備が必要である。
同時に、長期にわたって景観を管理する、適切か
つ持続的な運営体制が求められる。以上の観点か
ら、「四万十川流域の文化的景観」の保存管理、整
備活用、運営体制にかかわる基本方針について次
節以下のようにまとめた。
５節　保存管理についての方針
（1）生活・生業の基盤となった流域の豊かな河川
環境を保全する。
　四万十川の自然は、それ自体が豊かな生態系を
示すだけでなく、林業や農業など、地域住民によ
る持続的な活用によって育まれた土地利用を伴う
独特の文化資産でもある。これらの河川環境が、
将来にわたって維持・継承されるよう、生態系だ

けでなく文化的景観に配慮した河川環境の保全を
図る。
（2）地域の特性を活かした生活・生業と土地利用
を維持・継承する。
　河川と密接に関わって継承されてきた林地、農
地、集落などの土地利用は、四万十川流域の人々
が自然と調和しながら生活や生業を営む中で育ま
れ、独特の発展を遂げて、今日に伝えられている。
四万十川流域においては、これらの地域特性を生
かした生活・生業、それによって培われた土地利
用を地域の財産として後世に継承していくととも
に、必要に応じて失われた文化的景観の復元を行
う。
（3）地域景観の多様性を尊重し、そこに育まれた
地域の伝統を保全する。
　四万十川流域の景観は、上流域から河口域にお
けるそれぞれの自然的条件によって形成された多
様性を示している。また、この多様性の背景には、
川との関わりから生まれた知識や技術、伝承や芸
能、行事、信仰、風習等の無形の要素の存在がある。
貴重な文化的景観を継承するため、流域に残る無
形の要素についても後世に継承していく。
（4）景観を構成する独自の要素を調査・保存・継
承する。
　文化的景観を特徴付ける沈下橋、寺社仏閣、茶
堂などの建造物等は、四万十川流域の人々が自然
と関わり合いをもちながら生活や生業を営む中で
生まれ、今日に伝えられてきた歴史的・文化的資
産である。文化的景観の理解に不可欠な構成要素
について積極的な調査研究を行い、必要に応じて
修理・修景を行いつつ適切に保存・継承していく。
（5）変化に対応しつつ、流域が連携して文化的景
観の本質的価値を継承・保存する。
　四万十川流域の文化的景観は、流域での生活や
生業が継続されることによって維持されるもので
ある。
　したがって、技術革新や交流人口の増加等の社
会・経済的変化によって生活・生業を取り巻く環
境に変化が求められる場合においても、十分に検
討を重ね、流域を一体のものとして検討し、文化
的景観の本質的価値を保存・継承していく。
６節　整備活用についての方針
（1）川と人との良好な関係を保ち、発展させてい
くための整備活用を図る。
　四万十川とその支流においては、現在でも豊か

〈補足資料〉四万十川流域の文化的景観保存計画
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な水辺空間が維持され、生業やレクリエーション
の場として人と川との良好な関係が保たれている。
こうした水辺空間の整備や活用を図る際には、生
態系や文化的景観に配慮し、生業と生活、レクリ
エーション活動との調和など、それぞれの価値と
関係性を保ちつつ整備を進める。
（2）文化的景観をつくり出している自然や歴史、
文化等も含めた活用を図る。
　流域文化の表象である文化的景観は、現在の土
地利用や景観構成要素など、実際に目に見えるも
のだけを対象として捉えるのではなく、その景観
をつくり出してきた自然や歴史、文化、その背景
にある地域社会の仕組み等も含め、総合的に捉え
る必要がある。こうした事象を体験し、学ぶ場と
して文化的景観を活用する。
（3）文化的景観に対する意識の向上を図り、合意
形成を図る。
　四万十川流域の文化的景観を維持・継承するに
は、流域の住民が文化的景観の価値を身近なもの
として認識することが重要である。
　そのため、学習活動や講演会などを通じて、行
政、住民がともに文化的景観の価値を理解し、そ
の保全に対する意識を高めるとともに、文化的景
観の保護が持つ意義について合意形成を進める必
要がある。
（4）自然と調和した生活・生業を守り、景観を受
け継ぐ人材の育成に努める。
　「四万十川流域の文化的景観」が保全されるため
には地域の暮らしが自然と調和して保たれること
が必要である。このため地域の生業が生活を支え
る軸となるよう、地域の自然的・文化的資産を経
済活動に有機的に結びつけることによって地域経
済の振興を図る。
　また、これらの生業を受け継ぎ、文化的景観を
保護しつつ地域資源として活用できる人材や組織
を支援・育成し、景観維持に関わる技術等を継承
する人材の育成を行う。
（5）保存・活用に必要な施設の整備を図る。
　文化的景観の保存・管理、及びその価値の普及・
啓発、または情報発信等に必要な施設を状況に応
じて整備する。景観構成要素等の修復・再生、施
設の整備等にあたっては、生態系に対する配慮と
ともに、文化的景観における歴史性、独特の土地
利用についても十分に考慮する。
　整備後の活用についても十分に検討し、適切な

位置や規模を検討する。また、デザイン等につい
ては流域を通じた統一を図る。
７節　運営体制についての方針
（1）「四万十川流域の文化的景観」選定市町での
広域連携を図る。
　各市町における文化的景観は、総体としての
「四万十川流域の文化的景観」の一部をなすもので
ある。したがって、流域全体としての総合的な文
化的景観の価値を醸成しその維持と効果的な活用
を図るためには、各市町が連携することが必要で
ある。このため、平成 18 年度に設置した四万十川
総合保全機構を中心として、流域の市町が継続的
かつ定期的に諸問題について調整を行う。
（2）関係機関との連携を図る。
　「四万十川流域の文化的景観」の保全には流域の
自治体が連携して取り組みを進めることはもとよ
り、国土交通省や林野庁、環境省等の政府機関、
高知県、大学や企業、公民館・資料館等の産業、
教育・研究機関と効果的な連携が図られることが
重要である。
　上記の関連機関との連携体制を確立することに
より、広域的かつ横断的な調整を図り、保存管理
体制の充実を目指す。
（3）住民組織の積極的な参加と連携を図る。
　四万十川流域には様々な住民組織があり、河川
の環境保全や利用促進に重要な役割を果たしてい
る。それらの組織が文化的景観の意義を認識し、
役割分担して文化的景観の保存活用が図られるよ
う、既存のネットワーク等を活かした広域の活動
を促進し、より総合的な保存・活用を検討する。
（4）様々な立場の人々の参加と連携を図る。
　文化的景観には多くの人々の多様な関わり方が
あり、保存・活用を図るにはそれらの人々の理解
と協力が必要である。行政は積極的に話し合いの
場を設け、四万十川流域の文化的景観に対する意
識の醸成に努めるとともに、ワークショップや整
備活用などの様々な場面において専門家や外部か
らの意見が反映できるような仕組みをつくり、そ
れぞれが協働して幅の広い保存活用の実現を図る。
　（付図略）
／出典：『四万十川流域の文化的景観』、平成 21 年
3 月、四万十川財団、抜粋
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図補 -1　「四万十川流域の文化的景観」流域全域の重要文化的景観選定範囲
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　「蕨野の棚田」は、松浦川および平山川上流域の八幡岳北麓に位置し、蕨野区と池区の 2つの地区から構成
される。棚田は、八幡岳の馬蹄形状をした北向きの急斜面地に約 36ha にわたって広がっており、人の手の形
に似た 5つの谷筋は地滑り地帯である。棚田の石積みは野面積みを基本とし、平均の高さが 3～ 5m、高いも
のは 8.5m に及ぶ。691 枚の水田と石積み、それらを取り囲む森林は、一連の繋がりをもって発展した独特の
土地利用として貴重な文化的景観を形成している。
　蕨野区、池区はともに唐津市相知町内に所在し、蕨野区は人口 228 名で世帯数 66 戸、池区は人口 3名で世
帯数 2戸（平成 19 年 12 月現在）である。池区には棚田の水源となる 2つのため池（それぞれ明治 18〈1885〉、
昭和 12 年築造）がある。蕨野区の集落は標高 150m付近に展開しており、「ツカ」と呼ばれる防風石垣を伴
う民家をよく残している。防風石垣と棚田の石積みは、その技術的な特性から同じ石工たちによって積まれ
たものと判断することができる。
　棚田の築造は、古文書等から少なくとも江戸後期にまで遡ると考えられているが、現存するものの大半は
明治から昭和 20年代までに形成されたものである。棚田の築造には 2つの特徴があり、その 1つは「石垣棟梁」
と呼ばれる専門の石工とこれを手伝う村人が「手間講」と呼ばれる協同の石築作業を行い、石積みの維持管
理を支えてきたという点である。「石垣棟梁」とは、代々石工技術を伝える家に生まれた者で、居石栁吉（安
政 4年〈1857〉生まれ）とその子居石彌次郎（明治 17 年生まれ）、土井繁一（明治 23 年生まれ）、居石謙吉（明
治 27 年生まれ）の 4名がよく知られている。特に明治から昭和初期は、水源となる池旧溜の増築や池新溜の
造成期であり同時に棚田の拡大期でもあったため、石積みが盛んに行われた。近年は百武正勝氏が中心とし
て石築作業を行ってきたが、先般亡くなったことにより石積技術の伝承が課題となっている。
　棚田の築造におけるもう一つの特徴は、棚田の内部に確認される暗渠水路の存在である。暗渠の側壁には
石積みが施され、天井部には水平に一枚岩が固定されている。谷筋の棚田に見られる横穴には、開口部の規
模が 100×120cmに及ぶものがあり、棚田と同様、暗渠の構造においても地域固有の石積技術を見出すことが
できる。これらの暗渠を含めた水利システムは、水田に対する冷水の進入を阻止する役割をもつとともに配
水の機能も担うものである。
　八幡岳北麓の標高 450m以上に展開する森林は、一部が国有林となっているものの炭焼きが盛んであった
昭和 30 年代ころまでは地域の人びとによって管理されてきた。今日では木炭の需要が減り、一部にはケヤキ

図 16-1　「蕨野の棚田」の位置 図 16-2　蕨野の棚田全景

16  蕨野の棚田
佐賀県唐津市
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群落が卓越する森林が広がっている。一方、棚田の周囲の山林はほとんどが植林地であるが、近年では、椎
茸の原木生産を行う一部の農家が、クヌギ林として利用する事例がある。植林地の大部分は荒廃し、台風等
による災害が発生しやすくなっているため、災害跡地に市民参加等によって広葉樹を植栽する等の取り組み
も確認することができる。
　蕨野区の居住者は兼業農家であり、そのうち耕地面積が 1ha を下回る零細農家が約半数を占める。本来、
蕨野区は米作が基本で野菜は自給自足栽培にとどまっていたが、昭和 40 年代には蜜柑やスダチの果樹園が一
時的に増加し、生業としての養蚕や椎茸栽培、紙漉などが盛んであった。しかし、これらの試みは成功せず、
現在はほとんどが米作を行っている。生産品を高付加価値で販売するという目的で「棚田保存会」が結成さ
れ、この組織が棚田の風土に適した品種栽培や販売を検討するなど、減農薬、減化学肥料による「棚田米蕨野」
のブランド化は成功しつつある。
　以上に示してきたように、「蕨野の棚田」は、明治から昭和にかけて築造された棚田とその周辺の森林およ
び水系が、地域固有の石積技術や「手間講」と呼ばれる協同作業に基づいて維持されつつ一体のものとして
発展し、独特の土地利用を示す文化的景観である。石積み、暗渠および防風壁に見られる固有の技術や、「手
間講」に象徴される協同作業は、棚田の本質的価値を構成する重要な要素であり、その保護は、文化的景観
を維持するうえでの重要な課題である。ブランド化に成功しつつあるものの、高齢化等の問題を抱え、保護
には課題が残る。このため、今回、文化的景観保存計画において明確な保存管理、整備活用、運営体制を定め、
地域住民による独自の協定（地域宣言書）によって、保存の意向が明確になっている棚田、里山を重要文化
的景観として選定し、早急な保存・活用を図ろうとするものである。/出典 :『月刊文化財』第 539 号

図 16-3　棚田と棚田をとりまく尾根の緑 図 16-4　高さ 8.5mの高石積み

16  蕨野の棚田
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蕨野の棚田文化的景観保存管理計画

第 2部　保存管理計画編
第 4章　計画の理念と方針
4-1．基本理念
　（略）
4-2．文化的景観の視点からみた課題と方針
　（略）
（1）文化的景観の視点からみた課題
　（略）
（2）計画の基本方針
　文化的景観保存管理の基本方針を以下のように
設定する。
①営農を支える生産環境の保全・改善・創出
　棚田の基本的機能は水田耕作であり、営農が
なければ景観の保全は意味をなさない。その継
続に対する具体方策が求められ、営農を継続し
うる生産環境の維持のために、農業形態の変化
や発展に伴う環境改善や土地の形質に適切に対
処し、生産環境の持続に努める。
②棚田としての造成基盤、土地利用の維持
　標高差 240 ｍにも及ぶ急傾斜地に階段（テラ
ス）状の耕作地が連なる蕨野の棚田特有の地形
的特徴を保存することが求められる。そのため
には、棚田や背景の山林等を含む現有の土地利
用をできる限り継承し、棚田としての造成基盤
を守る。
③棚田景観を維持するための修景・修復
　老朽や災害等による破損に対する措置、或い
は景観阻害する要因の改善など、棚田景観を維
持するための景観的配慮の考え方を明確にする
ことが求められる。営農環境と良好な景観の両
立という視点に立ち、修景や修復の技術的検討
と実現化の仕組み（補助等）づくりを行う。
④現状変更、開発行為に対する誘導・制御（コン
トロール）
　今後の生活や習慣等の変化に伴う様々な変化へ
の対処の考え方を明確にすることが求められる。
特に土地利用の現状変更や開発行為、建築物の立
替え等に対しては、景観保全の視点から、できる
限りの誘導や制御（コントロール）を行う。

⑤地域主体で取り組んでいく体制の整備
　景観保全の管理・運営の手段として、営々と

受け継がれてきた手間講の精神に基づく協働の
営農方策や生業・文化を都市部など地域外の人々
に伝える新たな活用方策などを地域自らの力で
検討し、継続可能な体制を築く。
4-3．文化的景観の位置及び範囲
　地形的特徴による一定のまとまりや水系、水利
のしくみ、或いは耕作地の所有形態及び行政単位
としての区や字との関係を考慮し、保存管理計画
の対象範囲として下図に示す範囲を設定する。
○唐津市相知町平山上の蕨野区・池区を対象範囲
とする。
○蕨野区内に位置する国有林を範囲に含む。
○多久市水源池は、棚田との関係性がないため区
域に含めない。
　蕨野地域の生業を反映する棚田の景観を構成す
る様々な要素について、文化的景観として包括的
に捉えるため、本計画においては、丘陵～集落ま
でを含めた八幡岳の北麓一体を文化的景観の区域
として設定する。
　（後略、付図表略）
4-4．文化的景観のエリア区分
　対象地を土地利用的特徴からみると以下の 4 つ
のエリアに分けることができる。また、それぞれ
のエリアに対する保存管理の方向性について以下
のように捉える（図 16-1 参照）。
棚田エリア
・ 棚田と石垣が広がる景観は、蕨野の棚田に特
徴である地形的特質そのものであり、文化的
景観保存管理の最も重要な核として位置づけ、
土地利用の保全を積極的に行っていく。

山林エリア
・背景の山林は、棚田用水確保のための水源涵
養地としての重要な役割を持つとともに、棚
田、集落と一体となった美しい景観を形成す
る借景地となっている。

集落エリア
・棚田エリアに隣接するエリアとして、農村の
生活や民俗・信仰に関するものなど、集落地
の景観要素を保全する。

水源池エリア
・棚田の営農を支える水源池としての機能の保
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全を第一に考え、機能保全を行う。
　（付図略）
4-5．各エリアの景観特性
（1）棚田エリア
（2）山林エリア
（3）集落エリア
（4）水源池エリア
　（略、付図略）
4-6．文化的景観の申出について
①重要文化的景観が所在する範囲→蕨野区・池区
・蕨野地域の生業を反映する棚田の景観を構成す
る様々な要素について、文化的景観として包括
的に捉えるため、本計画においては、丘陵～集
落までを含めた八幡岳の北麓一体を文化的景観
の区域として設定する。

・具体的には、地形的特徴による一定のまとまり
や水系、水利のしくみ、或いは耕作地の所有形
態及び行政単位としての区や字との関係を考慮
し、文化的景観として捉え、保存管理計画の対
象範囲として調査、検討を行う範囲を、唐津市
相知町平山上蕨野区・池区とする。

・但し、多久市水源池は、蕨野の棚田とは関係が
ないため、区域に含めない。
②第一次申出を行う範囲→ 2 つの集落及び国有林
を除いた範囲

・文化的景観の中心と考えられる棚田とその周辺
をとりまく山林、水源池周辺を対象とする。こ
れらのエリアは、その文化的景観の価値が十分
に理解されている場所である。
③第二次申出を行う範囲
・一方で、集落（蕨野集落 66 戸、池集落 2 戸）、
国有林については、第二次申出申請を行う範囲
とする。

・2 つの集落は一体的に申請を検討することに変わ
りはないが、集落には、景観資源として重要な「防
風石垣（ツカ）」や「池集落の文化財 ｣ が分布し、
これらに関する調査が現在も続けられているこ
とや、景観計画にもとづく届出規制等に対する
地域住民合意に向けて具体的な内容にもとづい
た協議が必要であることから「検討協議中」と
いう位置づけとする。

・集落とした範囲は、宅地および周囲の庭として
の利用がなされている範囲（畑、雑種地、墓地、
信仰施設などを含む）について、現地確認のも
と区域確定を行う。

・国有林については、現状で申出範囲内の山林の
全域に地域別の森林計画（森林法）が立てられ
ており、あらゆる伐採行為に対し届出が必要と
なることが分かった。
※段階的な申出について
　文化庁では、文化的景観において、段階的につ
いても申請を認めている。そこで、文化的景観の
区域としては一体のものであるとみなしながら、
その保存と活用においては、重要度の高い部分か
ら順次申出を行い、地域との合意を図りながら区
域全体の選定を目指す。
第５章　保存・管理計画
5-1．保存・管理の方針
（1）全体方針
　文化的景観としての価値を踏まえ、営農の成り
立ちやそれを支えてきた地域のしくみを伝えるも
のを一体的に文化的景観として捉え、山腹の山林
から水源池、棚田が広がる傾斜地、麓の集落へと
連続した景観とそれぞれのエリアに立地する様々
な景観の構成要素の関連性を併せて保存管理して
いく必要がある。
　これは、文化的景観が地形的特徴をいかして成
立してきたという歴史的特性と、地域住民の生活と
一体となって景観が保たれてきたという社会的特性
を踏まえ、棚田での営農を恒久的に受け継いでいく
ために、この生業の構造を維持しつつ、棚田米の販
売などを含めた営農の多面的な活性化を図ることが
必要と考えるからである。
　さらに、棚田景観の中核をなすとともに、営農活
動においても重要な役割を果たしている石垣の適切
な維持管理が文化的景観の保全には必要不可欠であ
り、伝統的な石積みの手法や日常的に行われている
除草等の維持管理手法等を含めた、有形・無形の資
産の保全継承と、そのしくみづくりを図っていく。
（2）エリア毎の景観構成要素と保存管理に向けて
の考え方

①棚田エリア
　棚田が広がる景観は、蕨野の棚田に特徴であ
る地形的特質そのものであり、文化的景観保存
管理の最も重要な核として位置づけ、土地利用
の保全を積極的に行っていく。
　　また、伝統的な様相を呈する水田、畦畔、用
水路、暗渠などの形態や機能を維持、修復ある
いは改善しつつ、農地を継承する（表 16-2 参照）。

■棚田の区分について
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　（前略）
　広範囲に広がる棚田エリアを、立地条件や石
垣の状況の違いから、保全の方向性や景観形成
基準等ルールの設定を段階的に検討する必要が
ある。そこで、下記のような考え方で、棚田を
Ⅰ～Ⅲ種に分け、それぞれの方針に基づいたルー
ルを検討することとした。
　本計画においては、蕨野の棚田の本質的価値を
構成している要素の中で特に重要と思われる箇所
を棚田Ⅰ種とし現状維持を第一に考えた保存管理
を行う。また、棚田Ⅰ種と一体となって棚田の文
化的景観をつくりだしているものとして、その周
囲にあたる箇所を棚田Ⅱ種とし、さらに営農の継
続に重点を置くべき箇所を棚田Ⅲ種とする（表
16-1 参照）。

（後略）
②山林エリア
　現状の植生区分に従った、適切な管理を行う。
健全な森林の維持管理とともに伐採跡地の森林
の適切な回復、育成を行うことによって、土砂
災害の防備及び生態系の保全に努める。地形の
改変を行わないように配慮した森林施業に努め
る（表 16-2 参照）。

　［尾根］棚田の文化的景観を特徴づける要素とし
て積極的に保全を図る。尾根の山は、良好な景
観を維持していくための森林管理の方策が必要
であり、地権者の意識啓発、理解と協力を求め、

適切な維持管理を推進する区域とする。
　［背景の山林］水源涵養地としての重要な役割を
持つとともに、棚田と一体となった借景地とし
て保全する必要がある。生活や営農に密接に関
わってきた森林資源の適切な管理を継続すると
ともに、生態系の維持及び災害防備に努める区
域とする。

③集落エリア（蕨野集落、池集落）
　棚田の景観に隣接する生活の場、あるいは棚
田へと至るアクセスルートとして景観を保全す
る。賑わいのあるまち並みや道路沿いのしつら
えなど、まちづくりと連携した景観形成を図る
区域とする（表 16-2 参照）。
④水源池エリア
　棚田の営農を支える水源池としての機能の保
全を第一に考え、機能保全を行う。水利のため
の伝統的な工法による設備等については、維持
管理を行いつつ現状地形の保全を図る（表 16-2
参照）。

（3）エリア区分図
（表 16-2 参照）
5-2．既存法令による土地利用規制等の整理及び保存・
管理の検討項目
（1）土地利用行為に係る法令等の概要
①土地利用に係る法令
②景観法／文化財保護法の概要
③想定される行為に対する保存管理方策の整理と
項目の検討
　（略、付表略）
　下表のように、対象地に係る土地利用規制等の
法令を調査し、本計画で検討する保存管理方策の
項目を整理した（表 16-3 参照）。
5-3．景観計画に向けた保存・管理のルール（案）
（1）文化的景観保存のための行為の制限に関する

ルール（案）
（2）景観重要公共施設に関するルール（案）
（3）景観農業振興地域整備計画の策定に関する基

本的な事項（案）
　（略、付表略）
第６章　整備・活用計画
6-1．整備・活用の方針
　蕨野の棚田の文化的景観を育てていくために必
要な整備・活用のための計画は、地域の魅力資源
を活かしたものとする。景観の保全にあたっては、
景観との調和のとれた良好な営農活動を実施して

表 16-1　棚田区分の考え方
棚田
棚田
Ⅰ種

棚田
Ⅱ種

棚田
Ⅲ種

再生
検討
棚田

選定対象 保存の考え方
・高石垣／足掛
け石組／暗渠
（南川原）
・連続する５箇
所の暗渠
（大平）
・耕作条件が普
通で、まとまりの
ある石積景観が
たもたれている
場所

・耕作条件が良
くない場所
・石積みではな
い畦畔が多くみ
られる場所

・耕作条件が悪
く、耕作放棄地
や休耕地となっ
ている場所

蕨野の棚田の文化的景観の本質的価
値である先人達の努力や工夫の跡が
認識できる要素が継承されており、そ
れらの現状維持を第一に考え、また
破損等が生じた時には、現状への復
元を行う。
Ⅰ種に順ずる区域で、Ⅰ種区域の文
化的景観と一体となって魅力ある全
体景観をつくりだすことが望まれる。
営農環境の改善と景観保全とのバラ
ンスに配慮しつつ景観を育てていく
地区とする。
立地や周辺環境の条件等から景観面
よりも営農を継続するための取り組み
に重点を置くべき場所と捉え、従来の
手法による営農環境の維持に努めな
がら、棚田の保存管理を図るべき地
区とする。
水田や畑地への再生の可能性を検討
し、可能である場合は、その策を講じ
取り組んでいく。
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いくことが必要である。そこで、景観計画におけ
る規制誘導とともに、景観との調和のとれた良好
な営農条件を確保するため、必要と思われる整備
事業、活用事業等、またそのために必要な景観配
慮の考え方をまとめる。
　整備内容については、下記の指針に従い、今後
地域からの要望や庁内の調整を行い、より実現性
の高い計画を立てていくこととする。
【整備計画】
・営農環境改善のための各種整備（農道、耕作道、
水路等）

・案内板等、来訪者受け入れ支援施設に関する整備
・石垣や営農支援施設に関する修理・修景の考え
方（景観配慮方針）

【活用計画】
・棚田を利用した都市、農村交流
・来訪者受け入れに向けての施設活用
・観光客との共生（フットパス計画）
・耕作放棄地の再生・山林の活用

6-2．整備計画
（1）石垣や営農支援施設に関する修理・集景につ

いて
（2）営農環境・来訪者受け入れ環境改善のための

整備構想
（3）整備が想定される区域での整備事項と景観配

慮方針
（4）実現に向けて
　（略）
6-3．活用計画
（1）棚田での農作業を介した都市との交流について
（2）来訪者受け入れに向けての遊休施設活用について
（3）耕作放棄地の再生について
（4）山林の活用について
（5）実現に向けての課題
　（略）
第７章　運営体制整備
7-1．運営体制整備の基本方針
　今後、重要文化的景観の選定を受け、蕨野地域

表 16-2　エリア別の景観構成要素と保存管理の考え方
保存管理に向けての考え方景観構成要素エリア

棚田エリア

棚田

水田
畑地
石垣
農道
畦畔
用水路、暗渠
湧水

耕作放棄地・休耕地 
河川 
道路 
電中・電線 
作業小屋（山小屋） 
案内サイン 
背景の山林 

尾根・樹園地

林道・農道
河川・砂防 
住居 
事業所 
畑地 
道路（県道） 
小路（その他） 
交流広場 
電柱・電線 
案内看板 
信仰に関わる施設 
溜池 
道路 
電柱・電線 
信仰に関わる施設 

山林エリア

集落エリア
（蕨野集落、
池集落）

水源池エリア

景観の核となる要素で、地形形状そのものが棚田の景観特性となり、固有の風土的特色
を現している。
段高は平均して3～5m程度、主に野面積みが用いられる。
傾斜地での営農を支える基盤、営農条件改善を望む声が多い。
耐久性や維持管理の面からコンクリート化が進む。

棚田に水を供給するための設備で、先人の知恵が継承されているものである。

営農条件の悪さ等の原因により営農の継続が困難になった農地。
安定した水量のある小河川や湧水から流れ出る沢水などがある。
県道、町道、農林道、谷を結ぶルートを望む声がある。
山麓の池集落へ電気を送るために設置されている。
集落との距離が長く、農具や肥料を保管する小屋が点在する。
谷の名称や展望地を案内するサイン看板が設置されている。
固有林、県有林、市有林、私有林からなる山麓の森林である。

谷と谷との間の尾根にあたる山に、概ね竹・スギ・ヒノキ林で構成される元入会地の民有林。

八幡岳線・ふるさと農道が通る。
河川には護岸、砂防ダムなどの土木構造物が存在する。
65戸の住宅が存在する。一般民家が大半だが、数軒、防風石垣民家（ツカ）が残されてい
る。事業所の建物もある。
自家消費用の作物栽培や園芸作物などの農地である。

地区内の生活道路として利用される集落内の幹線道路及び集落道路が通る。

イベント等の集客拠点となる公園的空間となっている。
山麓の池集落へ電気を送るために設置されている。
棚田や展望地を案内するサイン看板が林立している。
五百羅漢、大山祇神社など地域活動を支える信仰施設。
棚田の水源となっている3つの溜池が存在する。
地区内の生活道路として利用される集落内の幹線道路及び集落道路が通る。
山麓の池集落へ電気を送るために設置されている。
池観音など地域活動を支える信仰施設が存在する。



154　　Ⅰ  文化的景観保存計画の概要

の資産として棚田を中心とした地域の活性化を図
るためには、地域で一体となった運営体制が必要
になってくる。具体的には、選定後の支援の受け
皿を新たにつくり、棚田を含む文化的景観の各構
成要素について、より効率的な管理を進めていく
組織の構築が望まれる。

　ここでは、地域が中心となって多様な主体が連
携する次の 2 点に示すような体制整備の模索を検
討する。
7-2．新組織としての体制づくり（案）
　文化的景観の保存・管理に関する各種取り組み
を運営していくには、地域が中心となった新たな

表 16-3　想定される行為に対する各種法令の適用表

対象
エリア

重要文化的景観の保存に影響
を及ぼす現状変更行為
通常の（農地）管理行為

農道の新設（個人施工）

農道の改修（個人施工）

せまちだおし

農地の開墾

耕作道の新設

農作道の改修

作業小屋の建設

ビニールハウスの設置

防風ネットの設置

電気柵（イノシシ対策）の設置

農地から山林への地目変更

耕作の放棄・形態の変更

河川の改修

通常の育林作業
（下刈り、除伐、枝打ち、間伐）

作業道の新設

皆伐（主伐）

樹木の植栽

鉄塔・屋外広告物の新設

周知の埋蔵文化財現状変更及
び保存に影響を及ぼす行為
市指定史跡の現状を変更し、
又は保存に影響を及ぼす行為

地目の変更（宅地へ）

建築物の新築、増築、改築等
工作物の建設、増築、改築等

文化財保護法に準拠する。

特に規制・誘導を行わない。

農振法による許可申請が必要。

届出が必要。

森林法に準拠する。

森林法に準拠する。

届出を必要とし、樹種等の誘導を図る。

森林法に準拠する。

建築時に届け出を必要とする。
建築時に届け出を必要とする。

想定される行為 規制・誘導の方針

現行制度にもとづくもの

全域

棚田
エリア

山林
エリア

集落
エリア

農業振興地域
の整備に関す
る法律

森林法
保安林指定
による規制

森林法
森林整備計画による
規制

文化財保護
法及び市文化
財保護条例

原則として行わないが、行う場合は石垣
の工法、素材選定に対しアドバイスを行
う。

設置箇所や素材、意匠のアドバイスを行
う。

届出を必要とし、石垣の工法、素材の選
定に対しアドバイスを行う。
設置箇所や素材、意匠のアドバイスを行
う。
設置箇所や素材、意匠のアドバイスを行
う。
高さ、色彩、設置箇所に対してアドバイス
を行う。
仮設施設において、設置箇所に対してア
ドバイスを行う。
仮設施設において、設置箇所に対してア
ドバイスを行う。
仮設施設において、設置箇所に対してア
ドバイスを行う。

届出等は必要としないが、事前に相談を
受け、活用事業の方策を検討する。

届出は必要とせず、景観配慮の地域ルー
ルを設ける。

設置時に届け出が必要で、景観形成基準
にて高さ制限等を行う。

文化財保護法に準拠する。<池遺跡>

唐津市文化財保護法条例に準拠する。
<池の観音、蕨野五百羅漢>

設置箇所や素材、意匠のアドバイスを行
う。

届出必要

届出・通知

許可必要

届出必要

農用地区域の
除外、転用は
許可必要

規模の大き
い間伐は届
出必要

森林整備計画の遵守
【水土保全林】標準＋
10年10ha以下
【森林と人の共生林】
標準以上30％以下

原則として
地目の変更
は禁止

森林整備計画の遵守
※変更の場合は計画
変更手続きが必要
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組織づくりが必要である。将来的には景観法によ
る景観整備機構等の制度を活用し、より積極的な
活動を促進していくことを視野に入れながら、地
域全体の保存・管理体制の組織化を図る。
（仮称）蕨野の棚田保存会
　棚田、山林における営農活動を維持するための

現状変更行為については、地域の自主的な取り決
めにおいて、配慮事項等設けるとともに、それら
の配慮事項を実践するための相談窓口、アドバイ
ス機関としての地域組織（NPO 法人化を想定）を
立ち上げ、実践を確実なものにしていく。

本計画で検討するもの 今後策定するもの
県立自然公園区域に対する
規制 景観法及び唐津市景観まちづくり条

例に基づく景観計画（重点地区）
地域の取り決め事項“地域宣
言書”

保存管理体制（組織）
による管理活動

景観農業振興整備
計画景観配慮事項特別地区第3種 普通地区

幅員を2ｍ以上に拡幅するときは届出
必要

石垣新設の工法、素材の景観
配慮

設置箇所・素材の景
観配慮
設置箇所・素材の景
観配慮

石垣新設の工法、素
材の景観配慮
設置箇所・素材の景
観配慮
設置箇所・素材の景
観配慮
高さ、色彩、設置箇
所の景観配慮

石垣新設の工法、素
材の景観配慮

石垣新設の工法、素材の景観
配慮

高さ、色彩、設置箇所の景観
配慮

幅員を2ｍ以上に拡幅するときは届出
必要

届出必要

届出必要
届出必要
（営農行為又は営林以外のため
主代は届出不要）

幅員が2ｍ以上のものは届出必要

工作物の新設等届出必要

営農行為又は営林以外の植栽は届出必要

水面の埋立て届出必要

建築物の建設等届出必要

幅員が2ｍ以上のものは届出必要

土地形質変更届出必要

幅員が2ｍ以上のものは届出必要 設置箇所・素材の景観配慮 相談・アドバイス

相談・活用事業の提案

相談・活用事業の提案

相談・アドバイス

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

設置箇所・素材の景観配慮

設置箇所・素材の景観配慮

設置箇所・素材の景観配慮

設置箇所の景観配慮

設置箇所の景観配慮

設置箇所の景観配慮

届出必要

届出必要

届出必要

届出必要

届出必要

届出必要

届出必要

届出必要
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図 16-1　文化的景観のエリア区域図

【地域で形成する文化的景観を守り育てるための組織】
①既存の組織を継続・発展させるもの。
②新たな事業項目を加え、地区住民外との連携を
する法人組織を発足する。
③新組織は、文化的景観の保存と活用に関する企
画及び地区住民・住民組織と地区外（行政を含む）
との連絡・調整業務等を行う。

④新組織は非営利団体とするが、継続的に運営で
きる財源を確保する（会費収入、寄付金、業務
委託事業、各種補助金等をもって充てる）。

【新組織の設置形態、業務、検討課題等】
①特定非営利活動法人（NPO 法人）とする。
②組織名称：重要文化的景観「蕨野　棚田保存会」
（仮称）
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図 16-2　蕨野の棚田び文化的景観におけるエリア区分図

③設置の目的：文化的景観の保存とその活用
④主な業務：文化的景観の保存、管理、活用に関
わる下記の企画と実施、景観パトロール、情報
収集、調査研究、都市農村交流イベントの企画・
協賛遊休農地、遊休施設の管理、活用、行政等
との交渉、各種助成金の獲得等
7-3．実現に向けての課題
　地域で一体となった運営体制の構築のために必
要と考えられる検討項目について以下に示す。
①地域全体での運営体制の構築の手法
・事業実施主体や支援方法のあり方等を含めた住
民と行政の連携方策

・「蕨野の文化的景観の保存会（仮）」の組織とし
ての位置づけ

（管理主体としての組織に取り込むか、活動主体と
して委託や支援を行うのか）

・基金（トラスト）などの方式による組織構築の
あり方と事業内容

・住民の主体的な活動を支援する行政担当窓口の
一本化等
②生活や産業の持続可能性のためのしくみづくり
・景観形成、農業振興、観光振興等に関する新た
な活動組織の構築の必要性

・後継者育成や伝統技術の継承のあり方
・棚田米のブランド化等、景観を付加価値にした
生産物の販売促進

・集団営農や労働支援等を含めた、新たな営農形
態の検討等
③ソフト面での来訪者との交流のあり方
・労働力の提供や資金提供等による都市との交流
・生産物の販売促進や観光客からの募金等による
景観保全への出資

・観光活用への対応策の検討（適切な利用を促す
ための仕組みづくりや人材育成等）
④地域活動の情報発信手法
・類似地域との交流活動
・国等の表彰制度への応募
・体験イベント等の開催
⑤地域外との連携
・蕨野の棚田保存会等の実績を活かした活動展開
・地域外の人材を運営体制に取り入れるた組織づ
くり
／出典：『からつ　蕨野の棚田　文化的景観保存管
理計画』（平成 20 年 1 月、唐津市教育委員会）、抜粋、
一部修正

16  蕨野の棚田
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　平戸市は長崎県の北西端に位置し、平戸島、生月島、大島、度島、高島の有人島のほか、九州本土北
西部に位置する田平地区およびその周辺の島々によって構成される。島嶼が点在する複雑な地形、地質
および豊かな植物相により、平戸市の約 2 割が西海国立公園として保護されている。現在、市域面積
235.63 ㎢におよそ 4 万人が居住するが、人口は昭和 30 年代と比較して 3 万人以上も減少し、離島におけ
る過疎化問題はきわめて深刻な状況にある。
　平戸島の沖積低地は小規模であるため、広域水田等の景観はあまり発達していない。しかし、火山性
山地および溶岩台地を開析した小河川沿いの谷部には、安満岳を取り囲むように防風石垣や石塀を備え
る、主師、春日、高越、獅子、根獅子、飯良、亀、田崎・神鳥・迎紐差および山田の各集落と、その生
業の場である棚田が展開する。これらの集落の多くは、16 世紀半ばから 17 世紀初頭にかけて書かれた
イエズス会宣教師の書簡において、教会や慈悲の組についての記述とともにその名を確認することがで
きる。また、戦国時代から江戸時代初期のキリシタン信仰に起源をもち弾圧時代に潜伏した信仰組織は
現在もかくれキリシタンとしての営みを続け、伝統的家屋の中に御神体である納戸神を祀るほか、聖な
る山や聖水の島、殉教地を伴う独特の様相を現在にとどめている。
　棚田群は、大きなものでは海岸から標高約 200m の地点まで連続している。これらの棚田は、安山岩
や玄武岩の分布とほぼ一致して築造され、石積みには地元産の礫岩が使用されている。しかし、石積み
技術はさまざまな様式を示しており、地元農家の手によるもののほかに、生月の専門的な石工集団の手
によると思われるものが含まれる。この集団による活動は 20 世紀の中ごろまで続き、いわゆる出稼ぎで
あるものの、その技術力は高く評価され、遠く山口県の日本海側においても痕跡を確認することができ
る。
　また、江戸期における本地区の様子は、寛永 21 年（1644）安満岳図（天明 7 年写）、寛政 11 年（1799）
春日牧垣図に描かれており、水田や川、木戸をはじめ、馬垣の様子を把握することができる。絵の特徴
から、馬垣には木柵と石垣があったことがわかるが、特に後者は現在も平戸島の放牧地において広く使
用されている。明暦 2 年（1656）の田畑清帳をもとに亨和 3 年（1803）に作成された抜書を見ると、春
日地区の水田面積は江戸初期から現在まで大きくは変化しておらず、また耕地や宅地形状および道の分
布も、慶応 2 年（1866）、明治 5 年（1872）の図にほぼ一致する。生月島は、江戸時代中期以降は捕鯨

図 17-1　「平戸島の文化的景観」の位置 図 17-2　獅子地区の集落景観

17  平戸島の文化的景観
長崎県平戸市

重要文化的景観の概要
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の一大拠点として平戸藩の財政を支える重要な役割を担うようになり、最盛期には 3,000 人を超える人
びとが捕鯨産業に関わっていた。しかし、地形的制約から農地が限られ、また鯨油の抽出工程において
も多量の燃料（薪）が必要であったため、食料および燃料の供給を平戸島の豊富な森林資源や農地に求
めた可能性が高い。江戸中期から近代にかけ、平戸島と生月島は捕鯨を中心として一つの経済圏を成し
ていたと考えられる。
　以上のように、「平戸島の文化的景観」は、かくれキリシタンの伝統を引き継ぎつつ、島嶼の制約され
た条件のもとで継続的に行われた開墾や伝統的な生活および固有の生業等を通じて形成された棚田や人
びとの居住地によって構成される独特の文化的景観である。居住地を構成する民家や防風石垣、寺社仏
閣、生業を示す棚田、聖地としての意味をとどめる安満岳や中江ノ島等の諸要素は、一体性をもって連
続し、さまざまな無形の習俗に支えられた文化的景観を形成している。近年の激しい過疎化においても、
各集落は伝統的な社会組織に基づいて継承され、かろうじて生業を維持してきたが、現在は住民の高齢
化という課題に直面している。こうした状況を踏まえ、文化的景観保存計画によって保存管理、整備活用、
運営体制の枠組みが示される地域のうち、急斜面地に展開する春日、獅子、根獅子、宝亀、田崎・神鳥・
迎紐差の棚田および防風石垣をもつ集落、信仰の対象となる安満岳および中江ノ島を重要文化的景観と
して選定し、早急な保存・活用を図るものである。/ 出典 :『月刊文化財』第 557 号

図 17-3　獅子の棚田 図 17-4　春日の棚田の全景

17  平戸島の文化的景観
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第１章　文化的景観の位置及び範囲
１　計画の目的
　（略）
２　検討体制
　（略、付表略）
３　計画策定に至る経過
　（略、付図表略）
４　位置及び範囲
　（略、付図表略）
５　文化的景観の申出について
（1）段階的な申出
　「平戸島と生月島の文化的景観」は、9 地区の集
落で構成されており、申出予定面積は約 5,634.7ha
と広域な農漁村景観であることが特徴である。
　既に、平戸市全域（汀線から 1 ㎞の海域含む）
が景観計画区域であり、保存調査を行った地域全
域が重点景観計画区域に設定されている。
　平成 21 年 7 月に、文化的景観として保全を急ぐ
地域を一次申出することとし、その後、地域住民
の景観保全に対する意識醸成、地域内で行われる
公共事業の調整、その他文化的景観として価値を
高める補足調査や地域内での景観協定の締結等を
行いながら、平成 22 年 7 月を目途に申出が完了す
るよう計画している（表 17-1、図 17-5 参照）。
（2）地区の概要
　（付表略）
第２章　文化的景観の保存に関する基本方針
１　文化的景観の概要と価値、課題
（1）文化的景観の概要と価値
（2）課題
（3）景観のレイヤー構造について
　（略、付図表略）

２　保存管理に関する基本方針
　（前略）
　平戸島と生月島の文化的景観の保存管理に関す
る基本方針を、「無形の要素を背景とする集落」、
「生業空間」、「原生林や里山等で構成される自然的
空間」の三つの観点から示す。
　（後略）
（1）無形の要素を背景とする集落
　（前略）
その保存管理にあたっては、地域における場所性
の価値（場所が持つ意味）を理解し、調査により
その価値が明らかになりつつある信仰と集落構造
のあり方を引き継ぐよう努めなければならない。
そこには、家屋内で信仰の対象となった納戸神や
祭具のような物も含まれるべきであろう。また、
保存調査の景観の構造分析で分かるように、集落
の良好な景観を構成している保存すべき要素とし
て、伝統的な構造を持つ家屋やそれを取り巻く防
風林・防風垣、在地の石材を使った石垣が挙げら
れており、これらを維持することに努めるものと
する。
　中世以降継承されるジャンガラや須古踊のよう
な民俗行事や、キリシタン時代の布教時代の信仰
形態をよく保持しているといわれるかくれキリシ
タン行事などは、安定した地域コミュニティを維
持していくための重要な役割を担ってきた。課題
でも触れたことであるが、これらの担い手は減少
の傾向にあり、民俗行事や民間信仰に関しても、
地域と連携しながら継承が図れるように努めるも
のとする。
　本地域の農漁村集落については、家屋等の建築
物だけではなく、その集落の持つ風情を保護すべ
きであろう。
（2）生業空間
　（前略）
その保存管理にあたっては、棚田や牧野の景観維
持に努めるとともに、その景観を造り、維持して
きた石積み技術の継承についても支援を行う必要
がある。また、伝統的な土地利用を継続しながら
今後も生業空間を維持するために必要なシステム
を検討する必要もある。それは、担い手の育成で5,634.7

3,393.4

1,135.7

1,105.6

順番

1次

2次

〃 〃

申出予定年月

平成21年7月

平成22年7月

地 区

海 域
合 計

面積（ha）
春日地区、獅子地区、根獅
子地区、宝亀地区、田崎・
神鳥・迎紐差地区、主師地
区の一部
生月地区、主師地区（区域
拡大）、高越地区、飯良地
区 

平戸島と生月島の文化的景観保存計画

表 17-1　申出計画表
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あったり、棚田を生かしてその地域をどう活性化
させるのかという戦略的な部分もあり、関係法令
を踏まえ有効な支援策を検討する必要がある。
　（付図略）
（3）原生林や里山等で構成される自然的空間
　（前略）
その保存管理にあたっては、信仰の対象となって
いる空間については、どのような要素がその対象
となっているのかを分析し、その場所性（聖地性）
の価値を損なうことがないよう保全に努めなけれ
ばならない。これらの区域では現状維持若しくは
植生回復を原則とする。自然公園区域以外につい
ても、植生の保全を図るとともに、手入れがなさ
れていない人口造林地等について、長期的な視野
に立ち、地域の風土に適した植生の回復に努める
こととする。
　また、それら自然林を保水林とする河川につい
ても、護岸形態や川中の施設の形態等について配
慮が必要である。ホタルが生息する河川もあり、
それらの生態系を維持できるよう河川環境の保全
に努めることとする。
　（付図略）
３　整備活用に関する基本方針
　前述した保存の方針に沿って、整備活用に関す
る基本方針を以下に示す。
（1）全体的な考え方
　農漁村集落とは、人々の暮らしが土地利用に影
響を与え、そこから農作物等を得ることによって
造り上げられてきた景観地である。生業空間と家
屋や集会所・寺社仏閣・教会堂等が機能的に配さ
れた集落、周囲を取り巻く自然的空間が一体となっ
た巨視的な景観を保全することが広域的な農漁村
景観を長期的に保全することに繋がるのである。
また、相互扶助の仕組みが発達していることも特
徴で、共同水路、共同溜池、共同牧野等から祭礼・
行事に至るまで数多くのものが存在する。個と共
同の仕組みを分析し、伝統的な地域コミュニティ
を破壊することがないよう整備の方針を定める必
要がある。
　公共事業においても、これまで道路は道路、農
地は農地、森林は森林といった縦割だった土地利
用計画を、総合的に見直し整理することが肝要で
ある。このような観点から地域の景観マスタープ
ランを法的に位置づけることができるのが景観計
画であり、計画の見直しを行いながらまちづくり

を進めることとする。
　（中略）
文化的景観を生かした地域振興が最終的な目的であ
るため、広域的な観光ルートの設定や案内板等の設
置だけではなく、地域自体の魅力を高め、そこへ行
きたいと思わせる付加価値を付ける取り組みを行う
必要がある。
　平成 19 年 1 月、「長崎の教会群とキリスト教関
連遺産」が世界遺産暫定リストに記載され、本地
域も構成資産のひとつとして検討されている。活
用という面で考えるならば、潜在的な価値を持っ
ている場所であり、登録推進活動に併せ、文化的
景観を核としたネットワークを形成していく必要
がある。既に民間で行われている定置網操業や塩
作り等の体験事業のほか、都市部住民をターゲッ
トにした棚田オーナー制度、農家民宿等も視野に
入れ、地域内に組織されているまちづくりグルー
プを主体とした施策を実施する必要がある。
（2）無形の要素を背景とする集落
　本地域の集落に多く見られるのは、木造平屋建
の住宅であり、現在も良好な景観を維持している。
特に建築物や工作物の高さや色には十分注意すべ
きである。景観計画でそれらの行為誘導を行って
いるが、今後は景観協定の締結も視野に入れ、よ
り自発的な景観創造への取り組みへと繋げていく
こととする。
　無形の要素を表象する建築物であり、地域の歴
史や文化を踏まえ、神社及び教会堂を届出対象と
して特定した。建築後、相当年数が経過しており
修景整備が必要とされるものもある。特に教会堂
については、一定の観光客が訪れるほか、音楽祭
等の文化活動も行われており、交流施設として活
用できる場所を設定し、地域活動の拠点として利
用するなど積極的に活用を図りたい。
　（後略）
（3）生業空間
　（略）
（4）原生林や里山等で構成される自然的空間
　（略）
４　管理運営に関する基本方針
　（前略）
　農漁村集落の過疎化等により、現在の景観を保
つことは非常に難しい問題である。この良好な景
観を継続させるために、「誰が（主体・担い手）」、「何
の目的で（生業のため・景観の保全のため）」景観
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管理を行うのかという目的を明確にし、農漁村集
落の景観が維持されるシステムを早期に確立させ
なければならない。
　重要なのは、その地で生活し生業を営む地域の
人々の存在であり、農業を継続できない理由は何
なのかを把握し、現在の景観を維持し発展させる
ため、それらの要素を取り除く仕組み作りを検討
する。後継者不足であるのなら、農地所有者のみ
ではなく、文化的景観地区に住む人々、周辺都市
部に住む人々が積極的に景観保全に係わることが
できる仕組みが必要だろう。
　根獅子地区、獅子地区、春日地区では景観保全
に対する意識が高く、獅子地区では平成 20 年度に
おいて、景観保全と生業育成のために、一部の耕
作放棄地が復帰され牧草畑として活用されている。
本地区は自治会組織が比較的確立された地域であ
るため、これら既存の組織を活用した住民主体の
まちづくりと景観保全、文化・伝統の継承を図る
べきであろう。
　一方、行政の体制も整理、強化される必要があ
る。文化的景観の継承・活用においては、教育委
員会のほか、都市計画、建設、農林、観光部局等
の多くの協力連携が必要となる。県関係部局との
連絡調整も含めて、関係機関が緊密に協力できる
体制を整備したい。その上で、地域活動を積極的
にサポートしていくこととする。
　（付図略）
第３章　文化的景観の保存に配慮した土地利用に関
する事項
１　保存管理に関する考え方
　保存管理に関する基本方針を踏まえ、保存管理
に留意した土地利用のあり方等を示す。
（1）無形の要素を背景とする集落
　良好に維持される生業空間に隣接する生活の場
として、景観計画と連携した景観形成を図る区域
とする。
　（付表略）
（2）生業空間
　文化的景観を構成する主要な要素と位置づけ、
景観保全を図るとともに、営農の支障となる案件
については、改善策を検討しながら棚田景観の継
承に努める。
　（付表略）
（3）原生林や里山等で構成される自然的空間
　現状の植生区分に従った管理を行うとともに、

伐採跡地の回復、育成を行うことで森林保全に努
める。本地域において、優れた自然景観の多くは
自然公園法で保護されているが、それらに隣接し、
景観として連続したものについても、同様に保全
されるよう努める。
　（付表略）
２　既存法令等による土地利用規制の整理
　申出対象範囲には、景観法に基づく行為規制が
全ての範囲に適用されるほか、自然公園法、文化
財保護法 ､ 森林法 ､ 農地法 ､ 農業振興地域の整備
に関する法律 ､ 河川法による行為規制が適用され
ている土地が含まれる（表 17-2）。
３　景観法に基づく景観計画による行為誘導
　（前略）
　平戸市景観計画では、市域全体を一般景観計画
区域と重点景観計画区域に分け、さらに重点景観
計画区域を以下の 4 つの区域に分けそれぞれの景
観特性に応じた景観形成に努めることとし、区域
ごとに景観誘導指針を示している。
①平戸旧城下町地区
②田平天主堂周辺地区
③宝亀教会周辺地区（重要文化的景観申出予定地
区）
④生月島南部・平戸島西海岸地区（重要文化的景
観申出予定地区
　（付図略）
（1）重点景観計画区域における景観形成の方針
　重点景観計画区域においては、「重点景観計画区
域における景観形成の方針」に基づき、以下のよ
うな行為の制限を定める。
①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え又
は色彩の変更行為
②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え又
は色彩の変更行為
③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
④土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の
土地の形質の変更行為
⑤木竹の伐採
⑥屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他
の物件の堆積
⑦水面の埋立て又は干拓行為
　上記行為のうち、影響の軽微なものについては、
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届出対象行為の適用除外（景観法第 16 条第 7 項関
係）とし、景観計画に定めている。
（2）行為の制限（景観形成基準）
　（略、付表略）
（3）景観計画におけるその他の事項
　（略）
４　現状変更の取扱い
　（前略）
　申出地域で行われる現状変更対象行為の多くは、
自然公園法、農地法、森林法、景観法等に基づく
届出の対象行為となっている。
（1）文化財保護法の届出対象行為
　（略、付表略）
（2）文化財保護法の届出を要しない行為
　（略）
第４章　文化的景観の整備活用に関する事項
１　整備活用に関する考え方
　基本方針を踏まえ、整備活用に関する考え方を
以下に示す。
　整備活用については、16 世紀から水田景観を軸
に発達してきた農漁村集落の姿を体感し、地域の
文化を知ることができるようにすることを基本と
する。調査研究による価値づけを継続することは
もちろんのこと、修景事業の計画・実施、景観保
全を担う人材育成等、検討事項は多岐に渡る。
　平戸島と生月島の文化的景観の整備は、農漁村
集落としての巨視的な景観を保全するよう努める。
文化的景観の保全については、関係部署と調整し、
価値のき損や滅失がないように努めることが原則
である。
　公共事業については、これまで管理者が異なる
という理由から、隣接する場所であっても、工法
や材料の違いがあり、景観保全の整合性が取りに
くいことが課題であった。公共工事は景観への影
響が大きいため、景観保全に対する認識を統一す
る必要がある。また、農漁村集落景観には、学校、
橋梁、道路、港等、景観に大きな影響を及ぼす公
共施設が含まれている事が多い。これらについて
は、景観計画の中で景観重要公共施設として位置
づけ、整備に関する事項を定めることも想定され
る。国土交通省から、「公共事業における景観検討
の基本方針」（H21.4.1 改訂）が示されており、そ
の他景観ガイドライン等も多数策定されているこ
とから、それらの内容を踏まえた事業実施に努め
ることとする。（第 7 章参考資料：公共事業におけ

るガイドライン等の尊重）
　文化的景観を確実に継承していくため、地域住
民の必要に応じて景観計画の見直し等も検討して
いく。
　文化的景観の活用のため、上述した景観保全の
取り組みと同時に、県内に分布する同様の価値を
持つ文化的景観地域との連携を図り、「長崎の教会
群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録の取り
組みに併せ、広域な周知啓発ルート等の開発に取
り組むこととする。
　保存調査で抽出された景観阻害要因については、
文化庁事業等を活用して、修景や除去に努める。
これらの修理修景を実施しながら、地域内の拠点
施設の整備や、サイン計画等を併せて検討する。
　また、文化的景観を長期的に保全し、継続して
いくために、地域産業の育成を図るものとする。
２　整備活用の方針
（1）無形の要素を背景とする集落
（2）生業空間
（3）原生林や里山等で構成される自然的空間
　（略、付表略）
３　整備活用計画
　本章 1 項及び 2 項で文化的景観の整備活用の方
針を示したが、詳細については、後に設置される
整備活用委員会で検討を行い策定される整備活用
計画に拠るものとする。この整備活用計画は、保
存調査で明らかとなった文化的景観の価値を保護
し活用するため、文化的景観地域内におけるより
詳細な整備活用の指針を定めるもので、今後は、
同計画に基づき整備を進め活用を図り地域振興に
繋げることとしている。
　（後略、付図略）
第５章　文化的景観を保存するために必要な体制に
関する事項 
１　管理運営に関する考え方
　基本方針を踏まえ、管理運営に関する考え方を
以下に示す。
　（前略）
　農漁村地域は、自然への人為的な働きかけで景
観が形成されてきた場所であり、それら生業が営
まれる中で形成されてきた景観を引き継ぐことが
重要である。そのためには、地域住民及び行政は
文化的景観の価値を正しく理解し、その継承のた
めに必要な体制づくりを進めなければならない。
　本計画は、あくまで文化的景観の保存継承の枠

17  平戸島の文化的景観
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組みを定めるものであり、この計画が効力を発揮
し景観保全への取り組みへと繋げていくためには、
景観行政団体である平戸市や国・県等の施設管理
者、地域住民の協力関係の構築が求められる。
　（付図略）
２　地域住民の役割 
　景観法で高さや色等の基準を設けたところで、
それを守れば必ずしも良好な景観が形成されてい
くというものではない。画一的な「作られた景観」
を形成することが目的ではなく、立地する場所の
条件や周辺環境により、景観に配慮すべき事項は
異なってくるものである。景観は、庭の手入れや

空き地の利用の仕方等、それらの使い方に拠ると
ころもある。地区を対象としたゆるやかな協定に
より自主管理することは、地域景観へのコンセン
サスを作っていく効果があり、そうした自主的な
取り組みで補完することによって広がりが出てく
ると考えられる。景観協定は、景観規制のルール
としても使えるし、自発的な景観創造の制度とし
ても活用できるものである。
　（中略）
文化的景観の継承は、行政の施策と共にそこに住
む地域住民の参画と自主性が重要となる。本地区
は、自治会組織が強く機能している地域であるた

表 17-2　土地利用規制法等による行為規制の一覧
根拠法令

自然公園法
（国立公園）

特別地域 許可又
は届出

普通地域 届出

景観法 生月､平戸西
海岸､宝亀
地区

届出

平戸市景観
条例

重点景観計
画区域

届出

森林法 地域森林計画
の対象となって
る民有林

許可
届出

保安林 許可

文化財保護法 周知の埋蔵文
化財包蔵地

届出

文化財保護
条例

県指定重要
文化財

許可

農地法 農地 許可

市指定重要
文化財

許可

農業振興地域の
整備に関する法律

農用地 許可

対象範囲 許可・
届出等

罰則
規定
懲役又
は罰金

懲役又
は罰金

罰金

勧告

罰金
罰金

罰金

懲役又
は罰金
懲役又
は罰金

行為規制の内容

【許可事項】　①工作物を新築し、改築し、又は増築すること、②木竹を伐採すること、③鉱物を
掘探し、又は土石を採取すること、④河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること、⑤
環境大臣が指定する湖沼又は湿原汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること、⑥広告物
等掲出･設置し、又は広告等を工作物等に表示すること、⑦屋外において土石その他の環境大
臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること、⑧水面を埋め立て、又は干拓すること、⑨土地の
開墾、土地の形状を変更すること、⑩高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採
取し、又は損傷すること、⑪山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するものを捕
獲し、若しくは殺傷し、又は指定動物の卵を採取し、若しくは損傷すること、⑫屋根、壁面、塀、橋、
鉄塔等の色彩を変更すること、⑬湿原その他これに類する地域のうち環境大臣が指定する区
域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること、⑭道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以
外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬･動力船を使用し、又は航空機を着
陸させること、⑮前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすお
それがある行為で政令で定めるもの
【届出事項】　木竹の植栽、家畜の放牧
①その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること（改
築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超えるものとなる場合における改
築又は増築を含む。）、②特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること、
③広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを
工作物等に表示すること、④水面を埋め立て、又は干拓すること、⑤鉱物を掘採し、又は土石を
採取すること（海面内においては、海中公園地区の周辺一キロメートルの当該海中公園地区に
接続する海面内においてする場合に限る。）、⑥土地の形状を変更すること、⑦海底の形状を変
更すること（海中公園地区の周辺一キロメートルの当該海中公園地区に接続する海面内におい
てする場合に限る。）。
①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、②工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは
模様替又は色彩の変更、③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、④良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計画に従い景観行
政団体の条例で定める行為
①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行為、②木竹の伐採、③
屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積、④水面の埋立又は干拓行為
１haを超える開発行為
立木の伐採

土木工事等を目的として周知の埋蔵文化財包蔵地の発掘しようとする行為

現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為

現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為 

農地の権利の移動、農地の転用及び農地転用のための権利の移動

宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改
築若しくは増築等の開発行為

①立木の伐採
②立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若し
くは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為
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め、これらを活動の母体組織として位置づけ、自
分たちができる事から始め、農地が荒れる原因と
して挙げられる、高齢化や後継者不足の問題を補
うための担い手育成への取り組み等を通じて、町
全体で文化的景観の継承に取り組むこととしたい。
３　行政の役割
　平戸市においては、地域の特性に応じて、景観
計画により段階的な規制を設定した。地域づくり
を行うにあたっては、規制のみの制度ではなく、
規制のレベルに応じた支援策を用意すべきであり、
規制と支援のバランスの取れた制度にしていくこ
とが肝要である。（支援については、人的支援、金
銭的支援、規制緩和等が考えられる。）
　文化的景観の管理と継承に関する効率的な行政
運営を行うため、関係する庁内担当課との連携を
強化し、横断的な連絡調整が可能な体制づくりを
行うこととする。
　（後略）
第６章　文化的景観における重要な構成要素
１　景観を構成する重要な構成要素の考え方
　平戸島と生月島の文化的景観の景観は、「農耕に
関する景観地」、「採草・放牧に関する景観地」、「水
の利用に関する景観地」「流通・往来に関する景観
地」、「居住に関する景観地」として典型的又は独

特のものであり、また、それらに無形の要素が深
く結びついていることが本質的な価値であること
は保存調査で述べたとおりである。
　本地域における集落の構造自体が価値を持つの
であり、それらの集落における有形・無形の構造
を保全していくことが肝要である。
２　重要な構成要素一覧 
　文化的景観を構成する重要な構成要素であり、1
次申出を行うもの以外の要素についても、地域に
おける文化的景観への理解及び同意集約の状況を
みながら、早期に追加申出を行うものとする（表
17-3 参照）。
３　地域文化を特徴づける要素
　文化的景観における重要な構成要素ではない
が、本地域の文化を特徴づける以下の要素につい
ては、保全及び活用を図ることとする（表 17-4 参
照）。 
第７章　参考資料 
１　公共事業におけるガイドライン等の尊重
　（略）
２　風力発電施設についての考え方 
　（略）
／出典：『平戸島と生月島の文化的景観保存計画』
（平成 21 年 7 月、平戸市教育委員会）、一部修正

表 17-3　景観を構成する重要な構成要素一覧

17  平戸島の文化的景観

１．無形の要素を背景とする集落
※集落の範囲には、居住地、生業空間、周囲の自然的空間を含むものとし、これらの構造を保全することを原則とする。

２．居住地を構成する要素

番号 種類 名称 申出順 管理者等 備考
Ａ 集落 春日地区 1次 自治会 地区が管理する農地を含む。
Ｂ 〃 獅子地区 〃 〃 〃
Ｃ 〃 根獅子地区 〃 〃 〃
Ｄ 〃 宝亀町地区 〃 〃 〃
Ｅ 〃 田崎・神鳥・迎紐差地区 〃 〃 〃
Ｆ 〃 生月地区 2次 〃 
Ｇ 〃 主師地区 〃 〃 
Ｈ 〃 高越地区 〃 〃 
Ｉ 〃 飯良地区 〃 〃 

番号 種類 名称 申出順 管理者等 備考
1 住居 民家 1次 個人 その他の民家数件についても協議中
2 事業所 旧根獅子郵便局舎 〃 〃 
3 〃 旧獅子郵便局舎 2次 〃 
4 〃 切支丹資料館 〃 市 
5 神社、寺、教会堂 宝亀教会 1次 宗法 宝亀地区
6 〃 白山比売神社 〃 〃 主師地区
7 〃 猿田彦神社 〃 〃 宝亀地区
8 〃 春日神社 〃 〃 春日地区
9 〃 若宮神社 〃 〃 獅子地区
10 〃 八幡神社 〃 〃 根獅子地区
11 〃 三輪神社 〃 〃 田崎・神鳥・迎紐差地区
12 〃 明性寺 2次 〃 獅子地区
13 〃 八幡神社 〃 〃 飯良地区
14 〃 鎮守神社 〃 〃 高越地区
15 〃 保食神社 〃 〃 生月地区
16 〃 修善寺跡 〃 〃 
17 〃 山田教会 〃 〃 
18 〃 法樹寺 〃 〃 宝亀地区
19 〃 愛苦会跡 〃 〃 田崎・神鳥地区
20 集落の石垣景観 集落の石垣景観 1次 個人 申出を行う各集落の石垣景観として
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＊ 2-4 は、1の集落の中に含まれるものであるが、中でも典型的・特徴的な以下の要素について保全を図るものとする。

表 17-4　地域文化を特徴づける要素

キリスト教
関係史料

名称 内容 要素

かくれキリ
シタン信仰
御神体、
祭具

16世紀に伝えられたキリスト教が、弾圧・潜伏の時代に変容
しながら現在に伝承されてきたもの。祈りの言葉である「オラ
ショ」は、当時伝えられたラテン語との対比が可能である。
かくれキリシタン信仰を継続させるために使用したもので
あり、16世紀からの文化の継続を実証するものである。
本地域における、布教、弾圧、復活の歴史を証明する関係
資料である。

・キリシタン講

・納戸神　・その他祭具　※個人所有のほか、博物館島
の館、切支丹資料館に所蔵されている。
・伴天連追放令の高札ほか　※博物館島の館、切支丹資
料館、松浦史料博物館に所蔵されている。

３．生業空間を構成する要素

４．自然的空間を構成する要素

21 〃 防風石垣 〃 〃 獅子地区、特徴的な石垣
22 防風林 集落の防風林 〃 〃 申出を行う各集落の防風林景観として
23 〃 獅子のアコウ 2次 〃 
24 石造物 三界萬霊塔 〃 自治会 寛文11年・自然石
25 〃 〃 〃 〃 〃
26 〃 〃 〃 〃 〃
27 〃 〃 〃 〃 〃
28 〃 〃 〃 〃 〃
29 〃 〃 〃 〃 〃
30 〃 〃 〃 〃 〃
31 〃 カメ石様 〃 〃 亀の甲の形をした自然石
32 集落の緑地 根獅子集落の森林 1次 市 
33 〃 山野のサザンカ 2次 個人 
34 墓地 マタラ神父の墓 〃 団体 
35 〃 板石積墓 〃 個人 指定名称　ガスパル様
36 公共施設（漁港） 主師漁港 〃 市 
37 〃 白石漁港 〃 〃 
38 〃 春日漁港 〃 〃 
39 〃 高越漁港 〃 〃 
40 〃 獅子漁港 〃 〃 
41 〃 根獅子漁港 〃 〃 
42 〃 飯良漁港 〃 〃 
43 〃 宝亀漁港 〃 〃 
44 公共施設（公園） 根獅子海浜公園 〃 市 
45 公共施設（道路） 国道 1次 県 別紙（国道一覧）
46 〃 県道 〃 〃 別紙（県道一覧）
47 〃 市道 〃 市 別紙（市道一覧）

番号 種類 名称 申出順 管理者等 備考
48 棚田 春日の棚田 1次 個人 
49 〃 獅子の棚田 〃 〃 
50 〃 根獅子の棚田 〃 〃 
51 〃 宝亀の棚田 〃 〃 
52 〃 田崎・神鳥の棚田 〃 〃 
53 〃 生月山田の棚田 2次 〃 
54 〃 主師の棚田 〃 〃 
55 〃 高越の棚田 〃 〃 
56 〃 飯良の棚田 〃 〃 
57 畑地 獅子の畑地 1次 〃 
58 牧野 獅子の牧野 2次 団体 
59 〃 生月の牧野 〃 〃 
60 〃 生月牧野の石垣 〃 〃 牛の脱走を防ぐため牧野を囲む石垣
61 溜池 生月の溜池 〃 〃 
62 〃 獅子の溜池 〃 〃 
63 石造物 石祠 〃 〃 農地内の石祠

番号 種類 名称 申出順 管理者等 備考
64 天然林 安満岳 1次 国有林 アカガシ林、国有林施行計画区域内
65 〃 安満岳（里道） 〃 市 歩道
66 〃 西禅寺跡 〃 国有林 墓地を含む
67 〃 中江ノ島 〃 団体 原生林
68 〃 小島 〃 自治会 〃
69 二次林 根獅子集落の山 〃 〃 
70 石造物 安満岳の祠 〃 宗法 白山比売神社の石祠
71 〃 石祠 2次 個人 指定名称　ダンジク様
72 河川 春日川 1次 市 1500m、流域面積0.4km²
73 溜池 根獅子の溜池 2次 個人 
74 その他 根獅子集落の岩場 〃  自然海岸
75 〃 根獅子集落の砂浜 〃  根獅子の浜
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図 17-5　「平戸島の文化的景観」の重要文化的景観選定範囲
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生月島

生月大橋

平戸島
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　山都町は九州のほぼ中央部に位置し、世界最大規模のカルデラ地形を呈する阿蘇南外輪山のほぼ全域を占
める。町域の南側は山地であり、緑川が東西に貫流している。緑川以北の地質は主に阿蘇火砕流堆積物で、
外輪山山頂を水源とする小河川の浸食が開析谷と火砕流台地を形成している。山都町中心部の浜町の南方に
広がる白糸台地もこの一つであり、台地内に点在する長原、新小、犬飼、田吉、白藤、津留の 6地区には約
600 名が居住する。
　白糸台地の四方を河川（五老ヶ滝川、笹原川、千滝川、緑川）が囲繞し、浜町周辺は古くから水運を利用
した流通・往来の中心地であった。阿蘇神社の大宮司職であった阿蘇氏は緑川から有明海に至る経路沿いに
勢力を広め、また熊本を起点とし、浜町を経由して延岡へ至る日向往還が整備された後には、陸運と水運の
結節点として栄えた。しかしその一方で、白糸台地は地形条件のために農業用水に困窮し、近世後期に地域
主導によって通潤橋建設を伴う大規模な基盤整備事業を実施し、100ha を超える棚田を築造した。事業の契機
は、矢部手永が天保 7年（1836）の冬から翌年春にかけて深刻な凶作・飢饉に見舞われ、惣庄屋布田保之助
が藩庁（奉行所）に対して救済の申請を行ったことにある。安政元年（1854）に開始された通潤橋・通潤用
水という巨大事業は、白糸台地に広がる畑地を水田につくり変えるという村々の強い願望に応えて実現した
ものである。
　通潤用水の建設と棚田の築造は、近世後期に実施された地域主導の開発事業の中で、技術的難易度、規模
などの観点からわが国における最大級のものである。通潤用水は、取水口、円形分水、通潤橋本体、水路な
どで構成され、笹原川から通潤橋本体を経由して白糸台地の南端に至る上井手と、通潤橋本体下の五老ヶ滝
川から取水し、相藤寺に至る下井手の二本の路線から計画・構成されている。約 42.2 ㎞に及ぶ用水の全線が
山腹水路で、下井手の場合には導水抗（トンネル）が約 4割を占め、当時の測量技術の高さをうかがうこと
ができる。
　土水路が残る下井手においては取水口から終点まで一直線に勾配をとるのではなく、二つの分水口の間を
一つの単位として勾配をつくっている。この工夫は、各分水に一気に水を流下させ同時に水路内の不要な堆
積物を押し流す機能や、最も低い箇所において水圧をあげて水速を生じさせ、土砂堆積を緩和する等の効果
がある。この設計が生み出す水路内の環境により、通潤用水には環境省および県のレッドデータブックに記
載される淡水魚コイ科タナゴ亜科アブラボテ属に属するアブラボテの生息が確認されている。アブラボテは、
通常はため池や水田において見られる淡水魚種であるが、近代的な基盤事業が進んだ現代においては絶滅の
危機に瀕し、特に白糸台地におけるアブラボテは、一般的なものと比較して標高が高い場所に生息域をもち、
きわめて珍しい。
　棚田を支える用水の管理システムについては、配水係や水門番人などの選出方法、水利組合の運営、灌漑

図 18-1　「通潤用水と白糸台地の棚田景観」の位置 図 18-2　矢部城遠景

18  通潤用水と白糸台地の棚田景観
熊本県上益城郡山都町

重要文化的景観の概要
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の方法などに係る建設当初の形態が、現代にも継続しているものとして注目される。通潤用水建設においては、
事業と並行して受益地域の庄屋による会議が頻繁に開催され、用水の利水規定のほか、砂蓋等の管理者の設
置に至るまで細かく協議された。明治以降になると、これらの管理・運営は、区長、村長等を管理者とする
用水受益地域で組織した連合協議会および水利組合へと引き継がれ、現在は、用水受益地域で組織する通潤
地区土地改良区が中心となって行っている。地域主導によって実現された用水および棚田の築造は、近代社
会へと継承される地域運営能力の到達形態であり、近世民衆社会の成熟を象徴するものである。
　以上のように、「通潤用水と白糸台地の棚田景観」は、通潤用水とこれに伴って築造された棚田が、地域の
農耕活動によって維持されてきた重要な文化的景観である。近年、高齢化に伴う通潤用水の維持管理の効率
化および農作業の機械化が進み、棚田の放棄や休耕地の増加が目立つという状況がある。これに対処するため、
経営効率化を目的とした農業基盤の整備に伴い、平成 12 年度には通潤橋本体の通水管の漏水修復と通潤用水
上井手の改修が行われ、引き続き下井手においても管理上の問題から改修工事を実施せざるを得ない事態と
なった。こうした状況を踏まえ、文化的景観保存計画によって保存管理、整備活用、運営体制の方向が示さ
れる白糸台地のうち、通潤橋・通潤用水およびその周辺の棚田を一体のものとして重要文化的景観として選
定し、早急な保存・活用を図るものである。/出典 :『月刊文化財』第 539 号
【追加選定 1】
　（前略）白糸台地は四方を河川（五老ヶ滝川、笹原川、千滝川、緑川）に囲まれ、浜町周辺は古くから水陸
運を利用した流通・往来の中心地であった。特に緑川は九州山地を水源として熊本南部の川尻付近で有明海
に注ぎ、矢部地方や白糸台地を有明海と結びつけていた。白糸台地内においては、用水事業と並行して七か
所で道路事業が実施され、これに呼応するように、緑川において舟運整備を目的とする浚渫事業が行われた。
　以上のように、白糸台地に残る痕跡は、通潤用水に関連する諸事業が単に地域的な農業活動だけを目的と
したものではなく、流通網の整備を視野に入れた総合的な地域政策であったことを示している。今回、重要
文化的景観「通潤用水と白糸台地の棚田景観」に関する新たな調査結果に基づき、価値が明らかとなった白
糸台地の流通・往来に係る河川・道路等を追加選定するものである。/出典 :『月刊文化財』第 551 号
【追加選定 2】
　山都町は九州のほぼ中央部に位置し、世界最大規模のカルデラ地形を呈する阿蘇南外輪山のほぼ全域を占
める。町域の南側は山地に接し、熊本県を代表する一級河川緑川が東西に貫流している。白糸台地は地域条
件のために農業用水に困窮し、近世後期には通潤橋建設を伴う大規模な地域政策が実施された。通潤用水には、
環境省および県のレッドデータブックに記載される淡水魚コイ科タナゴ亜科アブラボテ属に属するアブラボ
テの生息が確認されているが、これらは、近世後期に始まる農業活動によって人為的に創出された環境にお
いて、世代交代を繰り返しながら生息してきたものである。このように「通潤用水と白糸台地の棚田景観」は、
通潤用水という農業基盤事業に伴って開発された棚田が、地域の農耕活動を通じて現在も維持される重要な
文化的景観である。
　今回は重要文化的景観「通潤用水と白糸台地の棚田景観」に関連し、台地内に展開する水田のうち重要文
化的景観の価値を維持するために必要不可欠な水田を追加選定する。/出典 :『月刊文化財』第 557 号

図 18-3　通潤橋 図 18-4　通潤用水下井手水路付近の棚田
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「通潤用水と白糸台地の棚田景観」文化的景観保存計画

第１章　文化的景観保存大綱
第１節　白糸地区の現状
　（略）
第２節　山都町における文化的景観保護の意義
　（略）
第３節　計画策定の経緯
　（略）
第４節　申出についての考え方
　「通潤用水と白糸台地の棚田景観」に係る「重要
文化的景観」の申出区域対象は、通潤橋本体周辺に
加え白糸台地全域と、それを囲む 4 つの河川も含め
た地域を対象とする。ただし、一度に全域を申出区
域とするには面積が広大であり、景観構成要素の調
査や土地所有者との協議に十分な時間を設ける必要
があるため、準備が整った箇所から、随時申出を行
うこととした。第 1 次申出は、通潤用水下井手のう
ち水生生物が良好に保全されている 11 号水路周辺
と通潤橋本体周辺を対象に、平成 20 年 1 月に実施
した。この結果、同年 5 月 16 日の選定答申を受け、
7 月 28 日に重要文化的景観の選定を受けた。第 2
次申出は、1 次申出を行った以外の全ての区域につ
いて予定していたが、平成 21 年 1 月予定していた
追加選定の段階に至り、文化的景観の保全に重要な
影響を与えることが予想される通潤用水下井手改修
事業において、環境保全型の工法が明確に定まって
いない状況にあったため、その規模を縮小した。今
回の第 3 次申出の段階では、その懸案であった改修
工法について、明確な方針が定まったため、当初の
申出予定区域であった残り全ての区域について、申
出を行う予定である（表 18-1 参照）。
　（後略）
第２章　文化的景観の特性と区域の設定
第１節　文化的景観の区域設定
　通潤用水によって形成された文化的景観は、笹原
川の取水口付近から通潤橋の区間においても用水利
用区域が存在し、円形分水なども含めて考慮すると、
用水路線区域とその受益地すべてが対象となる。
　しかしながら、白糸台地への農業用水の通水が通
潤用水建設の主目的であるという歴史的背景に鑑
み、重要文化的景観への選定申出区域は、先述した
白糸台地全域とその周辺河川、通潤用水の代表的施

設である通潤橋周辺を対象とした（図 18-5 参照）。
第２節　文化的景観の特性
　（略、付表略）
第３節　文化的景観の構成要素
　（略、表 18-2 参照）
第３章　基本方針
第１節　保存管理・整備活用・運営体制に関する基
本方針
　（前略）
1．保存管理に関する基本方針
①生業・生活的観点
　白糸台地一帯の文化的景観の主たる構成要素は、
棚田という土地利用とそれを可能とした通潤用水
である。これらは困難な社会情勢の中で、農業を
経営する地域住民の生活と直結する部分でもあり、
保全に偏った考えでの対応は難しい。よって第一
に、白糸台地の各地区が抱える集落経営のための
改善点を整理し、それらを基調とした景観農業振
興地域計画の策定を目指す。このなかで景観に配
慮しつつも、地域住民の希望に応じた農業基盤整
備を進めていく。
　第二に、山都町景観づくり条例の規定に基づく
景観づくり団体や景観整備機構等の組織の活用や
内外の協力を基に、農地や水路の維持管理が円滑
に推進できる体制づくりを目指す。
②自然的観点
　文化的景観の特性として、通潤用水の水路環境
にまつわる生物多様性があり、これらの維持は文
化的景観の保存にも極めて重要である。よって改
修や修理事業を実施するうえでは、景観農業振興
地域計画の策定を通じて、景観と生態系に配慮し
た整備事業を推進し、生態系に十分配慮した事業
の展開を図る。農薬に起因する水環境の悪化に関
しては、山都町環境保全型農業推進条例（平成 20
年 4 月 1 日施行）なども活用した環境保全型農業
を促進する。
③歴史的観点
　白糸台地内には、歴史的資産が多数存在し、文
化的景観の特性や保存にとって重要な位置を占め
る。第一に、これらの把握とその特性を確認し、
特に重要なものについては個別に詳細な調査を進
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表 18-1　重要文化的景観選定申出区域

める。第二に保存、修理が必要なものについては、
専門家、地元、行政等が十分な検討を重ねた上で、
その手法を選択する。第三に、歴史資産を合わせ
た文化的景観の特性について、一般を対象とした
普及・啓発活動を行い、その共通認識を図る。第
四に、景観保全と文化振興、観光など地域活性化
を視野に入れた有効な活用手段を検討する。
2．整備活用に関する基本方針
　文化的景観の整備活用については、以下 4 項目
を基本方針として掲げる。
①文化的景観本来の特性を活かした整備活用に取
り組む。
②文化的景観の整備活用が、地元の利益と地域活
性化につながるよう努力する。
③一時的ではなく、永続的な効果が期待できる整
備活用となるよう十分な検討を踏まえたうえで
実施する。
④郷土の歴史を生活、生業の観点から学べる場と
して活用する。
3．運営体制に関する基本方針
　文化的景観の運営体制は、以下に示す景観法及
び山都町景観づくり条例に基づく制度を利用し、
地域住民の参加を推進するとともに、地元、各種
団体、行政、専門家等が協働して進めることとする。
ア．景観づくり住民協定及び景観協定
　「通潤用水と白糸台地の棚田景観」は、本来地域
住民の総意に基づき建設された通潤用水によって
形成され、現代に至るまで地域によって維持、管
理されてきたものである。地域を守り、将来にわ
たって景観という地域独自の資産を伝えるため、
住民同士が協定を結び、良好な景観形成に資する
ことができるものとする。
イ．景観づくり団体等と景観整備機構
　地元を中心とする景観づくり団体等及び外部の
景観整備機構を活用して良好な景観形成を講じる

と共に、景観整備機構による景観づくり団体等の
育成を図ることとする。
ウ．景観づくりに対する支援
　景観づくりのために必要な措置を講ずるもの、
景観づくり住民協定の当事者、景観づくり団体等
に対して、良好な景観づくりのために技術的援助
を行うものとする。また景観づくり住民協定の当
事者が行う良好な景観づくりのための活動に対し
て、技術的援助を行うときは、予算の範囲内にお
いて、当該援助のために必要な経費の一部を助成
することできる。
第２節　法令等による保護措置
　重要文化的景観選定申出対象区域内の土地利用
は既存の農地法、農業振興地域の整備に関する法
律、森林法ほか、熊本県が指定する屋外広告物条
例、県立自然公園条例の対象地域となっている。
　従って「通潤用水と白糸台地の棚田景観」の保
護については、これら法令による土地利用等の規
制と平成 20 年 4 月に施行された「山都町景観づく
り条例」によって、概ね担保されている。
　以下、各種法令の土地利用規制をまとめたもの
が表 18-3 である。
第３節　重要文化的景観の現状変更等に関する取扱
基準
1．重要な景観構成要素となる物件とその概要
　今回の追加選定申出にあたり、保存計画の改訂
によって、重要な景観構成要素と文部科学大臣が
定める物件は追加される 4 物件（通潤用水・布田
神社・矢部城・農地）に加え、計 9 物件となる。
このうち家屋の場合は、当該物件及びその敷地の
用に供される土地について、文化財保護法により
税制優遇措置（固定資産税の 1/2）がある。これ
らの外観及び躯体の現状変更を行う場合は、文化
庁長官に対する届出が必要となる（表 18-3 参照）。
　また特性を維持するための修理、防災的措置も

面積（㎡）区域名 現　況
平成19年度
申出区域
平成20年度
申出区域

平成21年度
申出区域

通潤橋周辺区域
１１号水路周辺区域
白糸台地南端部
（白藤・津留地区の一部）

農地（個人、町有地）、五老ヶ滝川、通潤橋本体と付属する施設
農地、民有林、水路

農地、山林、道路、宅地、雑種地など

白糸区域 
 五郎ヶ滝川
 笹原川
 千滝川
 緑川

河川

農地、山林、道路、宅地、雑種地など
通潤橋から笹原川との合流地点まで
五郎ヶ滝川の合流地点から緑川との合流地点まで
山都町長原字西谷218-2から緑川との合流地点まで
笹原川との合流地点から千滝川との合流地点まで

41,413.28
597,712.82

737,591.59

4,612,600.45
約6,950
約16,250
約17,230
約28,130
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表 18-2　「通潤用水と白糸台地の棚田景観」の景観構成要素・重要景観構成要素一覧

（
景
観
分
野
）

景
観
構
成
要
素 

（
自
然
分
野
）

景
観
構
成
要
素

（
土
木
分
野
）

景
観
構
成
要
素

（
歴
史
分
野
）

景
観
構
成
要
素

通潤用水で形成。すべてが水路でつながっている。最大時約118ha。
近年やや増加傾向にある。
江戸時代より栽培。犬飼地区に集中。釜煎茶。
杉が大多数。共有林も有。
小原、田吉、米内蔵、長野、犬飼、新藤、小ヶ蔵、白石、相藤寺、津留、舞津留
（北）五郎ヶ滝川、（東）笹原川、（西）千滝川、（南）緑川
アブラボテ、ドジョウ他6種、環境省、県レッドデータ記載の準絶滅危惧種1種含む
マツカサガイ他10種（甲殻類、貝類、両生類）環境省、県レッドデータ記載の準絶滅危惧
種4種含む
7分類（トンボ目、カゲロウ目、カワゲラ目、ヘビトンボ目、トビケラ目、コンチュウ目）。環境省、県
レッドデータ記載の希少種6種含む。平成２０年度の調査においては、２４・２５号水路付近
において、未記載種の水生昆虫を確認。
通潤橋御小屋脇の杉。布田保之助が通潤橋完成時に植えたと伝わる。
町指定天然記念物
県ふるさと指定樹木
建設当初の取水堰は、大正時代に流出。
御岳地区 ： 南手地区＝3 ： 7、水槽径6.27m
国指定重要文化財、土木技術（築造技術、耐震技術、連通管の原理、八斗漆喰など）
開水路、導水坑　重要な景観構成要素となるのは、選定申出区域内
開水路、導水坑　重要な景観構成要素となるのは、選定申出区域内
下井手の分水のうち2基（小ヶ蔵、中オバネ）が人力による引上式の前近代的構造。
分水箱の寸法は、各分水の受益面積に比例する。
（上井手 ： 94.86ha、下井手 ： 23.67ha、計約118ha）
［小笹以南9ヶ村連合吹上用水組合］→［南手吹上水利組合］→［白糸村外3ヶ村用水
組合］→［白糸村外3ヶ村普通水路組合］→［白糸村外3ヶ村土地改良区］→現在

犬飼地区に中世の逆修板碑3基あり。
矢部（愛藤寺）城主、長尾豊前守墓など。
小原地区六地蔵（中世）、近世期の奉納地蔵等。
伝阿蘇氏の築城（小西氏→加藤氏）。慶長17年（1612）幕命により廃城。
白糸台地 ： 小原遺跡、新藤南遺跡、松出遺跡　岩尾城
通潤用水建設の中心的役割を担った布田保之助を祀る。昭和11年（１９３６）建立。
若宮神社（犬飼）、居屋敷神社（白石）、村屋敷神社（新小）
嘉永4年（1851）に実施した吹上樋の通水実験場所。石製通水管が残る。※選定申出区域外
通潤橋建設時、布田保之助が監督したと伝えられる。
弘化4年（1847）頃。相藤寺～津留間の石畳。
元治元年（1864）。白石～津留ヶ淵間の石畳。石切場とも伝わる。
慶応元年（1865）頃か。津留ヶ淵に所在。緑川水運の最上流地点で船着場の擁壁等が残る。
大正８年（1919）。緑川電力株式会社が建設。九州電力株式会社を経て、現在はチッソ
株式会社の所有。
大正８年（1919）。昭和６３年（１９８８）まで津留発電所の付属施設として使用され、事業
所などが設置されていた。
申請「覚帳」１件、徳米返納「覚帳」３件。
緑川筋船水戸浚方「覚帳」２件・「町在」１件、炭あるいは米藏建設「覚帳」２件。
惣庄屋・会所役人・庄屋等の褒賞録「町在」19件、その他井手筋・眼鏡橋建設・天保年
間飢饉への施策などの「覚帳」あり。
布田保之助著。通潤橋に関する唯一の土木技術を概説したもの。
安政2年（1855）から安政4年（1857）の用水路管理に関する庄屋会議記録。
近世末期の通潤用水による開田記録。
通潤用水建設に関する矢部手永から藩庁への申請資料の覚書綴。
明治期の用水組合の会議記録。配水方の選出方法、用水の管理規約等が記載。
白石・松陰堂渡邊家文書所収。布田神社建立に関する県への申請書類。
現在「藤木・佐野家文書」所収の木炭関係資料を確認。津留ヶ淵から緑川筋を利用し
た木炭の輸送に関する帳簿類。
明治期の白糸台地の俯瞰図
江戸時代初頭、慶長年間の肥後国の絵図。矢部城が記載。
白糸地区の主要路が記載。
大正6年（1917）、布田神社内に建立。
明治・大正期の県政資料。（郡誌・村誌。土地・山林関係。発電所建設関係などが存在。）
橋本勘五郎（丈八）の製作。（熊本市立博物館蔵）
藩公、通潤橋渡り初めの草履。（熊本市立博物館蔵）
（熊本市立博物館蔵）
通潤橋、津留ヶ淵勘場、五郎ヶ瀧、浜町、阿蘇古城。明治初年頃の撮影。

重要な
景観構
成要素

区分

農地

里山
集落
河川

石造物

建造物

神社

史跡

文献
史料

埋蔵文
化財

名称 特記事項

棚田（水田）  
畑地  
茶畑  
  
台地内に集落地区は11ヶ所  
台地を囲む4河川  
淡水魚類  
その他水生生物等  

水生昆虫  

樹木 御小屋大杉 
 新藤造化天神のイチイガシ
 犬飼の大イチョウ 
通潤 取水口 
用水 円形分水 
 通潤橋 
 用水路 上井手
  下井手
  余水吐
  分水箱

用水管 通潤土地改良区 
理シス 
テム 地元の方 の々維持管理
板碑
墓石  
その他（六地蔵等）  
矢部城（愛藤寺城）  
遺跡  
布田神社  
阿蘇神関連社（計3社）  
こぶれがし（こむりかせ）  
御小屋（監督小屋）  
相藤寺の石畳  
津留ヶ渕道（勘場道）  
勘定場跡  
津留発電所  

津留公民館  

永青文 通潤用水 
庫 緑川水運 
 その他 

通潤橋仕法書  
安政申談頭書  
安政慶応南井手筋開田関係  
南手新井手記録  
南手用水路会議  
布田神社申請書  
緑川水運関係文書  

白糸台地俯瞰図  
慶長国絵図  
肥後国誌 矢部手永管内図  
布田翁頌徳碑銘  
熊本県公文類纂  
通潤橋支保工模型  
藩公渡り初めの草履  
布田保之助坐像（木製）  
古写真

通潤橋・
布田保
之助関
係資料
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表 18-3　各種法令の土地利用規制

関係法・条例

農業振興地域
の整備に関す
る法律

熊本県屋外広
告物条例

熊本県立自然
公園条例

森林法

農用地

樹林地

文化財保護法

河川法

対象となる区域 利用規制の概要

周知の埋蔵文化財
包蔵地

史跡

重要文化的景観

通潤橋

水面

白糸地区全域
（第二種許可地域）

白糸地区全域
（津留地区は第2種
又は第3特別区域）

○農地等の転用制限、開発行為
　景観計画区域のうち景観形成地域に指定される白糸台地全域と通潤橋周辺の区域は、そ
のほとんどが農振農用地区域内にある。農振計画に基づく土地利用の勧告、農地等の転用
制限、開発行為(宅地造成、土石採取、土地区画整理事業による土地の形質変更、建築物・
工作物の新設・改築・増築)に対する制限があり、農地転用は県知事の許可が必要である。
○1ha以上の開発（許可制）
　森林法において地域森林計画の対象となっている民有林において、1ha以上を開発する場
合、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。
○保安林における制限（許可制）
　森林法により保安林に指定されている区域では、立木の伐採、土地形質の現状変更は県
知事の許可を受けなければならない。
○民有地における立木の伐採（許可制）
　地域森林計画の対象となる民有林において立木を伐採するには、森林法に基づき町長に森
林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林方法、期間および樹種その他農林
水産省令で定める事項を記載した伐採および伐採後の造林の届出をしなければならない。
○土木工事を目的とした発掘行為（許可制）
　周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事その他調査以外の目的で発掘を使用とする
場合は、着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届出をしなければならない。
○指定地内の現状を変更し保存に影響を及ぼす行為（許可制）
　史跡名勝天然記念物に関しその現状変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしよ
うとする場合は、文化庁長官の許可を受けなければならない。
○現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為（届出制）
　重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとす
るものは、行為に着手する30日前までに文化庁長官に届出しなければならない。
　現状変更の対象となる行為については、「文化的景観保存計画」に示す。
○現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為（許可制）
　通潤橋に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは
文化庁長官の許可を受けなければならない。
○修理（届出制）
　通潤橋に関し修理を行う場合は、所有者又は管理団体は修理に着手する30日前までに文
化庁長官に届出しなければならない。
○滅失、き損等（届出制）
　通潤橋の全部又は一部が滅失、若しくはき損した場合は、その事実を知った日から10日以
内に文化庁長官に届出しなければならない。
　緑川は1級河川であり、河川区域に指定されている。河川区域において以下の行為は国土
交通大臣の許可が必要となる。（許可制）
　①河川の流水の占有許可、②河川区域内の土地の占有の許可、③河川区域内の土地にお
ける土石等の採取についての許可、④河川区域内の土地における工作物の新築、改築又は
除去についての許可、⑤河川区域内の土地における土地の掘削、盛土又は切土についての許
可等。
○屋外広告物の掲示（許可制）
　屋外広告物の掲示をしようとするものは、条例が定める広告物の種類、目的に従い県知事
の許可を受けなければならない。
　白糸地区は矢部周辺県立公園に指定されており、以下の行為は県知事への届出が必要と
なる。（届出制）
　①屋外広告物またはそれに類するものの掲示、②条例で定める工作物(高さ13m又は延べ
面積1000㎡以上の建築物、高さ13m以上の遊戯施設、高さ30m以上の鉄塔などを含む)の新
設と増改築、③鉱物又は土石の採取(面積200㎡以上かつ法面の高さ５m以上)、④土地の形
質変更(面積200㎡以上かつ盛土又は切土の高さ5m以上)など特別区域内ではこれらの行為
に加え、①木竹の伐採、②屋外における物品の堆積(面積10㎡かつ高さ1.5m以上)などをする
場合は同じく県知事へ届出が必要となる。＊農業または林業目的の行為、通常の管理行為等
は届出対象外となる。
　平成20年4月に条例施行予定。同じく景観計画を告示し、山都町全域を景観計画区域とす
る。白糸地区及び通潤橋周辺区域は景観計画区域内の景観形成地域となる。既存法令の土
地利用規制に加え、①土地の区画形質の変更（面積500㎡、かっ、法面又は擁壁の高さ3m）
以上）、②木竹の伐採又は植栽（面積1,000㎡以上）、③屋外における集積（面積500㎡、高
さ2m以上で期間が90日を超えるもの）、④自動販売装置の新設ほか、土地の区画形質の変
更を除く大規模行為（建築物、工作物、さく又は塀、土石の採取）が町長に対する届出、通
知の対象となる。（届出制）
　併せて策定される景観計画は「基幹計画」とされ、景観づくりに関する基本的・原則的事
項を確認しており、このもとで「付加計画」が個別詳細な在り方を示す構成となっている。当
文化的景観保存計画はこの「付加計画」に位置づけられる。

景観法及び山
都町景観づく
り条例

白糸地区全域と通
潤橋周辺の区域
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文化庁長官への届出が必要となるが、非常災害の
ために必要な応急措置や維持管理に該当する行為
については、対象外となる。さらに、現状変更以
外でも滅失又はき損の発生した場合には、同じく
届出が必要である（文化財保護法第 136 条）。
　今後、景観構成要素のうち、同意等の条件が整っ
たもの、あるいは新たに重要性もしくは必要性が認
められた物件については、文化庁長官への届出対象
として追加する方針である。
　（後略、付表略）
第４章　保存管理
第１節　保存管理の考え方
　ここでは基本方針に従い、主要な文化的景観構
成要素の保存管理について具体的に述べる。
1．通潤用水
　通潤用水下井手は文化的景観の自然、歴史特性
や景観としての要素も特に大きい。改修や修理に
あたっては、現状路線の維持と本来の特性、形態
を生かした工法を選択するよう努める。現在実施
中の「県営ため池等整備事業（下井手地区）」につ
いては、町、県、地元に加え水生生物と景観分野
の有識者と共同で、施工法の検討を実施している。
平成 20 年度施工箇所については、四者で協議を重
ねた結果、未記載種の水生昆虫が発見された箇所
や景観の視点から重要な箇所について再検討を行
い、配慮が必要である箇所と現状工法で施工する
箇所に区分して、実施する結果となっている。
　また 21 年度に施工予定の下井手 11 号水路周辺
（平成 20 年 7 月選定地区、文部科学大臣が定める
重要構成要素）についても、アブラボテをはじめ
とする淡水魚、淡水二枚貝、水生昆虫などの生物
相と生態系の保全を図り、必要に応じたビオトー
プの設定など自然再生への取り組みを推進する。
2．棚田
　棚田の保全は、人的要素や基盤施設の整備、転
作などの様々な問題を含んでおり、一概に述べる
ことは難しい。人的問題に対する保存・管理策は、
行政、観光協会等の各種団体、町外に在住する地
元出身者と連携して、町外あるいは県外に白糸台
地の文化的価値の周知を図り、自然、歴史遺産と
連動したツーリズムと連動して農村の PR に努め、
ＵターンやＩターン希望者の育成や遊休地などの
有効活用を図る。基盤整備については、景観農業
振興地域計画を策定し、そのなかで整備対象とし
て位置付けする。

　景観については、公道に面した箇所や通潤用水
本線付近の棚田は景観整備機構等を活用し、農地
としての利用維持に努める。また農作物について
は、文化的景観保護推進事業により明らかとなっ
た白糸台地の文化的評価に基づく高付加価値化を
目指し、農業経営の一助となることを目指す。
3．その他の農業用施設
　現在、台地内の各地区において「中山間地域等
直接支払制度」に基づく集落協定が締結されてい
る。また、集落協定を地域の実情にあった内容と
するため、集落ビジョンの策定を促進する制度が、
熊本県によって運用されており、集落が必要とす
る農業基盤整備を明らかにすることが可能である。
棚田景観の維持に際し、里道や分水路などの農業
基盤整備も同様に推進しなければならない。この
集落ビジョン策定調査を援用して、農地の維持管
理に関する現状を把握し、景観農業振興地域計画
策定に際し、重要な基礎資料とする。
4．里山
　（前略）
里山の管理は、高齢化や後継者不足の問題から適
切な営林基盤が脆弱化しつつある。町はこうした
普遍化した地域問題に、より一層積極的に取り組
むとともに、景観づくり団体等を活用した保全の
在り方を地域と共同して検討し、早急に具体化を
図ることとする。
5．歴史的資産
　文化的景観構成要素に位置づけられる歴史資産
は通潤用水、史跡、文献史料等に大別できる。現
段階において、通潤用水の通潤橋に関する部分は
一定程度進展しているが、他については文化的景
観の特性として位置付けと共に、整備活用の視点
からも調査が必要である。これらについては順次
状況を把握するとともに、必要に応じ、今回重要
構成要素とした矢部城や津留ヶ渕道などの詳細な
調査を実施するよう努める。
第５章　整備活用
第１節　整備活用に関する基本的な考え方
　「通潤用水と白糸台地の棚田景観」に関する整備
活用は、先述の基本方針、山都町景観計画等に沿っ
て、本来の文化的景観の特性を生かした手法を原
則とする。また本格的な整備活用を展開するにあ
たり、整備計画策定委員会を設置し、文化的景観
整備計画の策定を目指す。また整備計画は、関係
行政機関や学識経験者、各種団体、地元住民によっ
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て協議し、景観農業振興地域計画や農業基盤整備
事業、河川事業など各種公共事業と整合性を図る
こととする。
第２節　整備計画の対象
　整備計画の対象として検討されるのは、以下に
挙げるものとする。
①重要景観構成要素とされる物件
②通潤用水（通潤橋、水路、導水坑、余水吐など、
用水の構成要素として認められるもの）
③文化的景観の構成要素として認められる歴史資
料（史跡、文献資料、石造物等）
④農地（景観農業振興地域計画の対象となる区域内）
⑤景観眺望地点
第３節　検討が必要な整備項目
　前項に挙げた整備計画の対象となるものについ
て、項目毎に検討すべき点を整理する。
ア）重要景観構成要素となる物件
　（略）
イ）文化的景観の構成要素として認められる歴史
資料（史跡、文献資料、石造物等）
○各歴史資料の全体像の把握と文化的景観に関わ
る特性の抽出
○文化的景観全体とリンクした活用方針
○普及・啓発活動に関する方針
○景観への配慮を伴う、サイン板、見学路等の整
備方針　など
ウ）農地（景観農業振興地域計画の対象となる区
域内）
○景観農業振興地域計画との整合性
○自然生態系に関する方針
○修理・修景に関する方針
○景観整備機構、景観づくり住民団体等による維
持管理、耕作支援に関する方針
○耕作放棄地の修景整備に関する方針　など
エ）景観眺望地点
○景観眺望点の設定基準
○景観への配慮を伴う、活用施設、サイン板、見
学路等の整備方針
○景観眺望点の活用方針　など
第６章　運営及び管理体制
　重要文化的景観の選定申出範囲は、景観計画で
定められる景観計画区域の内、特に重要な区域に
設定される景観形成地域内にあり、土地の利用規
制や景観法に基づく山都町景観づくり条例の運用
は、山都町及び景観づくり審議会の所管となって

いる。このほか、景観に関する事項を扱う組織と
して、平成 19 年度文化的景観保護推進事業に伴っ
て組織された文化的景観保全活用委員会がある。
しかし文化的景観の保存管理、整備活用を円滑に
推進するには、より幅広い人材を集めた地元、関
係行政機関、各種団体、専門家等の意見を集約す
る場が必要となる。まず運営及び管理体制の構築
にあたり、統合的な景観整備に関する委員会を設
立し、その下部に各分野の専門部会を置く形で運
営体制の充実を目指す。
　「通潤用水と白糸台地の棚田景観」の運営管理に
あたっては、地元住民、行政、各種団体、専門家
等が協働で取り組むことが原則である。従って自
治振興区や区、住民協定を締結している団体を山
都町景観づくり条例に基づき、これらを景観づく
り住民団体等と認定し、町民の景観づくりへの参
画を促進する。
　文化的景観の保全と維持管理は、後継者不足や
生産者の高齢化によって、難しい段階に差し掛かっ
ており、特に棚田の草切り作業や用水路の浚渫作
業は、地元は大きな負担を強いられている。近い
将来、現状のままでは、農村の維持に外部の協力
を得なければならない状況に直面することが予想
される。そのような事態に陥る場合は、重要文化
的景観構成要素の管理運営について、町が所有者
間で管理協定を締結し、共同で運営することや、
都市住民を対象とした文化的景観に関するトラス
ト制度なども検討する必要がある。
　また景観法に基づく NPO 法人や財団、社団と
いった外部の景観整備機構の活用も推進するよう
努める。外部の協力を得るには、県外に在住する
地元出身者等の協力を仰ぎつつ、適切な文化的景
観の価値に関する周知を図らなければならない。
さらに来訪者のため、現地案内ボランティア団体、
景観づくり住民団体等が相互支援できる体制づく
りを目指したい。
　山都町も同じく、景観行政団体としての責務を踏
まえ、推進者としての役割を果たさなければならな
い。
　（後略、付図略）
／出典：『国選定重要文化的景観「通潤用水と白糸
台地の棚田景観」文化的景観保存計画書』、（平成
21 年 7 月改訂、熊本県上益城郡山都町）、抜粋
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図 18-5　「通潤用水と白糸台地の棚田景観」の重要文化的景観選定申出区域
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　大分県西部に位置する日田市の最北部、耶馬日田英彦山国定公園の南西部には、日田杉で著名なスギ林を
はじめ、ヒノキ林、アカマツ林、スダシイ林など多様な林相を呈する森林地域が広がる。少なくとも奈良時
代にはこの地域に人びとが住んでいたとされ、河川沿いを中心に山村集落が展開されてきた。その中で、英
彦山系に源をもち、日田市北部を南流する小野川の源流である大浦川および五色谷川が形成した狭隘な谷地
に位置するのが、小鹿田池ノ鶴・皿山地区である。両地区は大浦川・五色谷川水系を巧みに活用し、いずれ
も特徴的な水利によって生活・生業を成立させている。
　池ノ鶴地区は、17 世紀前半（寛永年間）に薬草の採取を生業とする人びとが移り住んできたのが始まりで
あるが、薬草採取だけでは生活が成り立たず、農業を始めたとされる。かつては広く焼畑が分布しており、
主に雑穀生産を中心とする営農が行われていた。現在は、大浦川上流の狭隘かつ急峻な斜面地の中でも比較
的緩やかな場所を利用して水田耕作が行われている。可能な限り日照を確保するために耕作地は谷地中央部
に展開しており、居住地は耕作地を取り巻く周囲の山裾部に立地する。いずれの居住地でも敷地南側に作物
を干すための細長い空地（ツボ）が設けられており、これに沿って直屋の主屋、附属屋が一列に配されるなど、
狭隘な谷地において土地を有効利用するための敷地配置となっている。耕地は、柔らかく加工しやすいプロ
ピライト（変朽安山岩）を利用した石積みの棚田となっており、石積みの一部には職人の手によるものも認
められる。大浦川の水量は年間を通して豊富であるが、その上流部に位置するこの地域では、水田に流入す
る水を温めると同時に水の勢いを弱めるために、「除け」と呼ばれる独特の水利上の工夫が行われている。現在、
耕作者はいずれも兼業であるが、炭焼き小屋における広葉樹林（カシ材など）を利用した薪炭材生産や、ナ
バ小屋（シイタケ乾燥小屋）におけるシイタケ生産など、水、土、木といった地域資源を巧みに活用した生活・
生業を営んでいる。
　小鹿田焼の生産地である皿山地区は、18 世紀初頭に窯業集落として開かれた。開窯以来、200 年以上にわ
たって半農半陶の集落であったが、昭和 46 年にすべての窯元が焼き物専業となった。大浦川が形成する狭隘
な谷地に展開する当地区では、居住地および窯業関連の作業場、登り窯、「唐臼」小屋等の建築物・工作物が
河川沿いに混在する。敷地内には、前面に陶器を天日干しするための「ツボ」と呼ばれる空地を設け、これ
を囲むように主屋と作業場を L字型に配し、周囲に土蔵等の附属屋を建てるという配置構成が一般的である。
屋敷地にはツボに影を作らない程度の低木が多く、果実が収穫できるウメ類やユズが好んで植えられている。
陶土の粉砕や精米のために使用される唐臼は、鹿威しの要領で水力を利用するものであり、唐臼まで水を引
く際に、川に「イゼ」と呼ばれる堰を設けて、竹樋や松、杉をくりぬいた筧に導水するなど、独特の水利技

図 19-1　「小鹿田焼の里」の位置 図 19-2　皿山地区の集落景観
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術が確立されている。当地区周辺には、さまざまな岩相をもつプロピライトが広く分布しており、変質し粘
土化したプロピライトは小鹿田焼の陶土として利用されている。きめ細かく粘りがある等の利点をもつ反面、
伸ばしにくい点、耐火度が高くない点、収縮率が大きいため割れやすい点など、陶土としては決して良質な
ものではない。そのため、唐臼、水簸といった陶土製法をはじめ、登り窯などの作陶技術に特別の工夫が認
められる。また、周辺は日田杉の産地であり、現在は丸太から製材するときに発生する割き落としの端材が、
「焚物」と呼ばれる窯焚きの燃料として利用されている。現在、皿山地区には窯元のほかに民宿や農家も立地
しており、伝統的な民陶生産を中心とした集落が形成されている。
　以上のように、英彦山系を源とする大浦川・五色谷川水系一帯に展開される地域では、水、土、木といっ
た地域の自然的資源を活かした窯業や農林業による景観が形成されてきた。また、狭隘な谷地において生活・
生業を営むうえで、「唐臼」や「除け」に見られる水利系統や敷地配置に見られる空間構造など、この地域に
独特の土地利用が展開されてきた。これらは当地における生活・生業の在り方を示す重要な文化的景観であり、
わが国民の生活および生業を理解するうえで欠くことができないものである。よって、この地域に展開され
る文化的景観のうち、文化的景観保存計画によって保存管理、整備活用、運営体制に関する基本方針が定め
られ、今回申し出された、小鹿田皿山・池ノ鶴地区において展開される文化的景観「小鹿田焼の里」について、
重要文化的景観に選定して保護を図るものである。/出典 :『月刊文化財』第 533 号

【追加選定】
　小鹿田焼の里は、大分県と福岡県との県境に位置する小鹿田皿山・池ノ鶴集落において形成される文
化的景観である。皿山集落では近傍で採取した土を、水刀を利用した唐臼によって粉砕し陶土を作り、
木材加工で生じた焚物等を燃料として登り窯で焼き上げる窯業が営まれている。また、池ノ鶴集落では
耕地造成の際に出土した石を積んで平地を造り、「除け」等の独特の水利技術を用いて農業が営まれるほ
か、木炭・シイタケ生産などが行われている。いずれの集落においても地域資源である水、土、木を最
大限に活用し生活・生業を営むことによって、独特の文化的景観が形成されている。
　両集落の周囲には広く林地が展開している。戦後、植林が奨励された時期に、主にスギを中心とする
樹種が植えられ、木材生産を主とする林業が営まれた。中には耕作放棄地となった棚田に植林されたも
のもあり、現在はスギ林の中にかつて耕作地であったことを示す棚田の石積みが点在する特徴的な景観
が見られる。また、集落の近辺を中心に現在も炭焼き・シイタケ生産といった里山利用が行われており、
旧棚田の林地、里山の林地、人工林地など多様な山林利用形態が確認される。さらに、山林地区は窯業
および農業を営むうえで不可欠な水系の上流部に当たり、水源涵養の機能も有している。
　以上から、新たな調査結果に基づき価値が明らかになった山林区域について追加選定を行い、既選定
区域である集落区域と一体的な保存・活用を図るものである。なお、追加選定に係る区域において当該
文化的景観の歴史的展開を示す旧棚田の石積み等を重要な構成要素とするとともに、既選定区域におい
て窯業を営む場である作業場等についても重要な構成要素と定めた。/ 出典 :『月刊文化財』第 557 号

図 19-3　大浦川沿いの唐臼 図 19-4　池ノ鶴地区の集落景観



17919  小鹿田焼の里

小鹿田焼の里文化的景観保存計画

第Ⅱ部　文化的景観保存計画
序
　（略、付表略）
第１章　基本方針
（１）文化的景観の位置及び範囲
　日田市大字鶴河内に所在する皿山・池ノ鶴集落
を中心とした文化的景観「小鹿田焼の里」は、先
に策定した「日田小鹿田焼の里景観計画区域」の
範囲と同一であり、その面積は約 302ha である。
区域一帯は、殆どが「耶馬日田英彦山国定公園」
の指定範囲であり、優れた自然の風景地として従
前から周知されてきた地域でもある。
　（中略、付図略）
　「小鹿田焼の里」には 18 戸が暮らしており、今
も昔と変わらぬ伝統的な生活や生業を維持すると
ともに、今後も良好な景観を保全し形成していく
ために景観法及び文化財保護法に基づいた保存の
措置を図る範囲とする。
（２）文化的景観の保護に関する方針
①保存・整備の基本方針
　保存・整備の方針を定めるにあたっては、地域
固有の文化的景観としての価値に鑑みて、地域の
自然や風土と生活・生業のあり方、またそれを支
えてきた地域の仕組みなどを総合的に文化的景観
に係る問題として捉えて其々の景観構成要素を保
存管理していく必要がある。そこで、次章では第
Ⅰ部第 3 章の（1）景観構成要素のうち特に文化財
として価値が高い物件を「重要な構成要素」と位
置付け、建築物・工作物・環境要素の 3 つの種別
に分けて要件を整えリスト化の作業を行った。ま
た、其々の構成要素は土地利用単位に基づいた整
理も合わせて実施した。ここでは「小鹿田焼の里」
の文化的景観の特性に則って、窯業や農林業を始
めとする生活・生業の維持継承や将来の景観形成
にとって重要な事項が盛り込まれており、地域の
活性化を図る上でも必要となるものである。
　また、整備については基本的に小鹿田焼を産業
基盤とする皿山地区と農林業を主体とする池ノ鶴
地区において文化的景観の価値を損なわないこと
を考慮して検討すべきである。まずは其々の景観
特性に則って整備することが求められるため、土

地利用単位別の整備方針を設けることが望ましい。
皿山地区では、窯業に関係性の深い屋敷地や建物
の空間構成、唐臼やイゼなどに代表される伝統的
な水利系統などについて整備の方針を立てるべき
である。また、池ノ鶴地区は田畑や棚田法面の石
積、伝統的な水利系統など営農の維持に必要なも
のを中心に検討するとともに、農業振興地域内は
関係機関との協議を行い景観農業振興地域整備計
画の策定も視野に入れるべきである。さらに、集
落周辺域には山林化した旧棚田の法面石積が健全
な状態で残されている箇所もあり、歴史的土地利
用を伝えるものとして重要文化的景観の選定を機
に再生することも検討したい。
　その他、河川や道路などの公共施設については、
管理者の同意を得て景観重要公共施設としての位
置付けを行い、将来的には景観計画に基づいた公
共施設の整備がなされることが望ましい。
②活用・運営体制の基本方針
　文化的景観の活用や運営については、地域住民
の主体的な取り組みが求められる一方で、本地域
の世帯数が 18 戸であるという現状においては今後
の景観保全の取り組みに支援組織の構築は不可避
であり、文化的景観への理解や景観を生かしたま
ちづくりへの参加を呼びかけて協力者を募ってい
くことが必要となる。
　（後略）
③景観計画の概要と土地利用規制に係る各種法令
の概要
□日田小鹿田焼の里景観計画の概要
　（略、付図略）
□土地利用規制に関する項目（土地利用に関する
規則等に係る各種法令の概要）
　（略、付図表略）
□景観法に基づく景観計画による規制
－景観形成基準（景観法第 8 条第 2 項第 3 号）－
　（前略）
【景観形成基準の内容】
　景観形成基準は、行為項目により建築物・工作
物・木竹等・土地の形質の変更・物件の堆積など
に分類して定め、新たな建設や開発行為等に対す
る届出に関する基準とした。また、前出の「土地
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利用規制に関する項目」のとおり、すでに景観計
画区域では様々な現行法の規制がかかっているた
め、景観計画における届出行為に関する基準を遵
守することで従来通りの良好な景観の維持が図れ
ると判断した。
　（後略、表 19-1 参照）
【届出が必要な行為】
　景観の現状を変更しようとする者は、景観法に
もとづき、市（景観行政団体）に対して行為を届
け出る必要があるが、届出が必要な行為は建築物
や工作物等の新築、改築等である。その内容は、「日
田市日田小鹿田焼の里景観計画による届出行為等
に関する条例」に示されており、具体的な事項は
次頁に掲載したとおりである。
　（後略、付表略）
【適用除外行為】
（1）農林業又は窯業を営むための土地の形質の変更
（2）泉源を目的とする土地の形質の変更
（3）農林業又は窯業を営むための屋外における物

件の堆積
（4）日田市森林整備計画に基づく施業行為（木竹

の植栽又は伐採を除く。）
（5）通常の管理行為その他軽易な行為
（6）震災、風水害、火災その他の災害のために必

要な応急措置として行う行為
（7）国又は地方公共団体等が行う行為
※（5）屋根・外壁・建具の補修、色彩劣化部分の補修、家屋
内部の改変行為、鳥虫害の防除行為、庭木の植替え及び剪
定等

※（7）届出行為は適用除外となるが、通知行為は生じる
※（1）～（4）は「日田小鹿田焼の里景観計画による届出行為
等に関する条例」第 4 条、（5）～（7）は景観法第 16 条
第 7 項に定める適用除外行為

【許可及び届出を要しない行為】
・建築物における各部分の修繕でそれぞれの面積
の過半に満たない修繕

・建築物の内部における模様替え・修繕工事全般
・溝・井堰・樋 ･ 水車 ･ 風車 ･ 農林業用水槽等の
新築 ･ 改築 ･ 増築（農作地に関する導水路）

・巣箱・給餌台 ･ 給水台の設置
・宅地の木竹の伐採・土石の採取
・自家用のための木竹の択伐（塊状択伐を除く）
及び植栽

・森林の保育又は電線路の維持の為の下刈、つる
切、間伐

・土地の形状を変更する恐れのない範囲内での鉱
物の掘採 ･ 土石の採取

・宅地又は田畑内の池沼等の水位 ･ 水量に増減を
及ぼさせること

・森林保護管理のためのもの
・耕作の事業に伴うものの集積 ･ 貯蔵で風致の維
持に支障の無いもの

・森林整備又は木材生産に伴い発生する根株 ･ 伐
採木・枝条の森林内への集積・貯蔵

・家畜の係留放牧
（3）関係法令等による行為制限等の整理
　「小鹿田焼の里」文化的景観においては、前章に
おいて述べた土地利用規制に関する現行法および
「日田小鹿田焼の里景観計画」により、以下の行為
の制限等が適用されている（表 19-1 参照）。
第 2章　保存・整備
（1）重要な構成要素
　（前略）
当該地区における景観構成要素（建築物、工作物、
環境要素）のうち特に文化財としての価値が高く、
文化的景観の形成やその価値を評価する上で必要
な物件として「重要な構成要素」の特定を行った。
特定するにあたっては、「小鹿田焼の里」の文化的
景観特性に則った要件を其々の構成要素において
種別ごとに整え、土地利用単位別の整理を行った。
　なお、重要な構成要素のうち、一部の建築物に
ついては「重要文化的景観の形成に重要な家屋と
して文部科学大臣が定める家屋」（地方税法施行令
第 52 条の 3 の 3）に該当する物件として設定し、
税制優遇措置を受けられるものとしている。なお、
対象となる建築物は、焚物小屋など一定の期間で
建替えられるものを除き、皿山地区の半農半陶期
や昭和 30 ～ 40 年代民陶ブームの頃に建った建築
物、池ノ鶴地区の伝統的な農家建築とした。
■重要な構成要素（建築物）の要件
　次のすべてを満たすものを重要な構成要素とする。
①「小鹿田焼の里」の生活・生業や信仰を理解す
る上で重要なもの

②「小鹿田焼の里」の形成や歴史的変遷を理解す
る上で重要なもの

③「配置、構造形式、様式が「小鹿田焼の里」の
特性をよく表しているもの

　（表 19-2 参照、付図表略）
■重要な構成要素（工作物）の要件
　次のうち、いずれかの要件を満たすものを重要
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表 19-1　関係法令等による行為制限等の整理

土地
利用
単位

対象

建築物

配置
階数
梁間

・敷地の履歴を考慮したものとし、前庭（ツボ）を設ける
・地上2階建て以下とする
・2階小屋梁間は3間程度以下を基本とする

屋根

外壁

意匠 ・皿山・池ノ鶴地区の伝統的様式を尊重する

配置

門・
塀
生垣 ・低木を基本とする

材料
・
工法

梁間

・伝統的様式とする
・登り窯を個人で新設する場合は小鹿田焼窯元同業組合と協議する
・高さ等、景観に配慮する

工作物
（*1）

木竹等

建築物

景観法に基づく「日田小鹿田焼の里景観計画」による規制等 現行法による許可又は届出を要する行為

集　

落　

景　

観　

区　

域

山
林
景
観
区
域

主屋・付属屋等

建築設備

門・塀・生垣

簡易な小屋等
（*2）

窯

鉄塔等

各種工作物

擁壁、水路・
河川護岸、
棚田法面等

・色彩は、自然素材の場合は素材色を基本とし、その他の場合は概ね彩度
4以下の低彩度色とする

・色彩は、自然素材の場合は素材色を基本とし、その他の場合は概ね彩度
4以下の低彩度色とする

・色彩は、自然素材の場合は素材色を基本とし、その他の場合は概ね彩度
4以下の低彩度色とする

・新築、改築又は増築（自）（砂）
・除却（砂）
・屋根・壁面、塀、橋、鉄塔、送水管そ
の他の色彩変更（自）
・広告物の掲出、設置、工作物等への
表示（自）

・高山植物その他の採取又は損傷（自）
・伐採及び伐採後の造林（森）
・保安林における択抜・間伐（森）
・木竹の伐採、樹根の掘取り（砂）
・木竹の滑下・地引による搬出（砂）
・新築、改築又は増築（自）（砂）
・除却（砂）
・屋根・壁面の色彩変更（自）

・中塗り仕上調、漆喰仕上調、又は板張り調とする。
ただし、付属屋は景観に調和したものとする

・道路から見えない場所への設置を基本とするが、や
むを得ない場合は目隠しの工夫をする
・基本的に設けないものとするが、やむを得ず設ける
場合は景観に調和させる

・切妻造又は入母屋造、和型瓦葺を基本とする
・勾配は4.5/10～6/10（土蔵は6/10）、軒の出は3尺
（土蔵は2.5尺）、ケラバは2尺程度を基本とする

・軸組材に丸太・転用材等、屋根材には自然素材等
を使用した素朴な造作を基本とする（防災上やむを
得ない場合を除く）
・登り窯上屋等で、梁間を大規模とする場合は景観
に配慮したものとし、小鹿田焼窯元同業組合の同意を
得る

・砂防ダム・橋梁・道路・河川等を新築・改築する場合は
景観に配慮したものとする
・煙突、柱、高架水槽、その他これらに類するものは既存のもの以
外は新たに設けない（窯業に係るものについてはこの限りでない）

広告物等 ・公共的なもの又は自家用のもの以外は設置しないものと
し、景観に配慮する

自動販売機

簡易な小屋等

主屋・
付属屋等

材料
・
工法

梁間

建築設備 基準は特に設けない

門・塀・生垣

・公共等による計画的なもの以外は新たに設置しないもの
とし、屋外には設置しない

窯

鉄塔等 ・高さ等、景観に配慮する

・伝統的様式とする
・登り窯を個人で新設する場合は小鹿田焼窯元同業組合と協議する

・軸組材に丸太・転用材等、屋根材には自然素材等
を使用した素朴な造作を基本とする（防災上やむを
得ない場合を除く）
・登り窯上屋等で、梁間を大規模とする場合は景観に
配慮したものとし、小鹿田焼窯元同業組合の同意を得る

その他
（ｶﾞー ﾄﾞﾚｰﾙ等）・景観に配慮する

・石積を基本とするが、やむを得ずコンクリート等とする場
合は緑化等により景観に配慮する
・道路と敷地の段差法面は、石積を基本とし、棚田法面の
石積は伝統工法を基本とする
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工作物

木竹等

土石、
鉱物、
土地の
形質

河川

道路

急傾
斜地

田畑

全域

山　

林　

景　

観　

区　

域

共 　
　

通

・松くい虫に耐性のある松の植樹を検討する
・適地適木を基本とし、景観計画区域内の文化的景観地については里山の
保全のため更新時には広葉樹を基本とする
・森林の立木伐採においては地域森林計画に基づいて行う

・田畑10㎡以上4ha未満の転用を行う場合は届出が必要

・高山植物その他の採取又は損傷（自）
・伐採及び伐採後の造林（森）
・保安林における択抜・間伐（森）
・木竹の伐採、樹根の掘取り（砂）
・木竹の滑下・地引による搬出（砂）

・鉱物の採掘、土石の採取（自）（砂）
・鉱物・土石の堆積・投棄（砂）
・土地の掘削、開墾、盛土、切土等（砂）

・水位又は水量の増減（自）
・流水及び土地の占用（河）
・土石等の採取（河）
・工作物の新築等（河）
・土地の掘削等（河）
・河川管理上支障を及ぼす行為（河）

・水の放流又は停滞させる行為その他
水の浸透を助長する行為（急）
・施設又は工作物の設置又は改造（急）
・のり切、切土、掘削又は盛土（急）
・立竹木の伐採（急）
・木竹の滑下又は地引による搬出（急）
・土石の採取又は集積（急）
【皿山地区】
・所有権の移転（農地）
・地上権、永小作権、質権、使用貸借に
よる権利、賃借権若しくはその他の使
用及び収益を目的とする権利を設定
し、若しくは移転する場合（農地）
・農地以外の転用（農地）
・農地又は採草放牧地以外にする権利
の設定及び転用（農地）
・農地又は採草放牧地以外にする権利
の設定及び転用（農地）
【池ノ鶴地区】
・宅地の造成（農振）
・土石の採取その他の土地の形質の変
更又は建築物その他の工作物の新築、
改築若しくは増築（農振）

・道路占用（道）

・周知の埋蔵文化財包蔵地での開発行
為（文）

擁壁・水路河川
護岸等

・石積を基本とするが、やむを得ずコンクリート等とする場
合は緑化等により景観に配慮する
・道路と敷地の段差法面は、石積を基本とし、棚田法面の
石積は伝統工法を基本とする

各種工作物

・砂防ダム・橋梁・道路・河川等を新築・改築する場合は
景観に配慮したものとする
・煙突、柱、高架水槽、その他これらに類するものは既存
のもの以外は新たに設けない

色彩 ・自然素材の場合は素材色を基本とし、その他の場合は概
ね彩度4以下の低彩度色とする

広告物等 ・公共的なもの又は自家用のもの以外は設置しないものと
し、景観に配慮する

自動販売機 ・公共等による計画的なもの以外は新たに設置しないもの
とし、屋外には設置しない

土地の形状
変更

・農林業・窯業目的以外の土地の形質の変更は原則行なわない
・駐車場は公共等による計画的なもの意外は新たに設置しない

陶土の採取又
は鉱物の掘採

・農林業・窯業・泉源目的以外は原則行なわない
・陶土の採取は小鹿田焼窯元同業組合の組織単位で計画
的に行うものとする
・やむを得ない場合は小鹿田焼窯元同業組合の同意を得る

自動販売機

・農林業・窯業の目的以外のものの堆積は行なわない
・やむを得ない場合は道路等から見えない場所を選び、道路
から出来るだけ離し、高さを低くするなど、景観に配慮する
・採取した陶土の保管は各窯元において小屋（陶土置場
等）に蓄積する

その他
（ｶﾞー ﾄﾞﾚｰﾙ等）・景観に配慮する
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（*1）景観法には工作物の定義がなされていない為、下記のように整理する。
　「工作物」：電柱、電波塔、広告物・道路案内板、自動販売機、ガードレール、河川擁壁、砂防ダム、河川堰、河川橋梁、

棚田法面、宅地の擁壁石積、階段等の石積や、公共工事で建設されるあらゆる人工物をさす。また、高さが低
く建築物に該当しない小屋等も含む。

（*2）「簡易な小屋等」：登り窯上屋、唐臼小屋、陶土置場、焚物小屋、炭焼小屋、炭焼付属屋、農作業小屋、その他倉庫等を指す。

（自）自然公園　（道）道路法　（文）文化財保護法　（砂）砂防法　（急）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律  
（森）森林法　　（農地）農地法（河）河川法　　　 （農振）農業振興地域の整備に関する法律　  

な構成要素とする。
①「小鹿田焼の里」の生活又は生業や信仰を理解
する上で重要なもの

②「小鹿田焼の里」の形成や歴史的変遷を理解す
る上で重要なもの

③材料、工法が「小鹿田焼の里」の特性をよく表
しているもの

　（表 19-3 参照、付図表略）
■重要な構成要素（環境要素）の要件
　次のうち、いずれかの要件を満たすものを重要
な構成要素とする。
①「小鹿田焼の里」の生活又は生業や信仰を理解
する上で重要なもの

②「小鹿田焼の里」の形成や歴史的変遷を理解す
る上で重要なもの

③「小鹿田焼の里」の特性を理解する上で重要な
もの

　（表 19-4 参照、付図表略）
（2）重要な構成要素の保存・整備方針
　前節では、文化的景観の特性や価値を理解する
上で必要な「重要な構成要素」を明らかにしたが、
これらは当該地域における人と自然が共生する中
で生まれた、いわば土地利用に関係性の深い要素
とも言える。
　よって、其々の構成要素の変化は今後の土地利
用のあり方と大きく関わってくるため、各土地利
用単位の景観特性を踏まえつつ、個別に保存・整
備方針を立てることが必要である。
　そこで、「日田小鹿田焼の里景観計画区域」で 2
つに区分した地域（集落景観区域と山林景観区域）
を基にして、第Ⅰ部第 3 章（2）に述べた現在の小
鹿田焼の里の景観構造の分析や伝統的な土地利用
と今後の文化的景観の保護の観点などを考慮して、
以下の 5 つの地域に分けた。
　集落景観区域については、「窯業集落地域（皿山
地区）」、「農業集落地域（池ノ鶴地区）」とし、山
林景観区域は「里山林地域」、「人工林地域」、「人
工林地域（国有林等）」とした。

　（中略）
　以下、保存・整備方針では 3 つの基本的事項を
踏まえて策定した。
①「日田小鹿田焼の里」景観計画に定める景観形
成基準との整合性を図り、集落景観や山林景観
の特性に則った保全・形成を推進する。
②保存・整備方針で記述する主な項目内容は以下
のとおりである。
・建築物（唐臼小屋、作業場等）・工作物（登り窯、
炭焼窯等）・環境要素などの重要な構成要素
・重要文化的景観の形成に重要な家屋として文
部科学大臣が定めたもの
・重要景観公共施設として検討すべき公共施設
等（整備方針のみ）
 （具体的な整備方針は管理者等と十分な検討を行う）
③関係法令や各種計画との整合性をとること。
＜集落景観区域＞
①窯業集落地域
　窯業集落地域については、登り窯や唐臼小屋を
はじめとする窯業関連施設や、窯元の屋敷地にお
ける建造物や樹木の配置構成は、急峻な地形や豊
富な水源、日照などとの関わりの中で人々が形成
されてきたもので、これらの文脈に沿った土地利
用を継承していくことが求められる。窯元以外の
屋敷地については窯業に直接関係しないものの、
商店や大工など、地区住民の生活を支える要素で
あるため、景観を阻害しない範囲での維持形成に
努める。また、新たに住民や事業者が流入した場
合に発生する現状変更行為については景観形成基
準に基づき規制誘導を図る。
　このほか、粘土採掘場跡や半農半陶時代の遺構
である旧窯元の家屋、近世由来の筆界上に形成さ
れた水田跡の石積など、歴史的な土地利用を示す
要素についても適切に保全していく必要がある。
　（付表略）
②農業集落地域
　農業集落地域については、急峻な谷地という地
形条件下にあって農地を形成し水利システムを確
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土地利
用単位

重要な構成要素となり得る
景観構成要素

重要文化的景観の
形成に重要な家屋

＊重要な
構成要素概要

13件

7件

1件

1件

3件

1件

3件

2件

集
落
景
観
区
域

窯
業
集
落
地
域

山
林
景
観
区
域

集
落
景
観
区
域

山
林
景
観
区
域

農
業
集
落
地
域

里
山
林
地
域

窯業に密接に関わる
もの

主屋

作業場

窯上屋
唐臼小屋
陶土置場
焚物小屋
主屋

納屋

土蔵

天満社

主屋

土蔵 ・切妻造白漆喰仕上　・登り梁形式
炭焼小屋
精米用唐臼小屋
焚物小屋
陶土置場
農作業小屋

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

焚物小屋

推定樹齢250年のスダシイを含む、緑豊かな社叢
集落のランドマークとして景観に寄与
「ユズゴショウ」の原料
観賞用及び食用として利用
斜面を利用した独特の庭園
窯の火入れの際に供えられるサカキを植栽
胸高幹周7mを超える、集落内最大の大木
複数樹種の古木によって形成される御神木
棚田法面を効率的に利用し古くから栽培される
農具や山道具等に利用されていた
貴重な糖分源として食用されていた
食用として残された自生種の大木
斜面を利用した独特の庭園
エンジュ等の自生種も利用のために残される
池ノ鶴の語源となった池跡
生活・窯業に必要な薪炭林
複数樹種によって形成される社叢
窯業に不可欠な陶土の採掘場
陶土の採掘場跡
高さ10数mの滝
水源涵養林・山地災害防止機能林

河川の上流域に位置する用材林・水源涵養林

①
③
①
①

②③

③
①
①
①
①
①
①②

③
①
①
①
①②
③
③

③

１件
１件
―
―

―

１件
―
―
―
―
―
―

１件
―
―
―
―
―
―
―
―

皿山の天満社の社叢
クスノキ・ツガ
屋敷地のユズ
屋敷地のウメ類

斜面を利用した庭

民家裏のウラジロガシ
金比羅祠の森
棚田法面のチャノキ群
集落に点在するシュロ
谷川沿いのカキ並木
集落縁部のイチョウ・ヤマナシ
斜面を利用した庭

池ノ鶴の湧水地（池跡）
山林
池ノ鶴集落の山ノ神の社叢
粘土採掘場（土取場）
粘土採掘場跡
無名滝
山林
山林（国有林）
山林（民有林）

窯業集落地域

土地利用単位 概　　要 要件 ＊重要な
構成要素

重要な構成要素
となり得る景観構成要素

農業集落地域

里山林地域

人工林地域

人工林地域
（国有林等）

半農半陶のくらしを
伝えるもの

信仰やコミュニティ
醸成に関わるもの

農家の屋敷構えを
構成するもの

窯業に密接に関わる
もの

・作業場とともにツボを鉤型に囲む配置　
・瓦葺
・入母屋造など複雑な屋根形式を持つ

・継手仕口がなくかすがいで留める工法
・丸太や転用材を用いる

・農作業と製陶作業を行うための広い土間を有する
・茅葺鉤屋形式
・切妻造瓦葺　
・荒土仕上

・高台にあって集落を望み建つ
・入母屋造瓦葺妻入

・継手仕口がなくかすがいで留める工法。丸太や転
用材を用いる

・継手仕口がなくかすがいで留める工法
・丸太や転用材を用いる

・主屋や作業場に並び建ち屋敷構えを構成する
・切妻造瓦葺白漆喰仕上
・登り梁形式

・ツボ側に開口部を設ける
・総2階建
・瓦葺切妻造 ・全面土間
・右手採光となる位置に蹴轆轤を据え、干し場、陶土
置場等を備える

・等高線沿いに棟を向けた直屋
・ツボの確保のため北側に退いて建つ
・農作業のための広いニワを持ち、ゴゼン、ザシキ、ナ
ンドの各室を配る
・木造瓦葺（元は茅葺）平入

表 19-2　重要な構成要素一覧（建築物）　＊所有者等から同意を得たもの

表 19-4　重要な構成要素一覧（環境要素）　＊所有者等から同意を得たもの
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表 19-3　重要な構成要素一覧（工作物）　＊所有者等から同意を得たもの

唐臼
筧
井堰
河川・水路の護岸石積
おろ
外舟、中舟
水槽（池）
釉薬入れ
登り窯
土掛け窯
素焼き窯
石碑・石像
石祠
基壇

墓石
法面石積
石段
石橋
法面石積

農地
棚田内の市道
耕作道
畦道
水路
河川・水路の護岸石積
堰
除け
石祠
基壇
墓石
法面石積
炭焼窯
敷地擁壁
塀･生垣
法面石積
農地
耕作道
畦道
水路
河川・水路の護岸石積
作業道
作業道石積
集材所跡
炭焼窯跡
水汲場跡
旧山の神

窯業用水利に関わ
るもの

窯業の作業工程に
関わるもの

信仰等に関わるもの

地形特性によるもの

半農半陶の様相を
伝えるもの

農業に関わるもの

水利に関わるもの

信仰等に関わるもの

地形特性によるもの

生活に関わるもの

農業に関わるもの

水利に関わるもの

国有林に関するもの

生活に関わるもの

信仰等に関わるもの

赤松でつくられ、陶土を粉砕するもの
唐臼に河川からの水を流すもの
唐臼に水を流すため、河川の水を堰き止めるもの
工法・位置ともに伝統的であるもの
陶土の水分を抜くための水槽
原土を撹拌・水分を抜き、陶土を作る水槽
作陶のために必要な水を供給するもの
釉薬を半分地面に埋めて保管するもの
焼成のための共同窯や個人窯
陶土の水分を抜くための各窯元の窯
形成した焼物を焼成前に素焼きするための各窯元の窯
恵比寿様等伝統的な生活や信仰に関するもの
山の神、金比羅様、秋葉様等伝統的な生活や信仰に関するもの
お伊勢様の社殿（天満社）基礎等に用いられ、伝統的な
生活や信仰に関するもの
伝統的な埋葬地に位置する歴史的価値を有する墓石

工法・位置ともに伝統的であるもの

工法・位置ともに伝統的であるもの

棚田の田面・段畑で工法等が伝統的であるもの
集落と農地を結ぶ骨格となるみち
乗り入れ部等を含み、市道・畦道等と農地を結ぶみち
石積の天端部分を含み、工法等が伝統的であるもの

工法・位置ともに伝統的であるもの

稲荷様、金比羅様、山の神といった農村信仰に関わるもの

享保年間の銘をもつ墓碑。近世の集落の共同墓地を表すもの。
工法・位置ともに伝統的であるもの
自然石を積み、赤土で塗り固める工法
自然石で積み上げる工法
位置･樹種･工法等が伝統的であるもの
工法・位置ともに伝統的であるもの
棚田の田面・段畑で、工法等が伝統的であるもの
乗り入れ部等を含み、市道・畦道等と農地を結ぶみち
石積の天端部分を含み、工法等が伝統的であるもの

工法・位置ともに伝統的であるもの

当時の生業のあり方を知る上で重要なもの
自然石・切石を積み上げる工法
石積により確保された集材のための広場
炭焼窯の存在を示す基礎部の石積跡
自然石を積み上げた水汲場
かつての山の神の祠

―
―
―
21件
―
―
―
―
６件
11件
10件
―
―

―

―
―
４件
２件

51件

117件
104件
16件
101件
―
17件
―
18件
―
―
―
18件
４件
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

①②③
②
②
②
②
②
②
②
②
②
②
①
①

①

①

①③

①③

①③

①③

①

①
①③
②
②
②

①③

①③

①③

土地利用
単位 重要な構成要素となり得る景観構成要素 概　要 要 件 ＊重要な

構成要素

集
落
景
観
区
域

山
林
景
観
区
域

里
山
林
地
域

農
業
集
落
地
域

窯
業
集
落
地
域

人
工
林
地
域

（
国
有
林
等
）

＊ 　第 2章（1）で挙げた重要な構成要素（建築物）のうち、
焚物小屋や唐臼小屋等については一定期間で建替えられ
るため、国の定める重要な構成要素としては適さないも
のと判断し、それ以外の建築物について所有者等の同意
を得た。

　 　更に、第Ⅰ部の調査成果に基づき、この地域の農業及
び窯業のあり様を示すものとして特に形態・意匠等が典
型的なものを重要文化的景観の形成に重要な家屋として
抽出した。

＊ 　第 2章（1）で述べた重要な構成要素（工作物）について、
文化的景観の保護制度における重要な構成要素として保

護するに当たり、次のようなものは届出対象から外した。
◆「窯業に関わる工作物」について
・筧・おろ・舟等の簡易な構造で更新を前提としており、
更新の頻度が高いもの

◆「生活・信仰に関わる工作物」について　・石碑・石祠
等の信仰に係るもの

◆「農業に関わる工作物」について
・農業以外の目的（砂防法に係る用地等）で取得された
土地に係るもの
・現況が荒廃し、今後の保存・活用が図れないもの
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立していった営農の成り立ちやそれを支えてきた
地域のしくみを伝えるものを一体的に保存管理し
ていく必要がある。
　（中略）
　棚田での営農の継続のためには、セマチダオシ
や農道の拡幅などの基盤整備が必要であるが、2
戸で実施されたような小規模な整備であれば、景
観を保全しながら営農の継続が可能である。3 戸
の農家は全て兼業農家であり、小規模であるがゆ
えに自給程度の農業の継続にはさほどの支障はな
い。ただし、獣害対策と耕作放棄地対策は、今後
の景観の保全のためには重要な課題である。
　また、農家の屋敷地については地形条件や日照
条件から農地確保を優先した敷地配置や建造物配
置を継承し、建造物の増改新築等にあたっては景
観形成基準に基づく修景を行ない景観の維持形成
を図る。
　（付表略）
＜山林景観区域＞
③里山林地域
　里山林地域については、生活や窯業などに必要
な燃料資材を確保するとともに、窯業に不可欠な
陶土の包含地が集落周辺に広がっているため、新
たな建設行為等は景観計画に基づいて規制誘導を
図るなど現在の土地利用や植生区分に従った適切
な保護を行う。また、耕作放棄地など林地化した
棚田法面の石積については歴史的土地利用を伝え
るものとして貴重な要素であり適切な維持管理を
行うとともに、整備方針では地域活性化などの活
用面と合わせて検討する。
　（付表略）
④人工林地域
　人工林地域については、自然公園法における第
3 種特別地域としての規制下にある。当面はこれ
に遵守した景観保全を図りつつ、本来の植生区分
に従った広葉樹への樹種転換や水源地としての機
能保全を図ることなどを検討する。
　また、耕作放棄地などの林地化した場所につい
ては、歴史的土地利用を伝えるものとして重要な
位置付けになるため、選定後は適切な維持保全に
努めつつ、水田や畑地への再生検討や記録保存な
どの措置を講じるべきである。
　（付表略）
⑤人工林地域（国有林等）
　人工林地域（国有林等）については、自然公園法

における第 2 種特別地域の指定域も含まれており、
厳しい規制下にある箇所も含まれる。当面は現行の
土地利用の規制を遵守した景観保全を図りつつ、適
正な土地利用や施業に基づいた管理を行う。文化的
景観の形成の過程や保護の観点からも集落景観地域
と一体となって保全すべき区域である。
　（付表略）
（3）重要な構成要素の届出対象行為
　（1）で設定した重要な構成要素について現状変更
等を行う際、物件の所有者等は文化庁長官への届出
や、関係法令による届出または許可が必要となる。
■文化庁長官への届出
　（表 19-5 参照、後略、付表略）
■文化庁長官への届出を要しない場合（文化財保
護法第 136 条及び第 139 条関連）
　（表 19-6 参照）
第３章　活用・運営体制
　（前略）
ここで生活する地域住民は 18 世帯と小規模な集落
域であることを考えると、当該地域の住民だけで
文化的景観を含めた広範囲の景観保全に取り組む
ことは難しい。そのため、文化的景観を地域共有
の文化遺産として捉え、幅広い支援体制を構築す
るとともに景観保全のマネジメントについてもよ
り効果的な手法と組織的な取組みが求められる。
　特に、山林を始めとする土地管理の問題は、景
観保全だけではなく国土の保全や水源かん養との
関係性も深く、文化的景観の基礎を成す農林業や
窯業の維持に及ぼす影響も大きいことから、下流
域を含めた流域全体の問題として景観保全のあり
方を考えるべきである。そのため、文化的景観に
対する理解の浸透をはかり、その保存に関わる支
援者を募る取組みが求められる。
　将来的には景観法による景観整備機構等の制度を
活用し、より積極的な活動を促進していく方策も選
択肢の一つであり、今後は文化的景観への取組みを
契機として、地域住民や土地所有者、関係団体など
が協力し合い、生業の維持と文化的景観の保護を目
的とした組織を立ち上げることが急がれる。
　組織の構成は、区域内の自治会全 18 戸が中心と
なって、窯業関連の「小鹿田焼技術保存会」や「小
鹿田焼窯元同業組合」の協力のもと、学識経験者
やその他支援団体などの参画を得て体制の整備を
図ることになる。
　また、当市は景観行政団体の立場で良好な景観
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の形成に努めるほか、国や大分県に対して理解を
求め、幅広い支援策を講じていくことに努める。
以下、活用の方針や文化的景観及び景観計画区域
をこれらの団体をして、将来的な組織の拡大等に
ついても検討を行い、地域全体の保存管理体制の
一本化を図る。
（1）活用及び運営体制の方針

・文化的景観としての価値を正しく理解し、魅力
ある地域づくりを促進する

・文化的景観の保護を通じて新たな地域活性化に
繋げるための方策を講じる

・文化的景観の保護と商工業・農林業・観光振興
との連携活用を図る

・山林や農地の再生・活用プログラムの検討を行う
（2）活用及び運営体制の整備を図るための重点施策
①地域全体での管理運営体制の構築
②生活（様式）や生業（形態）の維持
③魅力ある地域づくり活動の推進
④来訪者・観光客との対外交流の促進（都市と農
山村の交流促進）
　（略）
／出典：『小鹿田焼の里文化的景観保存計画　第 2
版』、（平成 21 年 7 月改訂、大分県日田市）、抜粋

景…景観法　　自…自然公園法　　砂…砂防法　　森…森林法
河…河川法　　建…建築基準法　　文…文化財保護法
道…道路法　　急…急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
農地…農地法　農振…農業振興地域の整備に関する法律

重  要  な
構成要素
の  種  別
主屋
作業場
納屋
土蔵
天満社
窯上屋
唐臼小屋
陶土置場
焚物小屋
炭焼小屋
農作業小屋
精米用唐臼小屋
唐臼
筧
井堰
河川・水路の護岸石積
おろ
外舟、中舟
水槽（池）
釉薬入れ
旧登り窯
登り窯
土掛け窯
素焼き窯
石碑・石像
石祠
基壇
墓石
法面石積（敷地擁壁）
石段
石橋
法面石積（棚田）
農地
市道（棚田内に限る）
耕作道
畦道
水路
除け
炭焼き窯
塀・生垣
大木（集落地域）
樹木（針葉樹等）
庭
粘土採掘場
粘土採掘場跡
湧水地
滝

景、自、砂、建
景、自、砂、建
景、自、砂、建
景、自、砂、建
景、自、砂、建
景、自、砂、建
景、自、砂、建
景、自、砂、建
景、自、砂、建
景、自、砂、建
景、自、砂、建
景、自、砂、建
景、自、砂、河、文
景、自、河
景、自、河
景、自、砂、河
景、自
景、自
景、自
景、自
景、自、砂
景、自、砂
景、自、砂
景、自、砂
景、自
景、自
景、自
景、自
景、自、砂
景、自
景、自
景、自、砂
農地
道
―
―
―
―
景、自、砂

自、森、砂
自、森、砂
自、森、砂
自、森、砂
自、森、砂
自、森、砂
自、砂、河

○
○
○
○
○
―
―
―
―
―
―
―

除却
除却
除却
除却
除却
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
除却
―
―
―
―
除却
除却
除却
除却
―
―
―
―
除却
―
―
除却
除却
除却
除却
除却
除却
除却
除却
―
伐採
―
―
―
―
―
―

重要文化的景
観の形成に重
要な家屋

文化庁長
官への届出
を要する現
状変更等

届出・許可を要する
関係法令

建
築
物

工
作
物

環
境
物

―
―
―
―

届出の種類

滅失・き損

現状変更等

届出を要しない場合
・都市計画事業の施行として行う行為
・国、都道府県、市町村等が行う行為
・道路、水道、下水道、電気工作物等の設置又は管理
に係る行為
・通常の農林業の生産活動に係る行為
（栽培作物の変更、耕作の放棄・休耕、森林の施
業、森林の管理等）
・農林業を営むために通常必要となる行為
（土地の形質変更、物置・作業小屋の設置等）
・農林業の生産活動の維持・増進を図るために必要
な行為
（農業構造、林業構造の改善に関する事業、土地改
良事業、森林の整備保全に係る事業等）　等
・維持の措置（＊）
・非常災害のために必要な応急措置
・他の法令の規定による命令に基づく行為
・通常の農林業の生産活動に係る行為
（栽培作物の変更、耕作の放棄・休耕、森林の施
業、森林の管理等）
・農林業を営むために通常必要となる行為
（土地の形質変更、物置・作業小屋の設置等）
・農林業の生産活動の維持・増進を図るために必要
な行為
（農業構造、林業構造の改善に関する事業、土地改
良事業、森林の整備保全に係る事業等）
・公共施設の管理行為全般　　等

表 19-6　文化庁長官への届出を要しない場合

＊維持の措置の範囲
1．重要文化的景観がき損している場合において、その価値に影響
を及ぼすことなく当該重要文化的景観をその選定当時（選定後に
おいて現状変更等の届出をしたものについては、当該現状変更等
の後の現状）に復するとき。

2．重要文化的景観がき損している場合において、当該き損の拡大
を防止するため応急の措置を執るとき。

3．重要文化的景観の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明ら
かに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

表 19-5　現状変更等における届出等

19  小鹿田焼の里
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0 250 500m

山林景観区域（重要文化的景観追加申出範囲）

窯業集落地域（皿山地区）

<凡例>

農業集落地域（池ノ鶴地区）

里山林地域
人工林地域

集落景観区域（重要文化的景観選定範囲）

人工林地域(国有林等)

＊破線部の国有林範囲は第3次申出予定

図 19-5　土地利用単位区分図
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目次
第 1 章 総　則 （第 1 条～第 4 条）
第 2 章 削　除
第 3 章 有形文化財 （第 27 条～第 70 条）
第 4 章 無形文化財 （第 71 条～第 77 条）
第 5 章 民俗文化財 （第 78 条～第 91 条）
第 6 章 埋蔵文化財 （第 92 条～第 108 条）
第 7 章 史跡名勝天然記念物 （第 109 条～第 133 条）
第 8 章 重要文化的景観 （第 134 条～第 141 条）
第 9 章 伝統的建造物群保存地区 （第 142 条～第 146 条）
第 10 章 文化財の保存技術の保護 （第 147 条～第 152 条）
第 11 章 文化審議会への諮問 （第 153 条）
第 12 章 補　則 （第 154 条～第 192 条）
第 13 章 罰　則 （第 193 条～第 203 条）
附　則

第 1章　総則
（この法律の目的） 
第 1条　この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、
世界文化の進歩に貢献することを目的とする。 

（文化財の定義） 
第 2条　この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。 
一　建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって
歴史上又は芸術上価値の高いもの（これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その
他の物件を含む。）並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料（以下「有形文化財」
という。） 

二　演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高い
もの（以下「無形文化財」という。） 

三　衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられ
る衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの（以
下「民俗文化財」という。） 

四　貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高い
もの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高
いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特
異な自然の現象の生じている土地を含む。）で我が国にとつて学術上価値の高いもの（以下「記念物」
という。） 

五　地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活
又は生業の理解のため欠くことのできないもの（以下「文化的景観」という。） 

１ 文化財保護法（抄）
昭和 25 年 5 月 30 日法律第 214 号、抜粋
最終改正 : 平成 19 年 3 月 30 日法律第 7号

　文化的景観関連法令
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六　周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの（以下
「伝統的建造物群」という。） 

２ 　 この法律の規定（第 27 条から第 29 条まで、第 37 条、第 55 条第 1 項第 4 号、第 153 条第 1
項第 1 号、第 165 条、第 171 条及び附則第 3 条の規定を除く。）中「重要文化財」には、国宝を含
むものとする。 

３ 　 この法律の規定（第 109 条、第 110 条、第 112 条、第 122 条、第 131 条第 1 項第 4 号、第 153 条
第 1 項第 7 号及び第 8 号、第 165 条並びに第 171 条の規定を除く。）中「史跡名勝天然記念物」には、
特別史跡名勝天然記念物を含むものとする。

（政府及び地方公共団体の任務） 
第 3 条　政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのでき
ないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が
適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。 

（国民、所有者等の心構） 
第 4 条　一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力
しなければならない。 

２ 　 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共
のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければな
らない。 

３ 　 政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなけ
ればならない。

第 8章　重要文化的景観
（重要文化的景観の選定） 
第 134 条　文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき、当該都道府県又は市町村が定める景

観法（平成 16 年法律第 110 号）第 8 条第 2 項第 1 号に規定する景観計画区域又は同法第 61 条第 1
項に規定する景観地区内にある文化的景観であつて、文部科学省令で定める基準に照らして当該都
道府県又は市町村がその保存のため必要な措置を講じているもののうち特に重要なものを重要文化
的景観として選定することができる。 

２ 　 前項の規定による選定には、第 109 条第 3項から第 5項までの規定を準用する。この場合において、
同条第 3 項中「権原に基づく占有者」とあるのは、「権原に基づく占有者並びに第 134 条第 1 項に規
定する申出を行つた都道府県又は市町村」と読み替えるものとする。 

（重要文化的景観の選定の解除） 
第 135 条　重要文化的景観がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、
その選定を解除することができる。 

２ 　 前項の場合には、前条第 2 項の規定を準用する。 
（滅失又はき損） 
第 136 条　重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占

有者（以下この章において「所有者等」という。）は、文部科学省令の定める事項を記載した書面を
もつて、その事実を知つた日から 10 日以内に文化庁長官に届け出なければならない。ただし、重要
文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として文部科学省令で定める場合は、こ
の限りでない。 

（管理に関する勧告又は命令） 
第 137 条　管理が適当でないため重要文化的景観が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、
文化庁長官は、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告することがで
きる。
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≪参考≫ 

（管理に関する命令又は勧告）
第 36 条　重要文化財を管理する者が不適任なため又は管

理が適当でないため重要文化財が滅失し、き損し、
又は盗み取られる虞があると認めるときは、文化庁
長官は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、
重要文化財の管理をする者の選任又は変更、管理方

法の改善、防火施設その他の保存施設の設置その他
管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することが
できる。 

２ 　前項の規定による命令又は勧告に基いてする措置
のために要する費用は、文部科学省令の定めるとこ
ろにより、その全部又は一部を国庫の負担とするこ

２ 　 文化庁長官は、前項に規定する勧告を受けた所有者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措
置を執らなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、その勧告
に係る措置を執るべきことを命ずることができる。 

３ 　 文化庁長官は、第 1 項の規定による勧告又は前項の規定による命令をしようとするときは、あら
かじめ、当該重要文化的景観について第 134 条第 1 項に規定する申出を行つた都道府県又は市町村
の意見を聴くものとする。 

４ 　 第 1 項及び第 2 項の場合には、第 36 条第 2 項及び第 3 項の規定を準用する。 
（費用負担に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金） 
第 138 条　国が滅失又はき損の防止の措置につき前条第 4 項で準用する第 36 条第 2 項の規定によ   
り費用を負担した重要文化的景観については、第 42 条の規定を準用する。 

（現状変更等の届出等） 
第 139 条　重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする
者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の 30 日前までに、文部科学省
令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、現状変更につ
いては維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状の変更
を内容とする命令に基づく措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である
場合は、この限りでない。 

２ 　 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。 
３ 　 重要文化的景観の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第 1 項の届出に係る重要文
化的景観の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、助言又は勧告をすることが
できる。 

（現状等の報告） 
第 140 条　文化庁長官は、必要があると認めるときは、所有者等に対し、重要文化的景観の現状又は管
理若しくは復旧の状況につき報告を求めることができる。 

（他の公益との調整等） 
第141条　文部科学大臣は、第134条第1項の規定による選定を行うに当たつては、特に、関係者の所有権、
鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整及び農林水産業その
他の地域における産業との調和に留意しなければならない。 

２ 　 文化庁長官は、第 137 条第 1 項の規定による勧告若しくは同条第 2 項の規定による命令又は第
139 条第 3 項の規定による勧告をしようとするときは、重要文化的景観の特性にかんがみ、国土の
開発その他の公益との調整及び農林水産業その他の地域における産業との調和を図る観点から、政
令で定めるところにより、あらかじめ、関係各省各庁の長と協議しなければならない。 

３ 　 国は、重要文化的景観の保存のため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧につ
いて都道府県又は市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。
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とができる。 
３ 　前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を負

担する場合には、前条第３項の規定を準用する。
（補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金）
第 42条 国が修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の

措置（以下この条において、「修理等」という。）に
つき第 35 条第 1 項の規定により補助金を交付し、
又は第 36 条第 2 項、第 37 条第 3 項若しくは第 40
条第 1 項の規定により費用を負担した重要文化財の
その当時における所有者又はその相続人、受遺者若
しくは受贈者（第二次以下の相続人、受遺者又は受
贈者を含む。以下この条において同じ。）（以下この
条において、「所有者等」という。）は、補助又は費
用負担に係る修理等が行われた後当該重要文化財を
有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は
負担金の額（第 40 条第 1 項の規定による負担金に
ついては、同条第 2 項の規定により所有者から徴収
した部分を控除した額をいう。以下この条において
同じ。）の合計額から当該修理等が行われた後重要
文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して
得た金額（以下この条において、「納付金額」という。）
を、文部科学省令の定めるところにより国庫に納付
しなければならない。

２ 　前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、
補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る
修理等を施した重要文化財又はその部分につき文化
庁長官が個別的に定める耐用年数で除して得た金額
に、更に当該耐用年数から修理等を行つた時以後重
要文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年
数（1 年に満たない部分があるときは、これを切り
捨てる。）を乗じて得た金額に相当する金額とする。

３ 　補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当
該重要文化財が所有者等の責に帰することのできな
い事由により著しくその価値を減じた場合又は当該
重要文化財を国に譲り渡した場合には、文化庁長官
は、納付金額の全部又は一部の納付を免除すること
ができる。

４ 　文化庁長官の指定する期限までに納付金額を完納
しないときは、国税滞納処分の例により、これを徴
収することができる。この場合における徴収金の先
取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

５ 　納付金額を納付する者が相続人、受遺者又は受贈
者であるときは、第１号に定める相続税額又は贈与
税額と第２号に定める額との差額に相当する金額を
第３号に定める年数で除して得た金額に第４号に定
める年数を乗じて得た金額をその者が納付すべき納
付金額から控除するものとする。

　一　 当該重要文化財の取得につきその者が納付した、
又は納付すべき相続税額又は贈与税額

　二　 前号の相続税額又は贈与税額の計算の基礎となつ
た課税価格に算入された当該重要文化財又はその部
分につき当該相続、遺贈又は贈与の時までに行つた
修理等に係る第１項の補助金又は負担金の額の合計
額を当該課税価格から控除して得た金額を課税価格
として計算した場合に当該重要文化財又はその部分
につき納付すべきこととなる相続税額又は贈与税額
に相当する額

　三　 第 2 項の規定により当該重要文化財又はその部分
につき文化庁長官が定めた耐用年数から当該重要文
化財又はその部分の修理等を行つた時以後当該重要
文化財の相続、遺贈又は贈与の時までの年数を控除
した残余の年数（一年に満たない部分があるとき
は、これを切り捨てる。）

　四　 第 2 項に規定する当該重要文化財又はその部分に
ついての残余の耐用年数

６ 　前項第２号に掲げる第 1 項の補助金又は負担金の
額については、第 2 項の規定を準用する。この場合
において、同項中「譲渡の時」とあるのは、「相続、
遺贈又は贈与の時」と読み替えるものとする。

７ 　第 1 項の規定により納付金額を納付する者の同項
に規定する譲渡に係る所得税法（昭和 40 年法律第
33 号）第 33 条第 1 項に規定する譲渡所得の金額の
計算については、第 1 項の規定により納付する金額
は、同条第 3 項に規定する資産の譲渡に要した費用
とする。

（指定） 
第 109 条 　文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを

史跡、名勝又は天然記念物（以下「史跡名勝天然記
念物」と総称する。）に指定することができる。 

２ 　文部科学大臣は、前項の規定により指定された史
跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史
跡、特別名勝又は特別天然記念物（以下「特別史跡
名勝天然記念物」と総称する。）に指定することが
できる。 

３ 　前 2 項の規定による指定は、その旨を官報で告示
するとともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史
跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者
に通知してする。 

４ 　前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数
で個別に通知し難い事情がある場合には、文部科学
大臣は、同項の規定による通知に代えて、その通知
すべき事項を当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡
名勝天然記念物の所在地の市（特別区を含む。以下
同じ。）町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示
場に掲示することができる。この場合においては、
その掲示を始めた日から 2 週間を経過した時に前
項の規定による通知が相手方に到達したものとみな
す。 
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５ 　第 1 項又は第 2 項の規定による指定は、第 3 項の
規定による官報の告示があつた日からその効力を生
ずる。ただし、当該特別史跡名勝天然記念物又は史
跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者
に対しては、第 3 項の規定による通知が到達した時
又は前項の規定によりその通知が到達したものとみ
なされる時からその効力を生ずる。 

６ 　文部科学大臣は、第 1 項の規定により名勝又は天
然記念物の指定をしようとする場合において、その
指定に係る記念物が自然環境の保護の見地から価値
の高いものであるときは、環境大臣と協議しなけれ
ばならない。

第 167 条　次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、
文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければな
らない。 

　一 　重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天
然記念物を取得したとき。 

　二 　重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天
然記念物の所管換えを受け、又は所属替えをしたと
き。 

　三 　所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財、
史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観の全部又は
一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡し、又はこれ
を亡失し、若しくは盗み取られたとき。 

　四 　所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財
の所在の場所を変更しようとするとき。 

　五 　所管に属する重要文化財又は史跡名勝天然記念物
を修理し、又は復旧しようとするとき（次条第 1 項
第 1 号の規定により文化庁長官の同意を求めなけれ
ばならない場合その他文部科学省令の定める場合を
除く。）。 

　六 　所管に属する重要有形民俗文化財又は重要文化的
景観の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす
行為をしようとするとき。 

　七 　所管に属する史跡名勝天然記念物の指定地域内の
土地について、その土地の所在、地番、地目又は地
積に異動があつたとき。 

２ 　 前項第 1 号及び第 2 号の場合に係る通知には、第
32 条第 1 項（第 80 条及び第 120 条で準用する場合
を含む。）の規定を、前項第 3 号の場合に係る通知
には、第 33 条（第 80 条及び第 120 条で準用する場
合を含む。）及び第 136 条の規定を、前項第 4 号の
場合に係る通知には、第 34 条（第 80 条で準用する
場合を含む。）の規定を、前項第 5 号の場合に係る
通知には、第 43 条の 2 第 1 項及び第 127 条第 1 項
の規定を、前項第 6 号の場合に係る通知には、第
81 条第 1 項及び第 139 条第 1 項の規定を、前項第 7
号の場合に係る通知には、第 115 条第 2 項の規定を
準用する。 

３ 　文化庁長官は、第 1 項第 5 号又は第 6 号の通知に
係る事項に関し必要な勧告をすることができる。

（地方公共団体の事務） 
第 182 条　 地方公共団体は、文化財の管理、修理、復旧、

公開その他その保存及び活用に要する経費につき補
助することができる。 

２ 　地方公共団体は、条例の定めるところにより、重
要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、
重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の
文化財で当該地方公共団体の区域内に存するものの
うち重要なものを指定して、その保存及び活用のた
め必要な措置を講ずることができる。 

３ 　前項に規定する条例の制定若しくはその改廃又は
同項に規定する文化財の指定若しくはその解除を行
つた場合には、教育委員会は、文部科学省令の定め
るところにより、文化庁長官にその旨を報告しなけ
ればならない。

（書類等の経由） 
第 188 条　 この法律の規定により文化財に関し文部科学

大臣又は文化庁長官に提出すべき届書その他の書類
及び物件の提出は、都道府県の教育委員会を経由す
べきものとする。 

２ 　都道府県の教育委員会は、前項に規定する書類及
び物件を受理したときは、意見を具してこれを文部
科学大臣又は文化庁長官に送付しなければならな
い。 

３ 　この法律の規定により文化財に関し文部科学大臣
又は文化庁長官が発する命令、勧告、指示その他の
処分の告知は、都道府県の教育委員会を経由すべき
ものとする。ただし、特に緊急な場合は、この限り
でない。 

（文部科学大臣又は文化庁長官に対する意見具申） 
第 189 条　都道府県及び市町村の教育委員会は、当該都

道府県又は市町村の区域内に存する文化財の保存及
び活用に関し、文部科学大臣又は文化庁長官に対し
て意見を具申することができる。

■文化財保護法施行令
昭和 50 年 9 月 9 日政令第 267 号、抜粋
最終改正：平成 20 年 3 月 31 日政令第 127 号
（法第 141 条第２項の規定による協議 ）
第 3条　 文化庁長官が法第 141 条第 2 項の規定により行

うものとされている協議は、同項に規定する勧告又
は命令を行うことにより、国土の開発その他の公益
を目的とする事業の円滑な実施又は農林水産業その
他の地域における産業の振興に影響を及ぼすと認め
られる場合において、当該事業又は産業を所管する
各省各庁の長と行うものとする。
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　文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 134 条第 1 項、第 136 条（同法第 167 条第 2 項において
準用する場合を含む。）並びに第 139 条第 1 項（同法第 167 条第 2 項において準用する場合を含む。）及
び第 2 項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する
規則を次のように定める。

（法第 134 条第 1項の文部科学省令で定める基準） 
第 1条　文化財保護法（以下「法」という。）第 134 条第 1 項の文部科学省令で定める基準は、次のとお
りとする。 

一 選定の申出に係る文化的景観（以下「文化的景観」という。）の保存に関する計画（以下「文化
的景観保存計画」という。）を定めていること。 

二 景観法その他の法律に基づく条例で、文化的景観の保存のため必要な規制を定めていること。 
三 文化的景観の所有者又は権原に基づく占有者（管理者がいる場合には、当該管理者を含む。以

下「所有者等」という。）の氏名又は名称及び住所を把握していること。 
２ 　 文化的景観保存計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 
一 文化的景観の位置及び範囲 
二 文化的景観の保存に関する基本方針 
三 文化的景観の保存に配慮した土地利用に関する事項
四 文化的景観の整備に関する事項
五 文化的景観を保存するために必要な体制に関する事項 
六 文化的景観における重要な構成要素
七 前各号に掲げるもののほか、文化的景観の保存に関し特に必要と認められる事項

（選定の申出） 
第 2 条　法第 134 条第 1 項の規定による重要文化的景観の選定の申出をしようとする都道府県又は市町

村は、選定の申出に関し、あらかじめ当該文化的景観における重要な構成要素である不動産の所有
者等の同意を得て、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出するものとする。 

一 文化的景観の名称 
二 文化的景観の種類 
三 文化的景観の所在地及び面積 
四 文化的景観の保存状況 
五 文化的景観の特性 
六 文化的景観保存計画 
七 その他参考となるべき事項
　 　前項の選定申出書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。 
一 文化的景観の位置及び範囲を示す図面 
二 文化的景観の概況を示す写真 
三 文化的景観に係る規制に関する書類 
四 所有者等の同意を得たことを証する書類 
五 その他参考となるべき資料

２ 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則 
平成 17 年 3 月 28 日文部科学省令第 10 号
最終改正 : 平成 20 年 7 月 31 日文部科学省令第 24 号
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（滅失又はき損の届出書の記載事項等） 
第 3条　法第 136 条の規定による重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときの届出の書
面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 重要文化的景観の名称 
二 選定年月日 
三 重要文化的景観の所在地 
四 選定の申出を行った都道府県又は市町村 
五 所有者等の氏名又は名称及び住所 
六 滅失又はき損の事実の生じた日時 
七 滅失又はき損の事実の生じた当時における管理の状況 
八 滅失又はき損の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度 
九 き損の場合は、き損の結果当該重要文化的景観がその保存上受ける影響 
十 滅失又はき損の事実を知った日 
十一 滅失又はき損の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項
２ 　 前項の書面には、滅失又はき損の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。 
（滅失又はき損の届出を要しない場合） 
第 4条　法第 136 条ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、重要文化的景観の滅失又はき損が

次に掲げる行為による場合とする。 
一 　都市計画事業の施行として行う行為、国、都道府県、市町村若しくは当該都市計画施設を管

理することとなる者が当該都市施設若しくは市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う
行為、国土保全施設、水資源開発施設、道路交通、船舶交通若しくは航空機の航行の安全のた
め必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、自然公園の
保護若しくは利用のための施設若しくは都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る
行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農業
構造、林業構造若しくは漁業構造の改善に関する事業の施行に係る行為、重要文化財等文部科
学大臣の指定若しくは選定に係る文化財の保存に係る行為又は鉱物の掘採に係る行為 

二 　道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業（電
気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）第 120 条第 1 項に規定する認定電気通信事業をいう。）、
有線放送電話業務、放送事業若しくは有線テレビジョン放送業務の用に供する線路若しくは空
中線系（その支持物を含む。）、水道若しくは下水道又は電気工作物若しくはガス工作物の設置
又は管理に係る行為（自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫及び発電の用に供する電
気工作物の新設に係るものを除く。） 

三 　古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和 41 年法律第 1 号）第 4 条に規定す
る歴史的風土保存区域内においてその歴史的風土の保存に関連して必要とされる施設の設置又
は管理に係る行為 

四 　都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）第 5 条に規定する緑地保全地域、同法第 12 条第 1 項に
規定する特別緑地保全地区又は同法第 55 条第 1 項に規定する市民緑地（緑地保全地域又は特別
緑地保全地区内にあるものを除く。）内において緑地の保全に関連して必要とされる施設の設置
又は管理に係る行為 

（現状変更等の届出） 
第 5条　法第 139 条第 1 項の規定による重要文化的景観の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為（以下「現
状変更等」という。）の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

一 重要文化的景観の名称 
二 選定年月日 
三 重要文化的景観の所在地 
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四 選定の申出を行った都道府県又は市町村 
五 所有者等の氏名又は名称及び住所 
六 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
七 現状変更等を必要とする理由 
八 現状変更等の内容及び実施の方法
九 現状変更等により生ずる物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等が重要文化

的景観に及ぼす影響に関する事項
十 現状変更等の着手及び終了の予定時期 
十一 現状変更等に係る地域の地番 
十二 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名
十三 その他参考となるべき事項
２ 　 前項の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。 
一 現状変更等の設計仕様書及び設計図
二 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図 
三 現状変更等に係る地域のキャビネ型写真 
四 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料 
３ 　 前項第 2 号の実測図及び第 3 号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければなら
ない。 

（届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更） 
第 6 条　前条第 1 項の届出の書面又は同条第 2 項の書類、写真若しくは図面に記載し、又は表示した事
項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。 

（維持の措置の範囲） 
第 7 条　法第 139 条第 1 項ただし書の規定により現状変更について届出を要しない場合は、次の各号の
いずれかに該当する場合とする。 

一 重要文化的景観がき損している場合において、その価値に影響及ぼすことなく当該重要文化的
景観をその選定当時の原状（選定後において現状変更等の届出をしたものについては、当該現
状変更等の後の原状）に復するとき。 

二 重要文化的景観がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執
るとき。 

三 重要文化的景観の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、
当該部分を除去するとき。 

（国の所有に属する重要文化的景観の滅失又はき損等の通知） 
第 8条　各省各庁の長が、重要文化的景観の滅失若しくはき損又は現状変更等について、法第 167 条第 1
項第 3 号の規定により通知する場合については第 3 条の規定を、法第 167 条第 1 項第 6 号の規定に
より通知する場合については第 5 条及び第 6 条の規定を準用する。 

２ 　 法第 167 条第 2 項において準用する法第 136 条ただし書の規定により滅失又はき損について通知
を要しない場合については第 4 条の規定を、法第 167 条第 2 項において準用する法第 139 条第 1 項
ただし書の規定により現状変更について通知を要しない場合については前条の規定を準用する。 
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【重要文化的景観選定基準】
一　　地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された次に掲げる景観地のうち
我が国民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特なもの

  （一）水田・畑地などの農耕に関する景観地
 （二）茅野・牧野などの採草・放牧に関する景観地
 （三）用材林・防災林などの森林の利用に関する景観地
 （四）養殖いかだ・海苔ひびなど漁ろうに関する景観地
 （五）ため池・水路・港など水の利用に関する景観地
 （六）鉱山・採石場・工場群などの採掘・製造に関する景観地
 （七）道・広場など流通・往来に関する景観地
 （八）垣根・屋敷林などの居住に関する景観地

二　　前項各号に掲げるものが複合した景観地のうち我が国民の基盤的な生活又は生業の特色を示すも
ので典型的なもの又は独特のもの

【解　説】
1. 総説
（1）第 1項
　第 1 項各号に掲げる地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地の
うち、我が国民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので、数多に存在するものの中から代表的なも
の又は希少性が高く他に類例を見ないものを指す。
　なお、「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地」とは、ある一
定範囲の土地において、当該地域の住民の日常生活や住民が生活のため持続的に業を行う中で、地域独
特の気候、地質、地形、植物相等を利用して作り出してきた景観地を指す。
（2）第 2項
　第 1 項各号に掲げる景観地が相互に複合又は融合することにより、我が国民の基盤的な生活又は生業
の特色を示す景観地を形成し、単独で展開する場合とは異なる典型的又は独特の構成・性質が認められ
るものを対象とするものである。
（3）その他
　選定の対象とする景観地については、都市、その近郊や農山漁村のいずれに所在するか問わない。

2. 第 1 項各説
ア . 分類
第１項各号に定める景観地は、生業及び生活の観点から以下のように分類することができる。
（一）～（六）に定める景観地は、主として生業に関連するもの。
（七）に定める景観地は、生業と生活の両者に関連するもの。
（八）に定める景観地は、主として生活に関連するもの。

３ 重要文化的景観選定基準及び解説
重要文化的景観選定基準 : 平成 17 年 3 月 28 日文部科学省告示第 47 号
解説 : 平成 17 年 3 月 28 日 16 庁財第 413 号文化庁次長通知、抜粋
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イ . 各号の解説
（一）水田・畑地など農耕に関する景観地
　棚田・谷津田などのように地形及び農法等との関連で独特の構造を有する水田、「はさ木」等の農耕に
関連する独特の施設を伴う水田、条里制等に基づく開発地割など歴史上の価値を持つ遺跡と関連する水
田又は畑地、急傾斜面に造成された段々畑、平地又は緩傾斜地に展開する畑地、防風林や境界林を伴う
畑地、食害を防止するために築かれた「シシ垣」を伴う畑地等を指す。
 用語解説
 「棚田」　　　　急な傾斜地を耕して階段状に作った水田
 「谷津田」　　　谷津と呼ばれる低湿地にある湿田
 「はさ木」　　　刈り取ったイネを掛けて乾燥させるために、畦畔の立木等に横木をわたして造った施設
 「条里制」　　　古代の土地区画制度
 「段々畑」　　　山腹などの傾斜地に、段を設けるように作った畑
 「シシ垣」　　　猪や鹿などから農作物をまもるために、耕作地と山林原野の境界付近に構築された垣

（二）茅野・牧野などの採草・放牧に関する景観地
　茅葺き屋根の材料調達を目的とする「茅野」、秣場等の採草や放牧のための「茅場」。牛馬の生産飼育
を目的とする「牧野」、「野焼き（火入れ）」を行うことにより管理された草地等を指す。
 用語解説       
 「茅野」　　　　茅葺き屋根の材料とするススキなどを刈り取るために管理された草地
 「茅場」　　　　秣場等の採草を目的とする草地や放牧を営むために管理された草地等
「牧野」　　　　牛馬の生産飼育を目的として採草・放牧等に利用されている野草地及び牧草地等（森

林を含む）
 「野焼き（火入れ）」　新しい草がよく生えるように、春のはじめに枯れ草に火をつけて野を焼くこと

（三）用材林・防災林などの森林の利用に関する景観地
　木材生産を目的とする用材林、防風林・防潮林・鉄道林等の防災を目的として人為的管理により成立
した森林、薪や木炭の原料の生産を目的とする薪炭林、シイタケ・タケノコ等の林産物の生産を目的と
する二次林・竹林、生息生物等の狩猟・採集の場となっている森林を指す。
 用語解説
 「用材林」　　　木材生産を目的とする森林
 「防風林」　　　風害を防ぐために設けた森林
 「防潮林」　　　潮害を防ぐために設けた森林
 「鉄道林」　　　鉄道を自然災害から守るための森林
 「薪炭林」　　　薪や木炭の原料の生産を目的とする森林

（四）養殖いかだ・海苔ひびなどの漁ろうに関する景観地
　養殖いかだを用いた養魚及び海苔ひびを用いた海苔生産などの人工養殖のほか、定置網漁等の漁ろう
によって形成された漁場を指す。
 用語解説
 「養殖いかだ」　魚介・海藻などを人工的に飼養して繁殖（飼育・繁殖）させるためのいかだ
 「海苔ひび」　　養殖する海苔を付着させるため、浅い海中に立てる木や竹の枝
 「定置網漁」　　移動する魚の通路に網を仕掛けて捕らえる漁法
 
（五）ため池・水路・港などの水の利用に関する景観地
　水系・海洋との有機的な関係に意義を有するため池・水路・水門・堰・橋梁・桟橋・運河・渡し場・港（湊）
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のほか、河川・湖沼・湧き水などの水系及びそれらと一体となって生育する河畔林・葦原などの景観地
を指す。
 用語解説       
 「ため池」　　　灌漑・防火などの用水をためておく人工の池
 「堰」　　　　　水を他へ引いたり流量を調節したりするため、川水をせきとめる所
 「橋梁」　　　　河川・渓谷・運河などの上に架け渡し、道路・鉄道などを通す構築物
「桟橋」　　　　谷間の崖などに高く架け渡した橋。港で、船を横づけするために陸から海に突き出し

て設けた構造物
 「運河」　　　　給排水、灌漑、船舶の航行などのために、陸地を掘り開いて造った人工の水路
「港（湊）」　　 海が陸地に入り込んだ地形を利用したり、防波堤を築いたりして、船舶が安全に停泊

できるようにした所。
 「河畔林」　　　河のほとり（河岸）に叢生する樹林
 「葦原」　　　　葦の多く生えている所

（六）鉱山・採石場・工場群などの採掘・製造に関する景観地
　金・銀・銅山その他の金属鉱山、石材採掘場、及びそれらに関連する施設により形成された独特の景
観地、湧き水・土壌など地域固有の資源又は立地等地域に独特の諸条件に基づき発展した工場群などか
ら成る景観地を指す。
 用語解説
 「鉱山」　　　　地中から鉱物を採掘する場所や事業所。金山・銅山・鉄山など。
 「採石場」　　　安山岩や砂岩など一般用岩石を採掘している所
 「製造」　　　　原料に手を加えて製品にすること

（七）道・広場などの流通・往来に関する景観地 
　街道筋、社寺の門前の通りなど物資の流通及び人々の往来を含むさまざまな生活活動の積み重ねによ
り蓄積され、継続的に利用されてきた特徴ある道・広場（場合によっては周辺の施設等を含む）などの
景観地を指す。
 用語解説
 「流通」　　　　貨幣・商品などが経済界や市場で移転されること
 「往来」　　　　行ったり来たりすること。人の行き来する道路。街道

（八）垣根・屋敷林などの居住に関する景観地
　地形や気候に基づき垣根（生け垣・防風石垣）・屋敷林などを伴うことによって典型的又は独特の居住
の在り方を示す景観地を指す。
 用語解説
 「屋敷林」　　　屋敷の周囲に防風や防火のために植えた樹林
 「生け垣」　　　丈の低い樹木を植え並べてつくった垣根
 「防風石垣」　　家や庭の区画を限るための囲いや仕切り
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1. 重要文化的景観の選定手続
　文部科学大臣は、都道府県又は市町村（以下第 1 において「都道府県等」という。）の申出に基づき、
当該都道府県等が定める景観法に規定する景観計画区域又は景観地区内にある文化的景観であって、重
要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則（平成 17 年文部科学省令第 10 号。以下第 1 号におい
て「省令」という。）第 1 条に定める基準に照らして当該都道府県等がその保存のため必要な措置を講じ
ているもののうち特に重要なものを重要文化的景観として選定することとなる（改正法による改正後の
文化財保護法（以下「法」という。）第 134 条第 1 項関係）。
　この具体的な手続きとしては、一般に以下のものが考えられる。

（1）文化的景観保存計画の策定
 　申出を行う都道府県等は、文化的景観の位置及び範囲、文化的景観の保存に関する基本方針等を
記載した文化的景観の保存に関する計画（以下第 1 において「文化的景観保存計画」という。）を策
定すること（省令第 1 条第 1 項第 1 号及び第 2 項関係）。

 　なお、文化的景観保存計画の策定に当たっては、その前提として、文化的景観の保存に関する必
要な調査（以下第 1 において「保存調査」という。）を実施する必要があること。

（2）文化的景観の保存のため必要な規制を定める条例の制定
 　申出を行う都道府県等は、文化的景観保存計画に基づき、文化的景観の保存のために必要な規制
を定める条例を制定すること（省令第 1 条第 1 項第 2 号関係）。

（3）重要文化的景観の選定に係る申出に関する所有者等の同意
 　申出を行う都道府県等は、地域における人々の生活又は生業に基づく景観地について、円滑で継
続的な保護措置を講じるために、所有者及び権原に基づく占有者（以下第 1 において「所有者等」
という。）の同意を得ること（省令第 2 条第 1 項関係）。

（4）重要文化的景観の選定の申出
 　都道府県等は、景観計画区域又は景観地区内にある文化的景観であって、省令第 1 条に揚げる保
存のため必要な措置を講じているものについて申出を行うこと（法第 134 条第 1 項関係）。

（5）文化審議会への諮問・答申
 　都道府県等からの申出があった文化的景観について、文部科学大臣が、文化審議会に諮問し（法
第 153 条第 1 項第 10 号関係）、同審議会文化財分科会の専門調査会における調査審議を経て、文部
科学大臣に答申が行われることとなること。

（6）官報告示・通知等
 　文部科学大臣は、選定する旨を官報で告示するとともに、当該重要文化的景観の所有者等及び申
出を行った都道府県等に通知することとなること。なお、通知すべき相手方が著しく多数で個別に
通知し難い事情がある場合には、通知に代えて、所在地の市町村の事務所等に掲示することができ
ること（法第 134 条第 2 項関係）。

    
2. 文化的景観保存計画の策定に当たっての留意事項
　文化的景観保存計画の策定に当たっては、文化的景観の適切な保存及び活用のために、以下の事項に
留意する必要がある。

（1）文化的景観保存計画の策定の前提として、文化的景観が有する本質的な価値を適正に評価し、保存

４ 重要文化的景観の選定制度の運用について
平成 17 年 4 月 26 日 17 庁財第 33 号、文化庁文化財部長通知、抜粋
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のための適切な措置を検討するため、保存調査を実施すること。
 　文化的景観は、法第 2 条第 1 項第 5 号において、「地域における人々の生活又は生業及び当該地域
の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のために欠くことのできないもの」
として位置づけられていること。文化的景観は、長い間にわたり、人と自然との関わりの中で育ま
れた景観地で、我が国民の生活や生業の歴史における価値が高いものであり、手つかずの自然環境
は対象とならないこと。保存調査においては、このような概念の下で、対象となる文化的景観の調
査を行うこと。

 　保存調査においては、「自然」、「歴史」、「生活又は生業」の 3 つの観点を念頭に置き、「景観単位
の区分」、「構成要素の特定」、「景観単位・構成要素の相互の有機的関係の把握」、「景観単位・構成
要素を地域住民がどのように認知しているかの把握」、「本質的な価値の把握」を実施する必要があ
ること。特に「本質的な価値の把握」においては、上記 3 つの観点に基づき、調査結果を包括的に分析・
総合化する作業が必要であること。

 （注）「景観単位」とは、①地形・植生等の自然、②土地利用の歴史、③地域の生活又は生業により形成された

現在の土地利用に基づきある一定の特徴を示す区域を指す。

（2） 文化的景観保存計画に記載する文化的景観の位置及び範囲は、調査成果に基づき特定し、地番、
図面又は座標により明示すること。

（3） 文化的景観の保存に関する基本方針は、文化的景観全体を対象として、保存管理・整備活用・運
営体制の観点から保護のための基本方針を示すこと。

 　また、景観単位及び構成要素の分布・特質に基づき、必要に応じて文化的景観の範囲を複数の地
区に区分した場合には、上記に加え各地区の特性に応じた地区ごとの望ましい保存管理・整備活用・
運営体制の方針を示すこと。

（4） 文化的景観の保存に配慮した土地利用に関する事項には、土地利用の方針及び行為規制の方針を
示すこと。

 　土地利用の方針としては、例えば、生産を伴う土地利用についてであれば、「地域の作物生産等の
方針に沿いつつ、文化的景観に配慮した作物を選択することが望ましい」などの記述が考えられる
こと。

 　また、行為規制の方針としては、文化的景観の全体又は各地区における土地利用の方針に基づき、
文化的景観の保存の観点から、滅失又はき損、現状変更又は保存に影響を及ぼす行為（以下第 1 に
おいて「現状変更等」という。）の届出に係る取扱いを示すことなどが考えられること。

（5） 文化的景観の整備に関する事項は、整備活用の方針、修復等の整備、保存に必要な施設の整備、
活用のための施設の整備及び防災施設の整備について示すこと。

（6） 文化的景観を保存するために必要な体制に関する事項は、運営の方針、運営体制、保存管理体制
及び整備活用体制について示すこと。

3. 文化的景観の保存のため必要な規制を定める条例
　文化的景観の保存のため必要な規制を定める条例は、景観法の他、文化財保護法、都市計画法、自然
公園法、都市緑地法等に基づく条例が考えられる。この場合において、地方自治法第 14 条のみに基づく
条例は該当しない。なお、文化財保護法に基づく文化的景観の保存のための条例の規制は、景観法等に
基づく土地利用規制以外で、例えば、文化的景観内の地方指定文化財（法第 182 条第 2 項に規定する指
定を地方公共団体が行っているものをいう。以下同じ。）に関する現状変更等の文化財保護の観点から必
要な規制が考えられる。

4. 選定の申出に関する所有者等の同意及び選定申出書の記載事項等についての留意事項
　選定の申出に関する所有者等の同意及び選定申出書の記載事項等については、以下の事項に留意する
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必要がある。

（1）選定の申出に関する所有者等の同意
　同意を得る方法については、個別に同意を得ることが原則であるが、文化的景観の実情に合わせ、所
有者等で構成される組合等の団体が存する場合には、定款等に定められた手続きに基づき同意を得るこ
と等も考えられること。
　また、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和 41 年法律第 1 号）に基づき指定され
る歴史的風土保存区域（歴史的風土特別保存地区を含む。）内の場合は国土交通大臣、都市緑地法（昭和
48 年法律第 72 号）に基づき定められる特別緑地保全地区や緑地保全地域の区域内の場合は都道府県知
事からも同意を得る必要があること。
（2）選定申出書の記載事項等
　法第 134 条第 1 項の規定により都道府県等が行う文部科学大臣に対する選定の申出は、省令第 2 条に
規定する選定申出書によること。その記載事項等については、以下に留意すること。
　①文化的景観の名称

　選定の申出に係る文化的景観の名称については、申出を行う都道府県等が自ら定めるものであ
るが、文化的景観の種類、特性を端的に表しているものが望ましいこと。

　②文化的景観の種類
　重要文化的景観選定基準（平成 17 年文部科学省告示第 47 号）に準じた文化的景観の種類を記
載すること。

　③文化的景観の所在地及び面積
　申出に当たって、所在地については都道府県及び市町村名等を記載するとともに、面積につい
ては全体の面積をヘクタール単位（小数点第 1 位まで）で記載すること（都道府県等においては
平方メートル単位で把握しておく必要がある）。

　④文化的景観の保存状況
　文化的景観の現況を把握するとともに、現在の取組が将来にわたって継続できるかどうかを判
断するために、地方公共団体及び所有者等による取組を記載すること。

　⑤文化的景観の特性
　重要文化的景観は、文化的価値のあるものに限って選定するため、「地域における人々の生活又
は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のために欠
くことのできないもののうち特に重要なもの」であることが分かる特性を示すこと。なお、特性は
保存調査の成果に基づき、「自然」、「歴史」、「生活又は生業」の 3 つの観点から簡潔に記載すること。

　⑥文化的景観保存計画
　省令第 1 条第 1 項第 1 号に規定する文化的景観保存計画を指すこと。

　⑦その他参考となるべき事項
　例えば、周辺の状況（自然、歴史、生活又は生業、土地利用等の状況）等を記載すること。

（3）選定申出書に添付すべき書類、図面及び写真
　選定申出書に添付すべき書類等については以下の事項に留意すること。
 ①文化的景観の位置及び範囲を示す図面

　位置及び範囲が明らかとなる図面として、例えば、景観計画を策定した際に作成した図面など
が考えられること。

 ②文化的景観の概況を示す写真
　カラー写真で客観的に概況が的確に分かる写真が望ましいこと。なお、写真の大きさはキャビ
ネ型とすること。

 ③文化的景観に係る規制に関する書面
　文化的景観を規制している法令及び条例を添付すること。
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 ④所有者等の同意を得たことを証する書類
　省令第 2 条第 1 項に規定する所有者等の同意書を添付すること。

 ⑤その他参考となるべき資料
　景観計画図書並びに所有者等の名簿の他、必要に応じて地籍調書、登記事項証明書、対象地域
を表示する図面類等を添付すること。

5. 重要文化的景観の滅失又はき損及び現状変更等の届出についての留意事項
　法第 136 条及び法第 139 条第 1 項の届出に係る書類は、都道府県の教育委員会を経由し、当該教育委
員会において、当該書類に意見を具して送付することとなるため（法第 188 条第 1 項及び第 2 項関係）、
届出者の手続期間等も考慮して迅速な手続に十分留意する必要がある。

6. 重要文化的景観に関する指導、助言、勧告又は命令についての留意事項
　法第 137 条第 1 項、第 2 項及び法第 139 条第 3 項に係る指導、助言、勧告又は命令については、選定
申出書の「文化的景観の特性」（省令第 2 条第 1 項第 5 号関係）の事項に記載する文化的景観の価値に著
しい影響を及ぼす行為を行うことが明らかな場合が考えられる。
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1. 改正省令の概要

　重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則（平成 17 年文部科学省令第 10 号。以下「省令」

という。）について、以下の改正を行う。
（1）重要文化的景観の選定の申出の際に定めるべき文化的景観保存計画の記載事項に、当該文化的景観
を形成する重要な構成要素を記載することとすること。

（2）重要文化的景観の選定の申出に際し、これまで、都道府県又は市町村は、あらかじめ所有者又は権
原に基づく占有者（以下「所有者等」という。）の同意を得ることとされていたが、文化的景観を形
成する重要な構成要素である不動産の所有者等について同意を得ることが必要であることとするこ
と。

2. 留意事項

　重要文化的景観に係る選定や届出等については、引き続き、文化財保護法の一部改正に伴う関係省令

及び告示の整備等について（平成 17 年 3 月 28 日 16 庁財第 413 号文化庁次長通知。以下「次長通知」
という。）及び文化財保護法の一部改正等に伴う制度運用方針等について（平成 17 年 4 月 26 日 17 庁財
第 33 号文化庁文化財部長通知。以下「部長通知」という。）に沿って適切に事務処理を行うこととするが、
都道府県及び市町村においては、改正省令の施行に伴い、以下の点に留意することが必要である。

（1）文化的景観における重要な構成要素について（省令第 1 条関係）
　ア　文化的景観における重要な構成要素とは、文化的景観の保存に関する必要な調査において特定す

る構成要素のうち、形態・意匠等が独特又は典型的であるとともに、技術・素材等の観点から顕著
な固有性を持つものであって、文化的景観の本質的な価値を示し、保護の対象として不可欠な構成
要素のことをいうこと（注 1）。

　イ　棚田や茶畑、茅場や造林地、養殖場や漁港など、生活・生業の営みによって形成される土地利用
の形態自体を文化的景観として捉えて選定の申出を行う場合には、文化的景観に直接的な影響を与
える不動産の全てを重要な構成要素として位置づけ、文化的景観保存計画に記載すること。

　（注１）重要文化的景観の選定の申出に当たっては、「自然」、「歴史」、「生活又は生業」の 3 つの観点
を念頭に置いて実施する文化的景観の保存に関する必要な調査において、学術的知見に基づき、当
該文化的景観の価値を評価する上で必要な構成要素を正確に特定し、これにより文化的景観保存計
画において当該文化的景観の位置及び範囲、アに基づく重要な構成要素を適切に設定すること。

（2）重要文化的景観の選定に係る申出に関する所有者等の同意について（省令第 2 条関係）
　ア　重要文化的景観の選定に係る申出を行う都道府県又は市町村は、円滑で継続的な保護措置を講ず
るために、文化的景観における重要な構成要素である不動産の所有者等の同意を得ること。

　イ　同意を得る方法については、個別に同意を得ることが原則であるが、部長通知に示すとおり、文
化的景観の実情に合わせ、所有者等で構成される組合等の団体が存する場合には、定款等に定めら
れた手続きに基づき同意を得ること等も考えられること。

５ 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の一部を
改正する省令の施行について

平成 20 年 7 月 31 日 20 庁財第 148 号文化庁文化財部長通知、抜粋
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　ウ　国の行政機関や地方公共団体などの公的主体が所有又は管理する林野や河川等の構成要素につい
ては、当該財産に関する法律等に基づき国や地方公共団体が策定している計画との整合性を確保す
る観点、及び関係行政機関間の円滑な連携の下に文化的景観の保護を進める観点から、所有等の同
意を得ること。

（3）文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号。以下「法」という。）の規定に基づく届出について
　ア　重要文化的景観の滅失又はき損に係る届出（法第 136 条関係）及び現状変更等の届出（法第 139
条関係）は、文化的景観における重要な構成要素を対象とすること。

　イ　届出の対象とする重要な構成要素及び滅失又はき損の様態や現状変更の行為等の具体的内容につ
いて、文化的景観保存計画に明記すること（注２）。

　（注２） 重要文化的景観の滅失又はき損が省令第４条各号に定める行為による場合には、届出を要し
ない。なお、次長通知においても、滅失又はき損及び現状変更等の届出を要しないとした行為につ
いて例示している。
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1. 趣旨
　この要項は、文化的景観の保存と活用を図るための事業に要する経費について国が行う補助に関し、
必要な事項を定めるものとする。

2. 補助事業者
　補助事業者は、地方公共団体とする。

3. 補助対象事業
　補助対象となる事業は、文化的景観の保存活用のために行う次に掲げる事業とする。
　ただし、次の事業のうち、（1）及び（2）の事業については、重要文化的景観を対象外とし、（3）に
ついては、重要文化的景観を対象とする事業に限るものとする。
（1）調査事業
　ア　歴史的変遷、自然的環境及び生業・生活等の調査に関する事業
（2）保存計画策定事業
　ア　測量、図化に関する事業
　イ　重要文化的景観の選定に向けた保存計画の策定
（3）整備事業
　ア　事前調査、整備計画立案
　イ　標識、説明版、境界等の設置及び改修工事
　ウ　防災、便益管理施設の設置等の工事
　エ　重要文化的景観の構成要素となる物件の復旧修理及び修景等工事
（4）普及・啓発事業
　ア　上記（1）調査事業及び（2）保存計画策定に関連し、地域住民等が参加する勉強会や公開講座及

びワークショップ等を実施する事業
　イ　上記（1）～（3）の事業に係る実施過程や実施後の経過に関する記録作成事業

4. 補助対象経費
　補助対象となる経費は、次に掲げる経費とし、その明細は別紙のとおりとする。
（1）主たる事業費
　ア　調査経費
　イ　保存計画策定経費
　ウ　標識・防災施設設備等設置及び改修工事経費
　エ　復旧修理及び修景等工事経費
　オ　普及・啓発事業実施経費
　カ　設計料及び監理料
　ク　その他工事経費
（2）その他の経費
　ア　事務経費

６ 文化的景観保護推進事業国庫補助要項
平成 17 年 4 月 1 日　文化庁長官決定
最終改正 : 平成 20 年 4 月 1 日
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5. 補助金の額
　補助金の額は、原則として補助対象経費の 2 分の 1 とする。
（1）　 当分の間、補助事業者が沖縄県内に所在するものである場合にあっては、補助対象経費の 5 分の

4 とする。
（2）　 当該年度の前々年度の財政力指数（地方交付税法（昭和 25 年法律第 211 号）第 14 条及び第 21

条の規定により算定した基準財政収入額を同法第 11 条及び第 21 条の規定により算定した基準財政
需要額で除して得た数値の過去 3 年間の平均値）が 1.00 を超える都道府県又は指定都市にあっては、
財政力指数の逆数（調整率）を補助金の交付額に乗じて得た額とする。

別紙　文化的景観保護推進事業国庫補助要項
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目次
　第１章　　　　総則（第１条～第７条） 
　第２章　　　　景観計画及びこれに基づく措置 
　　第１節　　　景観計画の策定等（第８条～第 15 条） 
　　第２節　　　行為の規制等（第 16 条～第 18 条） 
　　第３節　　　景観重要建造物等 
　　　第１款　　景観重要建造物の指定等（第 19 条～第 27 条） 
　　　第２款　　景観重要樹木の指定等（第 28 条～第 35 条） 
　　　第３款　　管理協定（第 36 条～第 42 条） 
　　　第４款　　雑則（第 43 条～第 46 条） 
　　第４節　　　景観重要公共施設の整備等（第 47 条～第 54 条） 
　　第５節　　　景観農業振興地域整備計画等（第 55 条～第 59 条） 
　　第６節　　　自然公園法の特例（第 60 条） 
　第３章　　　　景観地区等 
　　第１節　　　景観地区 
　　　第１款　　景観地区に関する都市計画（第 61 条） 
　　　第２款　　建築物の形態意匠の制限（第 62 条～第 71 条） 
　　　第３款　　工作物等の制限（第 72 条・第 73 条） 
　　第２節　　　準景観地区（第 74 条・第 75 条） 
　　第３節　　　地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制限（第 76 条） 
　　第４節　　　雑則（第 77 条～第 80 条） 
　第４章　　　　景観協定（第 81 条～第 91 条） 
　第５章　　　　景観整備機構（第 92 条～第 96 条） 
　第６章　　　　雑則（第 97 条～第 99 条） 
　第７章　　　　罰則（第 100 条～第 107 条） 
　附則 

第１章　総則 
（目的） 
第１条　この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画
の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊か
な生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民
経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

（基本理念）
第２条　良好な景観は、美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なも

のであることにかんがみ、国民共通の資産として、現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう、
その整備及び保全が図られなければならない。

２ 　 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成される
ものであることにかんがみ、適正な制限の下にこれらが調和した土地利用がなされること等を通じ
て、その整備及び保全が図られなければならない。

３ 　 良好な景観は、地域の固有の特性と密接に関連するものであることにかんがみ、地域住民の意向
を踏まえ、それぞれの地域の個性及び特色の伸長に資するよう、その多様な形成が図られなければ

７ 景観法（抄）
平成 16 年 6 月 18 日法律第 110 号、抜粋
最終改正 : 平成 21 年 6 月 24 日法律第 57 号
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ならない。
４ 　 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を担うものであることにかんがみ、
地域の活性化に資するよう、地方公共団体、事業者及び住民により、その形成に向けて一体的な取
組がなされなければならない。

５ 　 良好な景観の形成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、新たに良好な景観を創出
することを含むものであることを旨として、行われなければならない。

（国の責務）
第３条　国は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、良好な景観の形成に関
する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

２ 　 国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する国民の理解
を深めるよう努めなければならない。

（地方公共団体の責務）
第４条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成の促進に関し、国との適切な役割分
担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（事業者の責務）
第５条　事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努
めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければな
らない。

（住民の責務）
第６条　住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積
極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関す
る施策に協力しなければならない。

（定義等）
第７条　この法律において「景観行政団体」とは、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19

第 1 項の指定都市（以下この項において「指定都市」という。）の区域にあっては指定都市、同法
第 252 条の 22 第 1 項の中核市（以下この項において「中核市」という。）の区域にあっては中核市、
その他の区域にあっては都道府県をいう。ただし、指定都市及び中核市以外の市町村であって、都
道府県に代わって第 2 章第 1 節から第 4 節まで、第 4 章及び第 5 章の規定に基づく事務を処理する
ことにつきあらかじめその長が都道府県知事と協議し、その同意を得た市町村の区域にあっては、
当該市町村をいう。

２ 　 この法律において「建築物」とは、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 2 条第 1 号に規定す
る建築物をいう。

３ 　 この法律において「屋外広告物」とは、屋外広告物法（昭和 24 年法律第 189 号）第 2 条第 1 項に
規定する屋外広告物をいう。

４ 　 この法律において「公共施設」とは、道路、河川、公園、広場、海岸、港湾、漁港その他政令で
定める公共の用に供する施設をいう。

５ 　 この法律において「国立公園」とは自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）第 2 条第 2 号に規定す
る国立公園を、「国定公園」とは同条第 3 号に規定する国定公園をいう。

６ 　 この法律において「都市計画区域」とは都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 4 条第 2 項に規
定する都市計画区域を、「準都市計画区域」とは同項に規定する準都市計画区域をいう。

７ 　 第 1 項ただし書の規定により景観行政団体となる市町村は、当該規定に基づき景観行政団体とな
る日の 30 日前までに、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その旨を公
示しなければならない。
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第２章　景観計画及びこれに基づく措置 
　第１節　景観計画の策定等
（景観計画） 
第８条　景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体と
なって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地（水面を含む。以下こ
の項、第 11 条及び第 14 条第 2 項において同じ。）の区域について、良好な景観の形成に関する計画
（以下「景観計画」という。）を定めることができる。 

　一 　現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域 
　二 　地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する必要があ

ると認められる土地の区域 
　三 　地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促進に資する良好な景観を形成す

る必要があると認められるもの 
　四 　住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われ、又は行われた

土地の区域であって、新たに良好な景観を創出する必要があると認められるもの 
　五 　地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形成されるおそれがあると認められる土地の

区域 
２ 　 景観計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
　一 　景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。） 
　二 　景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針 
　三 　良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
　四 　第 19 条第 1 項の景観重要建造物又は第 28 条第 1 項の景観重要樹木の指定の方針（当該景観計

画区域内にこれらの指定の対象となる建造物又は樹木がある場合に限る。） 
　五 　次に掲げる事項のうち、良好な景観の形成のために必要なもの

イ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項 
ロ 当該景観計画区域内の道路法（昭和 27 年法律第 180 号）による道路、河川法（昭和 39 年法

律第 167 号）による河川、都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）による都市公園、海岸保全
区域等（海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）第 2 条第 3 項に規定する海岸保全区域等をいう。
以下同じ。）に係る海岸、港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）による港湾、漁港漁場整備法（昭
和 25 年法律第 137 号）による漁港、自然公園法による公園事業（国又は同法第 9 条第 2 項に
規定する公共団体が執行するものに限る。）に係る施設その他政令で定める公共施設（以下「特
定公共施設」と総称する。）であって、良好な景観の形成に重要なもの（以下「景観重要公共
施設」という。）の整備に関する事項

ハ 景観重要公共施設に関する次に掲げる基準であって、良好な景観の形成に必要なもの
 　（1）道路法第 32 条第 1 項又は第 3 項の許可の基準
 　（2）河川法第 24 条、第 25 条、第 26 条第 1 項又は第 27 条第 1 項（これらの規定を同法第  

 　   100 条第 1 項において準用する場合を含む。）の許可の基準
 　（3）都市公園法第 5 条第 1 項又は第 6 条第 1 項若しくは第３項の許可の基準
 　（4）海岸法第 7 条第 1 項、第 8 条第 1 項、第 37 条の 4 又は第 37 条の 5 の許可の基準
 　（5）港湾法第 37 条第 1 項の許可の基準
 　（6）漁港漁場整備法第 39 条第１項の許可の基準

ニ 第 55 条第 1 項の景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項
ホ 自然公園法第 13 条第 3 項、第 14 条第 3 項又は第 24 条第 3 項の許可（政令で定める行為に係

るものに限る。）の基準であって、良好な景観の形成に必要なもの（当該景観計画区域に国立
公園又は国定公園の区域が含まれる場合に限る。）

　六 　その他国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定める事項
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３ 　 前項第３号の行為の制限に関する事項には、政令で定める基準に従い、次に掲げるものを定めな
ければならない。

　一 　第 16 条第１項第４号の条例で同項の届出を要する行為を定める必要があるときは、当該条例で
定めるべき行為

　二  　次に掲げる制限であって、第 16 条第３項若しくは第６項又は第 17 条第１項の規定による規制
又は措置の基準として必要なもの
イ 建築物又は工作物（建築物を除く。以下同じ。）の形態又は色彩その他の意匠（以下「形態意匠」

という。）の制限
ロ 建築物又は工作物の高さの最高限度又は最低限度
ハ 壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の最低限度
ニ その他第 16 条第１項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限

４ 　 景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総
合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画及び道路、河
川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画との調和が保たれるものでなければならない。

５ 　 景観計画は、環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 15 条第１項に規定する環境基本計画（当該
景観計画区域について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。）との調
和が保たれるものでなければならない。

６ 　 都市計画区域について定める景観計画は、都市計画法第６条の２第１項の都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針に適合するものでなければならない。

７ 　 市町村である景観行政団体が定める景観計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設
に関する基本構想に即するとともに、都市計画区域又は準都市計画区域について定めるものにあっ
ては、都市計画法第 18 条の２第１項の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するもので
なければならない。

８ 　 景観計画に定める第２項第５号ロ及びハに掲げる事項は、景観重要公共施設の種類に応じて、政
令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画に適合するものでなければならない。

９ 　 第２項第５号ニに掲げる事項を定める景観計画は、同項第１号、第２号及び第５号ニに掲げる事
項並びに同項第６号に掲げる事項のうち農林水産省令で定める事項に係る部分については、農業振
興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）第４条第１項の農業振興地域整備基本方針に
適合するとともに、市町村である景観行政団体が定めるものにあっては、農業振興地域整備計画（同
法第８条第１項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。）に適合するも
のでなければならない。

10 　 景観計画に定める第２項第５号ホに掲げる事項は、自然公園法第２条第５号に規定する公園計画
に適合するものでなければならない。

（策定の手続）
第９条　景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見
を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

２ 　 景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、都市計画区域又は準都市計画区域に係る部
分について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会（市町村である景観行政団体に市町村都市計画
審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会）の意見を聴かなければならない。

３ 　 都道府県である景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の
意見を聴かなければならない。

４ 　 景観行政団体は、景観計画に前条第２項第５号ロ又はハに掲げる事項を定めようとするときは、
あらかじめ、当該事項について、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、
当該景観重要公共施設の管理者（景観行政団体であるものを除く。）に協議し、その同意を得なけれ
ばならない。
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５ 　 景観行政団体は、景観計画に前条第２項第５号ホに掲げる事項を定めようとするときは、あらか
じめ、当該事項について、国立公園等管理者（国立公園にあっては環境大臣、国定公園にあっては
都道府県知事をいう。以下同じ。）に協議し、その同意を得なければならない。

６ 　 景観行政団体は、景観計画を定めたときは、その旨を告示し、国土交通省令・農林水産省令・環
境省令で定めるところにより、これを当該景観行政団体の事務所において公衆の縦覧に供しなけれ
ばならない。

７ 　 前各項の規定は、景観行政団体が、景観計画を定める手続に関する事項（前各項の規定に反しな
いものに限る。）について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

８ 　 前各項の規定は、景観計画の変更について準用する。
（特定公共施設の管理者による要請）
第 10 条　 特定公共施設の管理者は、景観計画を策定し、又は策定しようとする景観行政団体に対し、
当該景観計画に係る景観計画区域（景観計画を策定しようとする景観行政団体に対しては、当該景
観行政団体が策定しようとする景観計画に係る景観計画区域となるべき区域）内の当該管理者の管
理に係る特定公共施設について、これを景観重要公共施設として当該景観計画に第８条第２項第５
号ロ又はハに掲げる事項を定めるべきことを要請することができる。この場合においては、当該要
請に係る景観計画の部分の素案を添えなければならない。

２ 　 景観計画に定められた景観重要公共施設の管理者は、景観行政団体に対し、当該景観計画について、
第８条第２項第５号ロ又はハに掲げる事項の追加又は変更を要請することができる。前項後段の規
定は、この場合について準用する。

３ 　 景観行政団体は、前２項の要請があった場合には、これを尊重しなければならない。
（住民等による提案）
第 11 条　 第８条第１項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域

としてふさわしい一団の土地の区域であって政令で定める規模以上のものについて、当該土地の所
有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権（臨時設備その他一時使
用のために設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。）を有する者（以下この
条において「土地所有者等」という。）は、一人で、又は数人が共同して、景観行政団体に対し、景
観計画の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の
素案を添えなければならない。

２ 　 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法（平成 10
年法律第７号）第２条第２項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又
はこれらに準ずるものとして景観行政団体の条例で定める団体は、前項に規定する土地の区域につ
いて、景観行政団体に対し、景観計画の策定又は変更を提案することができる。同項後段の規定は、
この場合について準用する。

３ 　 前２項の規定による提案（以下「計画提案」という。）は、当該計画提案に係る景観計画の素案の
対象となる土地（国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除
く。以下この項において同じ。）の区域内の土地所有者等の３分の２以上の同意（同意した者が所有
するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の
地積との合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の
３分の２以上となる場合に限る。）を得ている場合に、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定
めるところにより、行うものとする。

（計画提案に対する景観行政団体の判断等）
第 12 条　 景観行政団体は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて景観計画
の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該景観計画の策定又は変更をする必要があ
ると認めるときは、その案を作成しなければならない。
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（計画提案を踏まえた景観計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議）
第 13 条　 景観行政団体は、前条の規定により計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をしようと
する場合において、その策定又は変更が当該計画提案に係る景観計画の素案の内容の一部を実現す
ることとなるものであるときは、第９条第２項の規定により当該景観計画の案について意見を聴く
都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に対し、当該計画提案に係る景観計画の素案を
提出しなければならない。

（計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合にとるべき措置）
第 14 条　 景観行政団体は、第 12 条の規定により同条の判断をした結果、計画提案を踏まえて景観計画
の策定又は変更をする必要がないと決定したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画
提案をした者に通知しなければならない。

２ 　 景観行政団体は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地について前項の通知をしようとする
ときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会（市町村である景観行政団体に市町村都市計画審議
会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会）に当該計画提案に係る景観計画の素案を提
出してその意見を聴かなければならない。

（景観協議会）
第 15 条　 景観計画区域における良好な景観の形成を図るために必要な協議を行うため、景観行政団体、
景観計画に定められた景観重要公共施設の管理者及び第 92 条第１項の規定により指定された景観整
備機構（当該景観行政団体が都道府県であるときは関係市町村を、当該景観計画区域に国立公園又
は国定公園の区域が含まれるときは国立公園等管理者を含む。以下この項において「景観行政団体
等」という。）は、景観協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。
この場合において、景観行政団体等は、必要と認めるときは、協議会に、関係行政機関及び観光関
係団体、商工関係団体、農林漁業団体、電気事業、電気通信事業、鉄道事業等の公益事業を営む者、
住民その他良好な景観の形成の促進のための活動を行う者を加えることができる。

２ 　 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、意見
の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

３ 　 第１項前段の協議を行うための会議において協議がととのった事項については、協議会の構成員
は、その協議の結果を尊重しなければならない。

４ 　 前３項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

　第２節　行為の規制等
（届出及び勧告等）
第 16条　 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令（第
４号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。）で定めるところに
より、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観
行政団体の長に届け出なければならない。

　一 　建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は
色彩の変更（以下「建築等」という。）

　二 　工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は
色彩の変更（以下「建設等」という。）

　三 　 都市計画法第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
　四 　前３号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計

画に従い景観行政団体の条例で定める行為
２ 　 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、国土交通省令で定める事項を変
更しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。

３ 　 景観行政団体の長は、前２項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景
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観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対
し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

４ 　 前項の勧告は、第１項又は第２項の規定による届出のあった日から 30 日以内にしなければならな
い。

５ 　 前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第１項の届出を
することを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する
行為をしようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長にその旨を通知しなければならない。

６ 　 景観行政団体の長は、前項後段の通知があった場合において、良好な景観の形成のため必要がある
と認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、景観計画に定
められた当該行為についての制限に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。

７ 　 次に掲げる行為については、前各項の規定は、適用しない。
　一 　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
　二 　非常災害のため必要な応急措置として行う行為
　三 　景観重要建造物について、第 22 条第１項の規定による許可を受けて行う行為
　四 　景観計画に第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
　五 　景観重要公共施設について、第８条第２項第５号ハ（1）から（6）までに規定する許可（景観

計画にその基準が定められているものに限る。）を受けて行う行為
　六 　第 55 条第２項第１号の区域内の農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第

１号に規定する農用地区域をいう。）内において同法第 15 条の２第１項の許可を受けて行う同項
に規定する開発行為

　七 　国立公園又は国定公園の区域内において、第８条第２項第５号ホに規定する許可（景観計画に
その基準が定められているものに限る。）を受けて行う行為

　八 　第 61 条第１項の景観地区（次号において「景観地区」という。）内で行う建築物の建築等
　九 　景観計画に定められた工作物の建設等の制限のすべてについて第 72 条第２項の景観地区工作物

制限条例による制限が定められている場合における当該景観地区内で行う工作物の建設等
　十 　地区計画等（都市計画法第４条第９項に規定する地区計画等をいう。以下同じ。）の区域（地区

整備計画（同法第 12 条の５第２項第３号に規定する地区整備計画をいう。第 76 条第１項におい
て同じ。）、特定建築物地区整備計画（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平
成９年法律第 49 号）第 32 条第２項第２号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。第 76 条第
１項において同じ。）、防災街区整備地区整備計画（同法第 32 条第２項第３号に規定する防災街区
整備地区整備計画をいう。第 76 条第１項において同じ。）、歴史的風致維持向上地区整備計画（地
域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20 年法律第 40 号）第 31 条第２項第４
号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。第 76 条第１項において同じ。）、沿道地区
整備計画（幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和 55 年法律第 34 号）第９条第２項第２号に
規定する沿道地区整備計画をいう。第 76 条第１項において同じ。）又は集落地区整備計画（集落
地域整備法（昭和 62 年法律第 63 号）第５条第３項に規定する集落地区整備計画をいう。第 76 条
第１項において同じ。）が定められている区域に限る。）内で行う土地の区画形質の変更、建築物
の新築、改築又は増築その他の政令で定める行為

　十一 　その他政令又は景観行政団体の条例で定める行為
（変更命令等）
第 17 条　 景観行政団体の長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、特定届出対象
行為（前条第１項第１号又は第２号の届出を要する行為のうち、当該景観行政団体の条例で定める
ものをいう。第７項及び次条第１項において同じ。）について、景観計画に定められた建築物又は工
作物の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し、当該制限に適合させ
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るため必要な限度において、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずるこ
とができる。この場合においては、前条第３項の規定は、適用しない。

２ 　 前項の処分は、前条第１項又は第２項の届出をした者に対しては、当該届出があった日から 30 日
以内に限り、することができる。

３ 　 第１項の処分は、前条第１項又は第２項の届出に係る建築物若しくは工作物又はこれらの部分の
形態意匠が政令で定める他の法令の規定により義務付けられたものであるときは、当該義務の履行
に支障のないものでなければならない。

４ 　 景観行政団体の長は、前条第１項又は第２項の届出があった場合において、実地の調査をする必
要があるとき、その他第２項の期間内に第１項の処分をすることができない合理的な理由があると
きは、90 日を超えない範囲でその理由が存続する間、第２項の期間を延長することができる。この
場合においては、同項の期間内に、前条第１項又は第２項の届出をした者に対し、その旨、延長す
る期間及び延長する理由を通知しなければならない。

５ 　 景観行政団体の長は、第１項の処分に違反した者又はその者から当該建築物又は工作物について
の権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、景観計画に定められた建築物又は工作物の形
態意匠の制限に適合させるため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく
困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとることを命ずることができる。

６ 　 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置（以下この条において「原状回復等」
という。）を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知する
ことができないときは、景観行政団体の長は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、
又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当
の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないとき
は、景観行政団体の長又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじ
め公告しなければならない。

７ 　 景観行政団体の長は、第１項の規定の施行に必要な限度において、同項の規定により必要な措置
をとることを命ぜられた者に対し、当該措置の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又
は景観行政団体の職員に、当該建築物の敷地若しくは当該工作物の存する土地に立ち入り、特定届
出対象行為の実施状況を検査させ、若しくは特定届出対象行為が景観に及ぼす影響を調査させるこ
とができる。

８ 　 第６項の規定により原状回復等を行おうとする者及び前項の規定により立入検査又は立入調査を
する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示し
なければならない。

９ 　 第７項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して
はならない。

（行為の着手の制限）
第 18 条　 第 16 条第１項又は第２項の規定による届出をした者は、景観行政団体がその届出を受理した
日から 30 日（特定届出対象行為について前条第４項の規定により同条第２項の期間が延長された場
合にあっては、その延長された期間）を経過した後でなければ、当該届出に係る行為（根切り工事
その他の政令で定める工事に係るものを除く。第 102 条第４号において同じ。）に着手してはならな
い。ただし、特定届出対象行為について前条第１項の命令を受け、かつ、これに基づき行う行為に
ついては、この限りでない。

２ 　 景観行政団体の長は、第 16 条第１項又は第２項の規定による届出に係る行為について、良好な景
観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項本文の期間を短縮することができる。

　第３節　景観重要建造物等
　　第１款　景観重要建造物の指定等
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（景観重要建造物の指定）
第 19 条　 景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要建造物の指定の方針（次条第３項にお
いて「指定方針」という。）に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物（これと一
体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節において同じ。）で国土
交通省令で定める基準に該当するものを、景観重要建造物として指定することができる。

２ 　 景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該建造物の
所有者（所有者が二人以上いるときは、その全員。次条第２項及び第 21 条第１項において同じ。）
の意見を聴かなければならない。

３ 　 第１項の規定は、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）の規定により国宝、重要文化財、特別
史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建造物については、
適用しない。

（景観重要建造物の指定の提案）
第 20 条　 景観計画区域内の建造物の所有者は、当該建造物について、良好な景観の形成に重要であっ
て前条第１項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で
定めるところにより、景観行政団体の長に対し、景観重要建造物として指定することを提案するこ
とができる。この場合において、当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、
あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

２ 　 第 92 条第１項の規定により指定された景観整備機構（以下この節及び第５節において「景観整備
機構」という。）は、景観計画区域内の建造物について、良好な景観の形成に重要であって前条第１
項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、あらかじめ当該建造物の所有者の同意を得て、景観行政団体の長に対し、景観重要建造
物として指定することを提案することができる。

３ 　 景観行政団体の長は、前２項の規定による提案に係る建造物について、指定方針、前条第１項の
国土交通省令で定める基準等に照らし、景観重要建造物として指定する必要がないと判断したとき
は、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。

（指定の通知等）
第 21条　 景観行政団体の長は、第 19 条第１項の規定により景観重要建造物を指定したときは、直ちに、

その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要建造物の所有者（当該指定が前条第２項
の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要建造物の所有者及び当該提案に係る景
観整備機構）に通知しなければならない。

２ 　 景観行政団体は、第 19 条第１項の規定による景観重要建造物の指定があったときは、遅滞なく、
条例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

（現状変更の規制）
第 22 条　 何人も、景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要建造物の増築、改築、移転若し
くは除却、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしてはならない。ただし、
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置
として行う行為については、この限りでない。

２ 　 景観行政団体の長は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る行為が当該景観
重要建造物の良好な景観の保全に支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

３ 　 景観行政団体の長は、第１項の許可の申請があった場合において、当該景観重要建造物の良好な
景観の保全のため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

４ 　 第１項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体が行う行為については、同項の許可を受
けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようと
するときは、あらかじめ、景観行政団体の長に協議しなければならない。
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（原状回復命令等）
第 23 条　 景観行政団体の長は、前条第１項の規定に違反した者又は同条第３項の規定により許可に付
された条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該景観重要建造
物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該景観重要建造物の良好な景観
を保全するため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、
これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

２ 　 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置（以下この条において「原状回復等」
という。）を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知する
ことができないときは、景観行政団体の長は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、
又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当
の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないとき
は、景観行政団体の長又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじ
め公告しなければならない。

３ 　 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請
求があった場合においては、これを提示しなければならない。

（損失の補償）
第 24 条　 景観行政団体は、第 22 条第１項の許可を受けることができないために損失を受けた景観重要
建造物の所有者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、当該許可の申請に係る行為をす
るについて、他の法律（法律に基づく命令及び条例を含む。）で行政庁の許可その他の処分を受ける
べきことを定めているもの（当該許可その他の処分を受けることができないために損失を受けた者
に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。）がある場合において、当該許可そ
の他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当する場合における当該許可の
申請に係る行為については、この限りでない。

２ 　 前項の規定による損失の補償については、景観行政団体の長と損失を受けた者が協議しなければ
ならない。

３ 　 前項の規定による協議が成立しない場合においては、景観行政団体の長又は損失を受けた者は、
政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）第 94 条第２項の
規定による裁決を申請することができる。

（景観重要建造物の所有者の管理義務等）
第 25 条　 景観重要建造物の所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理しな
ければならない。

２ 　 景観行政団体は、条例で、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準を
定めることができる。

（管理に関する命令又は勧告）
第 26 条　 景観行政団体の長は、景観重要建造物の管理が適当でないため当該景観重要建造物が滅失し
若しくは毀損するおそれがあると認められるとき、又は前条第２項の規定に基づく条例が定められ
ている場合にあっては景観重要建造物の管理が当該条例に従って適切に行われていないと認められ
るときは、当該景観重要建造物の所有者又は管理者に対し、管理の方法の改善その他管理に関し必
要な措置を命じ、又は勧告することができる。

（指定の解除）
第 27 条　 景観行政団体の長は、景観重要建造物について、第 19 条第３項に規定する建造物に該当する
に至ったとき、又は滅失、毀損その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、
その指定を解除しなければならない。

２ 　 景観行政団体の長は、景観重要建造物について、公益上の理由その他特別な理由があるときは、
その指定を解除することができる。
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３ 　 第 21 条第１項の規定は、前２項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。

　　第２款　景観重要樹木の指定等
（景観重要樹木の指定）
第 28 条　 景観行政団体の長は、景観計画に定められた景観重要樹木の指定の方針（次条第３項におい
て「指定方針」という。）に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木で国土交通省令（都
市計画区域外の樹木にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款において同じ。）で定め
る基準に該当するものを、景観重要樹木として指定することができる。

２ 　 景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、その指定をし
ようとする樹木の所有者（所有者が二人以上いるときは、その全員。次条第２項及び第 30 条第１項
において同じ。）の意見を聴かなければならない。

３ 　 第１項の規定は、文化財保護法の規定により特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物と
して指定され、又は仮指定された樹木については、適用しない。

（景観重要樹木の指定の提案）
第 29 条　 景観計画区域内の樹木の所有者は、当該樹木について、良好な景観の形成に重要であって前
条第１項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定め
るところにより、景観行政団体の長に対し、景観重要樹木として指定することを提案することがで
きる。この場合において、当該樹木に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、
その全員の合意を得なければならない。

２ 　 景観整備機構は、景観計画区域内の樹木について、良好な景観の形成に重要であって前条第１項
の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところ
により、あらかじめ当該樹木の所有者の同意を得て、景観行政団体の長に対し、景観重要樹木とし
て指定することを提案することができる。

３ 　 景観行政団体の長は、前２項の規定による提案に係る樹木について、指定方針、前条第１項の国
土交通省令で定める基準等に照らし、景観重要樹木として指定する必要がないと判断したときは、
遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。

（指定の通知等）
第 30 条　 景観行政団体の長は、第 28 条第１項の規定により景観重要樹木を指定したときは、直ちに、
その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要樹木の所有者（当該指定が前条第２項の
規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要樹木の所有者及び当該提案に係る景観整
備機構）に通知しなければならない。

２ 　 景観行政団体は、第 28 条第１項の規定による景観重要樹木の指定があったときは、遅滞なく、条
例又は規則で定めるところにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

（現状変更の規制）
第 31 条　 何人も、景観行政団体の長の許可を受けなければ、景観重要樹木の伐採又は移植をしてはな
らない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のた
め必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

２ 　 第 22 条第２項から第４項までの規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条
第２項及び第３項中「景観重要建造物」とあるのは、「景観重要樹木」と読み替えるものとする。

（原状回復命令等についての準用）
第 32 条　 第 23 条の規定は、前条第１項の規定に違反した者又は同条第２項において準用する第 22 条
第３項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。この場合にお
いて、第 23 条第１項中「景観重要建造物」とあるのは、「景観重要樹木」と読み替えるものとする。

２ 　 第 24 条の規定は、前条第１項の許可を受けることができないために受けた景観重要樹木の所有者
の損失について準用する。
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（景観重要樹木の所有者の管理義務等）
第 33 条　 景観重要樹木の所有者及び管理者は、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理しなけ
ればならない。

２ 　 景観行政団体は、条例で、景観重要樹木の管理の方法の基準を定めることができる。
（管理に関する命令又は勧告）
第 34 条　 景観行政団体の長は、景観重要樹木の管理が適当でないため当該景観重要樹木が滅失し若し
くは枯死するおそれがあると認められるとき、又は前条第２項の規定に基づく条例が定められてい
る場合にあっては景観重要樹木の管理が当該条例に従って適切に行われていないと認められるとき
は、当該景観重要樹木の所有者又は管理者に対し、管理の方法の改善その他管理に関し必要な措置
を命じ、又は勧告することができる。

（指定の解除）
第 35条　 景観行政団体の長は、景観重要樹木について、第 28 条第３項に規定する樹木に該当するに至っ
たとき、又は滅失、枯死その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指
定を解除しなければならない。

２ 　 景観行政団体の長は、景観重要樹木について、公益上の理由その他特別な理由があるときは、そ
の指定を解除することができる。

３ 　 第 30 条第１項の規定は、前２項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

　　第３款　管理協定
（管理協定の締結等）
第 36 条　 景観行政団体又は景観整備機構は、景観重要建造物又は景観重要樹木の適切な管理のため必
要があると認めるときは、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者（所有者が二人以上いる
ときは、その全員。第 42 条第１項において同じ。）と次に掲げる事項を定めた協定（以下「管理協定」
という。）を締結して、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うことができる。

　一 　管理協定の目的となる景観重要建造物（以下「協定建造物」という。）又は管理協定の目的とな
る景観重要樹木（以下「協定樹木」という。）

　二 　協定建造物又は協定樹木の管理の方法に関する事項
　三 　管理協定の有効期間
　四 　管理協定に違反した場合の措置
２ 　 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
　一  　協定建造物又は協定樹木の利用を不当に制限するものでないこと。
　二 　前項第２号から第４号までに掲げる事項について国土交通省令（都市計画区域外の協定樹木に

係る管理協定にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款において同じ。）で定める基
準に適合するものであること。

３ 　 景観整備機構が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、景観行政団体の長の認可を受
けなければならない。

（管理協定の縦覧等）
第 37 条　 景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第３項の
規定による管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を
公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

２ 　 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協
定について、景観行政団体又はその長に意見書を提出することができる。

（管理協定の認可）
第 38 条　 景観行政団体の長は、第 36 条第３項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいず
れにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。
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一 　申請手続が法令に違反しないこと。
二 　管理協定の内容が、第 36 条第２項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

（管理協定の公告）
第 39 条　 景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、国
土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該景観行政団
体の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。

（管理協定の変更）
第 40 条　 第 36 条第２項及び第３項並びに前３条の規定は、管理協定において定められた事項の変更に
ついて準用する。

（管理協定の効力）
第 41 条　 第 39 条（前条において準用する場合を含む。）の規定による公告があった管理協定は、その
公告があった後において当該協定建造物又は協定樹木の所有者となった者に対しても、その効力が
あるものとする。

（緑地管理機構の業務の特例）
第 42 条　 都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）第 68 条第１項の規定により指定された緑地管理機構で

あって同法第 69 条第１号イの業務を行うもの（以下この節において「緑地管理機構」という。）は、
景観重要樹木の適切な管理のため必要があると認めるときは、同条各号に掲げる業務のほか、当該
景観重要樹木の所有者と管理協定を締結して、当該景観重要樹木の管理及びこれに附帯する業務を
行うことができる。

２ 　 前項の場合においては、都市緑地法第 70 条中「又はニ（1）に掲げる業務」とあるのは、「若しく
はニ（1）に掲げる業務又は景観法第 42 条第１項に規定する業務」とする。

３ 　 第 36 条第２項及び第３項並びに第 37 条から前条までの規定は、前２項の規定により緑地管理機
構が業務を行う場合について準用する。

　　第４款　雑則
（所有者の変更の場合の届出）
第 43 条　 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、

遅滞なく、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。
（台帳）
第 44 条　 景観行政団体の長は、景観重要建造物又は景観重要樹木に関する台帳を作成し、これを保管
しなければならない。

２ 　 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令（都市計画区域外の景観重要樹木
に関する台帳にあっては、国土交通省令・農林水産省令）で定める。

（報告の徴収）
第 45 条　 景観行政団体の長は、必要があると認めるときは、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有
者に対し、景観重要建造物又は景観重要樹木の現状について報告を求めることができる。

（助言又は援助）
第 46 条　 景観重要建造物の所有者は景観行政団体又は景観整備機構に対し、景観重要樹木の所有者は
景観行政団体又は景観整備機構若しくは緑地管理機構に対し、それぞれ景観重要建造物又は景観重
要樹木の管理に関し必要な助言又は援助を求めることができる。

　第４節　景観重要公共施設の整備等
（景観重要公共施設の整備）
第 47 条　 景観計画に第８条第２項第５号ロの景観重要公共施設の整備に関する事項が定められた場合
においては、当該景観重要公共施設の整備は、当該景観計画に即して行われなければならない。
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（電線共同溝の整備等に関する特別措置法の特例）
第 48 条　 景観計画に景観重要公共施設として定められた道路法による道路（以下「景観重要道路」と
いう。）に関する電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第 39 号）第３条の規定の
適用については、同条第１項中「その安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図るため」とある
のは「景観計画（景観法第８条第１項に規定する景観計画をいう。）に即し、その景観の整備と安全
な交通の確保を図るため」と、「特に必要である」とあるのは「必要である」と、同条第２項中「市
町村を除く。）」とあるのは「市町村を除く。）、当該指定に係る道路の存する区域において景観行政
団体（景観法第７条第１項に規定する景観行政団体をいう。以下同じ。）である都道府県（当該指定
に係る道路の道路管理者が都道府県である場合の当該都道府県及び次項の規定による要請をした都
道府県を除く。）」と、同条第３項中「市町村」とあるのは「市町村又は景観行政団体である都道府県」
とする。

（道路法の特例）
第 49 条　 景観計画に第８条第２項第５号ハ（1）の許可の基準に関する事項が定められた景観重要道路
についての道路法第 33 条、第 36 条第２項及び第 87 条第１項の規定の適用については、同法第 33
条及び第 36 条第２項中「政令で定める基準」とあるのは「政令で定める基準及び景観法第８条第１
項に規定する景観計画に定められた同条第２項第５号ハ（1）の許可の基準」と、同法第 87 条第１
項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は良好な景観を形成する」とする。

（河川法の規定による許可の特例）
第 50 条　 景観計画に第８条第２項第５号ハ（2）の許可の基準が定められた景観重要公共施設である河
川法による河川（以下この条において「景観重要河川」という。）の河川区域（同法第６条第１項（同
法第 100 条第１項において準用する場合を含む。）に規定する河川区域をいう。）内の土地における
同法第 24 条、第 25 条、第 26 条第１項又は第 27 条第１項（これらの規定を同法第 100 条第１項に
おいて準用する場合を含む。）の規定による許可を要する行為については、当該景観重要河川の河川
管理者（同法第７条（同法第 100 条第１項において準用する場合を含む。）に規定する河川管理者を
いう。）は、当該行為が当該景観計画に定められた同号ハ（2）の許可の基準に適合しない場合には、
これらの規定による許可をしてはならない。

（都市公園法の規定による許可の特例等）
第 51 条　 景観計画に第８条第２項第５号ハ（3）の許可の基準（都市公園法第５条第１項の許可に係る
ものに限る。以下この項において同じ。）が定められた景観重要公共施設である同法による都市公園
（以下この条において「景観重要都市公園」という。）における同法第５条第１項の許可を要する行
為については、当該景観重要都市公園の公園管理者（同項に規定する公園管理者をいう。）は、当該
行為が当該景観計画に定められた同号ハ（3）の許可の基準に適合しない場合には、同項の許可をし
てはならない。

２ 　 景観計画に第８条第２項第５号ハ（3）の許可の基準（都市公園法第６条第１項又は第３項の許可
に係るものに限る。）が定められた景観重要都市公園についての同法第７条の規定の適用については、
同条中「政令で定める技術的基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準及び景観法第８条第１項
に規定する景観計画に定められた同条第２項第５号ハ（3）の許可の基準」とする。

（海岸法の特例等）
第 52 条　 景観計画に第８条第２項第５号ハ（4）の許可の基準（海岸法第７条第１項又は第８条第１項
の許可に係るものに限る。）が定められた景観重要公共施設である海岸保全区域等に係る海岸（次項
において「景観重要海岸」という。）についての同法第７条第２項及び第８条第２項の規定の適用に
ついては、同法第７条第２項中「及ぼすおそれがある」とあるのは「及ぼすおそれがあり、又は景
観法第８条第１項に規定する景観計画に定められた同条第２項第５号ハ（4）の許可の基準（前項の
許可に係るものに限る。）に適合しないものである」と、同法第８条第２項中「前条第２項」とある
のは「景観法第 52 条第１項の規定により読み替えて適用する前条第２項」と、「準用する」とある
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のは「準用する。この場合において、同条第２項中「前項の許可に係るもの」とあるのは、「次条第
１項の許可に係るもの」と読み替えるものとする」とする。

２ 　 景観計画に第８条第２項第５号ハ（4）の許可の基準（海岸法第 37 条の４又は第 37 条の５の許可
に係るものに限る。以下この項において同じ。）が定められた景観重要海岸の一般公共海岸区域（同
法第２条第２項に規定する一般公共海岸区域をいう。）内における同法第 37 条の４又は第 37 条の５
の許可を要する行為については、当該景観重要海岸の海岸管理者（同法第２条第３項に規定する海
岸管理者をいう。）は、当該行為が当該景観計画に定められた同号ハ（4）の許可の基準に適合しな
い場合には、これらの規定による許可をしてはならない。

（港湾法の特例）
第 53 条　 景観計画に第８条第２項第５号ハ（5）の許可の基準が定められた景観重要公共施設である港
湾法による港湾についての同法第 37 条第２項の規定の適用については、同項中「又は第３条の３第
９項」とあるのは「若しくは第３条の３第９項」と、「与えるものである」とあるのは「与えるもの
であり、又は景観法第８条第１項に規定する景観計画に定められた同条第２項第５号ハ（5）の許可
の基準に適合しないものである」とする。

（漁港漁場整備法の特例）
第 54 条　 景観計画に第８条第２項第５号ハ（6）の許可の基準が定められた景観重要公共施設である漁
港漁場整備法による漁港についての同法第 39 条第２項及び第３項の規定の適用については、同条第
２項中「又は漁港」とあるのは「若しくは漁港」と、「与える」とあるのは「与え、又は景観法第８
条第１項に規定する景観計画に定められた同条第２項第５号ハ（6）の許可の基準に適合しない」と、
同条第３項中「保全上」とあるのは「保全上又は良好な景観の形成上」とする。

　
　第５節　景観農業振興地域整備計画等
（景観農業振興地域整備計画）
第 55 条　 市町村は、第８条第２項第５号ニに掲げる基本的な事項が定められた景観計画に係る景観計
画区域のうち農業振興地域（農業振興地域の整備に関する法律第６条第１項の規定により指定され
た地域をいう。）内にあるものについて、農業振興地域整備計画を達成するとともに、景観と調和の
とれた良好な営農条件を確保するため、その地域の特性にふさわしい農用地（同法第３条第１号に
規定する農用地をいう。以下同じ。）及び農業用施設その他の施設の整備を一体的に推進する必要が
あると認める場合には、景観農業振興地域整備計画を定めることができる。

２ 　 景観農業振興地域整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
　一 　景観農業振興地域整備計画の区域
　二 　前号の区域内における景観と調和のとれた土地の農業上の利用に関する事項
　三 　第１号の区域内における農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第２号、第２号の２及

び第４号に掲げる事項
３ 　 景観農業振興地域整備計画は、景観計画及び農業振興地域整備計画に適合するとともに、農業振
興地域の整備に関する法律第４条第３項に規定する計画との調和が保たれたものであり、かつ、前
項第１号の区域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該区域において総合的に農業の振興を
図るため必要な事項を一体的に定めるものでなければならない。

４ 　 農業振興地域の整備に関する法律第８条第４項前段、第 10 条第２項、第 11 条（第９項後段及び
第 12 項を除く。）、第 12 条並びに第 13 条第１項前段及び第４項の規定は、景観農業振興地域整備計
画について準用する。この場合において、同法第 11 条第３項中「農業振興地域整備計画のうち農用
地利用計画に係る農用地区域内」とあるのは「景観農業振興地域整備計画（景観法第 55 条第１項の
規定により定められた景観農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。）に係る同条第２項第１号の区
域内」と、「当該農用地利用計画」とあるのは「当該景観農業振興地域整備計画」と、「同項」とあ
るのは「第１項」と、同条第 10 項中「農用地区域」とあるのは「景観法第 55 条第２項第１号の区域」と、
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同条第 11 項中「農用地等としての利用に供する」とあるのは「景観農業振興地域整備計画に従つて
利用する」と、同法第 13 条第１項前段中「農業振興地域整備基本方針」とあるのは「景観法第８条
第１項の景観計画若しくは農業振興地域整備計画」と、「変更により、前条第１項の規定による基礎
調査の結果により」とあるのは「変更により」と、「生じたときは、政令で定めるところにより」と
あるのは「生じたときは」と、同条第４項中「第８条第４項及び第 11 条（第 12 項を除く。）」とあ
るのは「第８条第４項前段及び第 11 条（第９項後段及び第 12 項を除く。）」と読み替えるものとする。

（土地利用についての勧告）
第 56 条　 市町村長は、前条第２項第１号の区域内にある土地が景観農業振興地域整備計画に従って利
用されていない場合において、景観農業振興地域整備計画の達成のため必要があるときは、その土
地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者に対し、その土
地を当該景観農業振興地域整備計画に従って利用すべき旨を勧告することができる。

２ 　 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わない
とき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、その土地を景観農業振興地域整備計
画に従って利用するためその土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しよう
とする者で市町村長の指定を受けたものとその土地についての所有権の移転又は使用及び収益を目
的とする権利の設定若しくは移転に関し協議すべき旨を勧告することができる。

（農地法の特例）
第 57 条　 前条第２項に規定する場合において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、

農業委員会（農業委員会等に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第３条第５項の規定により農業
委員会を置かない市町村にあっては、市町村長）又は都道府県知事は、前条第２項の勧告に係る協
議がととのったことによりその勧告を受けた者がその勧告に係る農地又は採草放牧地（農地法（昭
和 27 年法律第 229 号）第２条第１項に規定する農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。）につき当
該景観整備機構のために使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとするときは、農地法第３条
第２項（第２号の２、第４号、第５号、第７号及び第８号に係る部分に限る。）の規定にかかわらず、
同条第１項の許可をすることができる。

２ 　 前条第２項の勧告に係る協議がととのったことにより景観整備機構のために使用貸借による権利
又は賃借権が設定されている農地については、農地法第６条第１項の規定は、適用しない。

３ 　 前条第２項の勧告に係る協議がととのったことにより景観整備機構のために賃借権が設定されて
いる農地又は採草放牧地の賃貸借については、農地法第 19 条本文並びに第 20 条第１項本文、第７
項及び第８項の規定は、適用しない。

（農業振興地域の整備に関する法律の特例）
第 58 条　 都道府県知事は、農業振興地域の整備に関する法律第 15 条の２第１項の許可をしようとする
場合において、同項に規定する開発行為に係る土地が第 55 条第２項第１号の区域内にあるときは、
当該開発行為が同法第 15 条の２第４項各号のいずれかに該当するほか、当該開発行為により当該開
発行為に係る土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用することが困難となると認めるときは、
これを許可してはならない。

２ 　 前項の許可についての農業振興地域の整備に関する法律第 15 条の２第５項の規定の適用について
は、同項中「農業上の利用を確保するために」とあるのは、「農業上の利用又は景観法第 55 条第１
項の規定により定められた景観農業振興地域整備計画に従つた利用を確保するために」とする。

（市町村森林整備計画の変更）
第 59 条　 市町村は、森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 10 条の６第２項及び第３項に規定する場合
のほか、その区域内にある同法第５条第１項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森
林につき、景観計画に即してその公益的機能の維持増進を図ることが適当と認める場合には、同法
第 10 条の５第１項の規定によりたてられた市町村森林整備計画の一部を変更することができる。

２ 　 前項の規定による変更は、森林法第 10 条の６第３項の規定によりしたものとみなす。
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　第６節　自然公園法の特例
第 60 条　 第８条第２項第５号ホに掲げる事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内における自
然公園法第 13 条第４項、第 14 条第４項及び第 24 条第４項の規定の適用については、これらの規定
中「環境省令で定める基準」とあるのは、「環境省令で定める基準及び景観法第８条第１項に規定す
る景観計画に定められた同条第２項第５号ホの許可の基準」とする。

第３章　景観地区等
　第１節　景観地区
　　第１款　景観地区に関する都市計画
第 61 条　 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域については、市街地の良好な景
観の形成を図るため、都市計画に、景観地区を定めることができる。

２ 　 景観地区に関する都市計画には、都市計画法第８条第３項第１号及び第３号に掲げる事項のほか、
第１号に掲げる事項を定めるとともに、第２号から第４号までに掲げる事項のうち必要なものを定
めるものとする。この場合において、これらに相当する事項が定められた景観計画に係る景観計画
区域内においては、当該都市計画は、当該景観計画による良好な景観の形成に支障がないように定
めるものとする。

　一 　建築物の形態意匠の制限
　二 　建築物の高さの最高限度又は最低限度
　三 　壁面の位置の制限
　四 　建築物の敷地面積の最低限度

　　第２款　建築物の形態意匠の制限
（建築物の形態意匠の制限）
第 62 条　 景観地区内の建築物の形態意匠は、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合す
るものでなければならない。ただし、政令で定める他の法令の規定により義務付けられた建築物又
はその部分の形態意匠にあっては、この限りでない。

（計画の認定）
第 63 条　 景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、前条の
規定に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならな
い。当該認定を受けた建築物の計画を変更して建築等をしようとする場合も、同様とする。

２ 　 市町村長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から 30 日以内に、申請に
係る建築物の計画が前条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて当該規定に適
合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければならない。

３ 　 市町村長は、前項の規定により審査をした場合において、申請に係る建築物の計画が前条の規定
に適合しないものと認めたとき、又は当該申請書の記載によっては当該規定に適合するかどうかを
決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の
期間内に当該申請者に交付しなければならない。

４ 　 第２項の認定証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築等の工事（根切り工事その他
の政令で定める工事を除く。第 101 条第３号において同じ。）は、することができない。

５ 　 第１項の申請書、第２項の認定証及び第３項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。
（違反建築物に対する措置）
第 64 条　 市町村長は、第 62 条の規定に違反した建築物があるときは、建築等工事主（建築物の建築等
をする者をいう。以下同じ。）、当該建築物の建築等の工事の請負人（請負工事の下請人を含む。以
下この章において同じ。）若しくは現場管理者又は当該建築物の所有者、管理者若しくは占有者に対
し、当該建築物に係る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて当該建築物の改築、修繕、
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模様替、色彩の変更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることが
できる。

２ 　 市町村長は、前項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定
める方法により、その旨を公示しなければならない。

３ 　 前項の標識は、第１項の規定による処分に係る建築物又はその敷地内に設置することができる。
この場合においては、同項の規定による処分に係る建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有
者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

４ 　 第１項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜら
れるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認め
られるときは、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若し
くは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を
行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委
任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

５ 　 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合に
おいては、これを提示しなければならない。

（違反建築物の設計者等に対する措置）
第 65 条　 市町村長は、前条第１項の規定による処分をした場合においては、国土交通省令で定めると
ころにより、当該処分に係る建築物の設計者、工事監理者（建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第
２条第７項に規定する工事監理をする者をいう。以下同じ。）若しくは工事の請負人又は当該建築物
について宅地建物取引業（宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）第２条第２号に規定する宅
地建物取引業をいう。以下同じ。）に係る取引をした宅地建物取引業者（同条第３号に規定する宅地
建物取引業者をいう。以下同じ。）の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を、建
築士法、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）又は宅地建物取引業法の定めるところによりこれらの
者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

２ 　 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、
当該通知に係る者について、建築士法、建設業法又は宅地建物取引業法による業務の停止の処分そ
の他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした市町村長に通知しなけ
ればならない。

（国又は地方公共団体の建築物に対する認定等に関する手続の特例）
第 66 条　 国又は地方公共団体の建築物については、第 63 条から前条までの規定は適用せず、次項から
第５項までに定めるところによる。

２ 　 景観地区内の建築物の建築等をしようとする者が国の機関又は地方公共団体（以下この条におい
て「国の機関等」という。）である場合においては、当該国の機関等は、当該工事に着手する前に、
その計画を市町村長に通知しなければならない。

３ 　 市町村長は、前項の通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日から 30 日以内に、当該通
知に係る建築物の計画が第 62 条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、当
該規定に適合するものと認めたときにあっては当該通知をした国の機関等に対して認定証を交付し、
当該規定に適合しないものと認めたとき、又は当該規定に適合するかどうかを決定することができ
ない正当な理由があるときにあってはその旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の
機関等に対して交付しなければならない。

４ 　 第２項の通知に係る建築物の建築等の工事（根切り工事その他の政令で定める工事を除く。）は、
前項の認定証の交付を受けた後でなければ、することができない。

５ 　 市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第 62 条の規定に違反すると認める場合においては、
直ちに、その旨を当該建築物を管理する国の機関等に通知し、第 64 条第１項に規定する必要な措置
をとるべきことを要請しなければならない。
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（条例との関係）
第 67 条　 第 63 条第２項及び前条第３項の規定は、市町村が、これらの規定による認定の審査の手続に
ついて、これらの規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

（工事現場における認定の表示等）
第 68 条　 景観地区内の建築物の建築等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、国土交通
省令で定めるところにより、建築等工事主、設計者（その者の責任において、設計図書を作成した
者をいう。以下同じ。）、工事施工者（建築物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自ら
その工事をする者をいう。以下同じ。）及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る
計画について第 63 条第２項又は第 66 条第３項の規定による認定があった旨の表示をしなければな
らない。

２ 　 景観地区内の建築物の建築等の工事の施工者は、当該工事に係る第 63 条第２項又は第 66 条第３
項の規定による認定を受けた計画の写しを当該工事現場に備えて置かなければならない。

（適用の除外）
第 69条　 第 62 条から前条までの規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。
　一 　 第 19 条第１項の規定により景観重要建造物として指定された建築物
　二 　文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念

物として指定され、又は仮指定された建築物
　三 　 文化財保護法第 143 条第１項の伝統的建造物群保存地区内にある建築物
　四 　第２号に掲げる建築物であったものの原形を再現する建築物で、市町村長がその原形の再現が

やむを得ないと認めたもの
　五 　前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物として市

町村の条例で定めるもの
２ 　 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された際現に存する建築物又は現に建築等の工
事中の建築物が、第 62 条の規定に適合しない場合又は同条の規定に適合しない部分を有する場合に
おいては、当該建築物又はその部分に対しては、同条から前条までの規定は、適用しない。

３ 　 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物又はその部分に対しては、適用しない。
　一 　 景観地区に関する都市計画の変更前に第 62 条の規定に違反している建築物又はその部分
　二 　景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後に増築、改築又は移転の工事に着手

した建築物
　三 　景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後に外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替又は色彩の変更の工事に着手した建築物の当該工事に係る部分
（形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置）
第 70 条　 市町村長は、前条第２項の規定により第 62 条から第 68 条までの規定の適用を受けない建築
物について、その形態意匠が景観地区における良好な景観の形成に著しく支障があると認める場合
においては、当該市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者
に対して、相当の期限を定めて、当該建築物の改築、模様替、色彩の変更その他都市計画において
定められた建築物の形態意匠の制限に適合するために必要な措置をとることを命ずることができる。
この場合においては、市町村は、当該命令に基づく措置によって通常生ずべき損害を時価によって
補償しなければならない。

２ 　 前項の規定によって補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、
政令で定めるところにより、その決定の通知を受けた日から一月以内に土地収用法第 94 条第２項の
規定による収用委員会の裁決を求めることができる。

（報告及び立入検査）
第 71 条　 市町村長は、この款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築
物の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、
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建築物の建築等に関する工事の計画若しくは施工の状況に関し報告させ、又はその職員に、建築物
の敷地若しくは工事現場に立ち入り、建築物、建築材料その他建築物に関する工事に関係がある物
件を検査させることができる。

２ 　 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけ
ればならない。

３ 　 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

　　第３款　工作物等の制限
（工作物の形態意匠等の制限）
第 72 条　 市町村は、景観地区内の工作物について、政令で定める基準に従い、条例で、その形態意匠
の制限、その高さの最高限度若しくは最低限度又は壁面後退区域（当該景観地区に関する都市計画
において壁面の位置の制限が定められた場合における当該制限として定められた限度の線と敷地境
界線との間の土地の区域をいう。第４項において同じ。）における工作物（土地に定着する工作物以
外のものを含む。同項において同じ。）の設置の制限を定めることができる。この場合において、こ
れらの制限に相当する事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内においては、当該条例は、
当該景観計画による良好な景観の形成に支障がないように定めるものとする。

２ 　 前項前段の規定に基づく条例（以下「景観地区工作物制限条例」という。）で工作物の形態意匠の
制限を定めたものには、第 63 条、第 64 条、第 66 条、第 68 条及び前条の規定の例により、当該条
例の施行に必要な市町村長による計画の認定、違反工作物に対する違反是正のための措置その他の
措置に関する規定を定めることができる。

３ 　 前項の規定は、第 63 条第２項及び第 66 条第３項の規定の例により景観地区工作物制限条例に定
めた市町村長の認定の審査の手続について、これらの規定に反しない限り、当該条例で必要な規定
を定めることを妨げるものではない。

４ 　 工作物の高さの最高限度若しくは最低限度又は壁面後退区域における工作物の設置の制限を定め
た景観地区工作物制限条例には、第 64 条及び前条の規定の例により、当該条例の施行に必要な違反
工作物に対する違反是正のための措置その他の措置に関する規定を定めることができる。

５ 　 景観地区工作物制限条例には、市町村長は、当該条例の規定により第 64 条第１項の処分に相当す
る処分をしたときは、当該処分に係る工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他国土交
通省令で定める事項を、建設業法の定めるところにより当該請負人を監督する国土交通大臣又は都
道府県知事に通知しなければならない旨を定めることができる。

６ 　 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定に基づく景観地区工作物制限条例の規定により同
項の通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る請負人について、建設業法による業
務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を当該通知をした市町村長に通知し
なければならない。

（開発行為等の制限）
第 73 条　 市町村は、景観地区内において、都市計画法第４条第 12 項に規定する開発行為（次節におい
て「開発行為」という。）その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良
好な景観を形成するため必要な規制をすることができる。

２ 　 都市計画法第 51 条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準
用する。

　第２節　準景観地区
（準景観地区の指定）
第 74 条　 市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域のうち、相当数の建築物の建
築が行われ、現に良好な景観が形成されている一定の区域について、その景観の保全を図るため、
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準景観地区を指定することができる。
２ 　 市町村は、準景観地区を指定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところに
より、その旨を公告し、当該準景観地区の区域の案を、当該準景観地区を指定しようとする理由を
記載した書面を添えて、当該公告から２週間公衆の縦覧に供しなければならない。

３ 　 前項の規定による公告があったときは、住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、
縦覧に供された準景観地区の区域の案について、市町村に意見書を提出することができる。

４ 　 市町村は、第１項の規定により準景観地区を指定しようとするときは、あらかじめ、前項の規定
により提出された意見書の写しを添えて、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

５ 　 準景観地区の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することにより行う。
６ 　 前各項の規定は、準景観地区の変更について準用する。
（準景観地区内における行為の規制）
第 75 条　 市町村は、準景観地区内における建築物又は工作物について、景観地区内におけるこれらに
対する規制に準じて政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制（建
築物については、建築基準法第 68 条の９第２項の規定に基づく条例により行われるものを除く。）
をすることができる。

２ 　 市町村は、準景観地区内において、開発行為その他政令で定める行為について、政令で定める基
準に従い、条例で、良好な景観を保全するため必要な規制をすることができる。

３ 　 都市計画法第 51 条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準
用する。

　第３節　地区計画等の区域内における建築物等の形態意匠の制限
第 76 条　 市町村は、地区計画等の区域（地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区
整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画において、
建築物又は工作物（以下この条において「建築物等」という。）の形態意匠の制限が定められている
区域に限る。）内における建築物等の形態意匠について、政令で定める基準に従い、条例で、当該地
区計画等において定められた建築物等の形態意匠の制限に適合するものとしなければならないこと
とすることができる。

２ 　 前項の規定による制限は、建築物等の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を
考慮し、当該地区計画等の区域の特性にふさわしい良好な景観の形成を図るため、合理的に必要と
認められる限度において行うものとする。

３ 　 第１項の規定に基づく条例（以下「地区計画等形態意匠条例」という。）には、第 63 条、第 64 条、
第 66 条、第 68 条及び第 71 条の規定の例により、当該条例の施行のため必要な市町村長による計画
の認定、違反建築物又は違反工作物に対する違反是正のための措置その他の措置に関する規定を定
めることができる。

４ 　 前項の規定は、第 63 条第２項及び第 66 条第３項の規定の例により地区計画等形態意匠条例に定
めた市町村長の認定の審査の手続について、これらの規定に反しない限り、当該条例で必要な規定
を定めることを妨げるものではない。

５ 　 地区計画等形態意匠条例には、市町村長は、当該条例の規定により第 64 条第１項の処分に相当す
る処分をしたときは、当該処分が建築物の建築等に係る場合にあっては当該処分に係る建築物の設
計者、工事監理者若しくは工事の請負人又は当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした
宅地建物取引業者の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を建築士法、建設業法
又は宅地建物取引業法の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事
に、当該処分が工作物の建設等に係る場合にあっては当該処分に係る工作物の工事の請負人の氏名
又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を建設業法の定めるところにより当該請負人を
監督する国土交通大臣又は都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない旨を定めることがで
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きる。
６ 　 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定に基づく地区計画等形態意匠条例の規定により同
項の通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法、建設業法又
は宅地建物取引業法による業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を当該
通知をした市町村長に通知しなければならない。

　第４節　雑則
（仮設建築物又は仮設工作物に対する制限の緩和）
第 77 条　 非常災害があった場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で市町村長が指
定するものの内においては、災害により破損した建築物若しくは工作物の応急の修繕又は次の各号
のいずれかに該当する応急仮設建築物の建築等若しくは応急仮設工作物の建設等若しくは設置でそ
の災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについては、この章の規定は、適用し
ない。

　一 　国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築等又は建設等若しくは設置をする
もの

　二 　被災者が自ら使用するために建築等をする建築物でその延べ面積が政令で定める規模以内のも
の

２ 　 災害があった場合において建築等又は建設等若しくは設置をする停車場、官公署その他これらに
類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物若しくは応急仮設工作物又は工事を施工するため
に現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物若しくは仮設工作物に
ついては、この章の規定は、適用しない。

３ 　 前２項の応急仮設建築物の建築等又は応急仮設工作物の建設等若しくは設置をした者は、その工
事を完了した後三月を超えてこの章の規定の適用を受けないで当該建築物又は工作物を存続しよう
とする場合においては、その超えることとなる日前に、市町村長の許可を受けなければならない。
ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分
がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なおこの章の規定の適用を受けないで当該建築
物又は工作物を存続することができる。

４ 　 市町村長は、前項の許可の申請があった場合において、良好な景観の形成に著しい支障がないと
認めるときは、二年以内の期間を限って、その許可をすることができる。

５ 　 市町村長は、第３項の許可の申請があった場合において、良好な景観の形成のため必要があると
認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

（国土交通大臣及び都道府県知事の勧告、助言又は援助）
第 78 条　 市町村長は、都道府県知事又は国土交通大臣に対し、この章の規定の適用に関し必要な助言
又は援助を求めることができる。

２ 　 国土交通大臣及び都道府県知事は、市町村長に対し、この章の規定の適用に関し必要な勧告、助
言又は援助をすることができる。

（市町村長に対する指示等）
第 79 条　 国土交通大臣は、市町村長がこの章の規定若しくは当該規定に基づく命令の規定に違反し、

又はこれらの規定に基づく処分を怠っている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に
関し必要があると認めるときは、当該市町村長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきこ
とを指示することができる。

２ 　 市町村長は、正当な理由がない限り、前項の規定により国土交通大臣が行った指示に従わなけれ
ばならない。

３ 　 国土交通大臣は、市町村長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第１項の規定による指示に
従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、
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自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。
（書類の閲覧）
第 80 条　 市町村長は、第 63 条第１項の認定その他この章の規定並びに当該規定に基づく命令及び条例
の規定による処分に関する書類であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定
めるところにより、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならない。

第４章　景観協定
（景観協定の締結等）
第 81条　 景観計画区域内の一団の土地（公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。）
の所有者及び借地権を有する者（土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）第 98 条第１項（大都
市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和 50 年法律第 67 号。以下「大
都市住宅等供給法」という。）第 83 条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。）の
規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び
借地権を有する者。以下この章において「土地所有者等」という。）は、その全員の合意により、当
該土地の区域における良好な景観の形成に関する協定（以下「景観協定」という。）を締結すること
ができる。ただし、当該土地（土地区画整理法第 98 条第１項の規定により仮換地として指定された
土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）の区域内に借地権の目的となっている土地があ
る場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要しない。

２ 　 景観協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
　一 　景観協定の目的となる土地の区域（以下「景観協定区域」という。）
　二 　良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの
　　イ　建築物の形態意匠に関する基準
　　ロ　建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
　　ハ　工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準
　　ニ　樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項
　　ホ　屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
　　ヘ　農用地の保全又は利用に関する事項
　　ト　その他良好な景観の形成に関する事項
　三 　景観協定の有効期間
　四 　景観協定に違反した場合の措置
３ 　 景観協定においては、前項各号に掲げるもののほか、景観計画区域内の土地のうち、景観協定区
域に隣接した土地であって、景観協定区域の一部とすることにより良好な景観の形成に資するもの
として景観協定区域の土地となることを当該景観協定区域内の土地所有者等が希望するもの（以下
「景観協定区域隣接地」という。）を定めることができる。

４ 　 景観協定は、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
（認可の申請に係る景観協定の縦覧等）
第 82 条　 景観行政団体の長は、前条第４項の規定による景観協定の認可の申請があったときは、国土
交通省令・農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該景観協定を当該公告の日か
ら二週間関係人の縦覧に供さなければならない。

２ 　 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該景観協
定について、景観行政団体の長に意見書を提出することができる。

（景観協定の認可）
第 83 条　 景観行政団体の長は、第 81 条第４項の規定による景観協定の認可の申請が、次の各号のいず
れにも該当するときは、当該景観協定を認可しなければならない。

　一 　 申請手続が法令に違反しないこと。
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　二 　 土地、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものでないこと。
　三 　 第 81 条第２項各号に掲げる事項（当該景観協定において景観協定区域隣接地を定める場合に

あっては、当該景観協定区域隣接地に関する事項を含む。）について国土交通省令・農林水産省令
で定める基準に適合するものであること。

２ 　 建築基準法第４条第１項の建築主事を置かない市町村である景観行政団体の長は、第 81 条第２項
第２号ロに掲げる事項を定めた景観協定について前項の認可をしようとするときは、前条第２項の
規定により提出された意見書の写しを添えて、都道府県知事に協議し、その同意を得なければなら
ない。

３ 　 景観行政団体の長は、第１項の認可をしたときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところ
により、その旨を公告し、かつ、当該景観協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の
縦覧に供するとともに、景観協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

（景観協定の変更）
第 84 条　 景観協定区域内における土地所有者等（当該景観協定の効力が及ばない者を除く。）は、景観

協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもってその旨を定
め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。

２ 　 前２条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
（景観協定区域からの除外）
第 85 条　 景観協定区域内の土地（土地区画整理法第 98 条第１項の規定により仮換地として指定された
土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）で当該景観協定の効力が及ばない者の所有する
ものの全部又は一部について借地権が消滅した場合においては、当該借地権の目的となっていた土
地（同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあっては、当該土地に
ついての仮換地として指定された土地）は、当該景観協定区域から除外されるものとする。

２ 　 景観協定区域内の土地で土地区画整理法第 98 条第１項の規定により仮換地として指定されたもの
が、同法第 86 条第１項の換地計画又は大都市住宅等供給法第 72 条第１項の換地計画において当該
土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第 91 条第３項
（大都市住宅等供給法第 82 条において準用する場合を含む。）の規定により当該土地に対応する従前
の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったと
きは、当該土地は、土地区画整理法第 103 条第４項（大都市住宅等供給法第 83 条において準用する
場合を含む。）の公告があった日が終了した時において当該景観協定区域から除外されるものとする。

３ 　 前２項の規定により景観協定区域内の土地が当該景観協定区域から除外された場合においては、
当該借地権を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る
土地所有者等（当該景観協定の効力が及ばない者を除く。）は、遅滞なく、その旨を景観行政団体の
長に届け出なければならない。

４ 　 第 83 条第３項の規定は、前項の規定による届出があった場合その他景観行政団体の長が第１項又
は第２項の規定により景観協定区域内の土地が当該景観協定区域から除外されたことを知った場合
について準用する。

（景観協定の効力）
第 86条　 第 83 条第３項（第 84 条第２項において準用する場合を含む。）の規定による認可の公告のあっ
た景観協定は、その公告のあった後において当該景観協定区域内の土地所有者等となった者（当該
景観協定について第 81 条第１項又は第 84 条第１項の規定による合意をしなかった者の有する土地
の所有権を承継した者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（景観協定の認可の公告のあった後景観協定に加わる手続等）
第 87 条　 景観協定区域内の土地の所有者（土地区画整理法第 98 条第１項の規定により仮換地として指
定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者）で当該景観協定の効力が及ば
ないものは、第 83 条第３項（第 84 条第２項において準用する場合を含む。）の規定による認可の公
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告があった後いつでも、景観行政団体の長に対して書面でその意思を表示することによって、当該
景観協定に加わることができる。

２ 　 景観協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第 83 条第３項（第 84 条第２項にお
いて準用する場合を含む。）の規定による認可の公告があった後いつでも、当該土地に係る土地所有
者等の全員の合意により、景観行政団体の長に対して書面でその意思を表示することによって、景
観協定に加わることができる。ただし、当該土地（土地区画整理法第 98 条第１項の規定により仮換
地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）の区域内に借地権の目的と
なっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者の合意を要し
ない。

３ 　 景観協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で前項の意思を表示したものに係る土地
の区域は、その意思の表示のあった時以後、景観協定区域の一部となるものとする。

４ 　 第 83 条第３項の規定は、第１項又は第２項の規定による意思の表示があった場合について準用す
る。

５ 　 景観協定は、第１項又は第２項の規定により当該景観協定に加わった者がその時において所有し、
又は借地権を有していた当該景観協定区域内の土地（土地区画整理法第 98 条第１項の規定により仮
換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）について、前項において
準用する第 83 条第３項の規定による公告のあった後において土地所有者等となった者（当該景観協
定について第２項の規定による合意をしなかった者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の
規定の適用がある者を除く。）に対しても、その効力があるものとする。

（景観協定の廃止）
第 88 条　 景観協定区域内の土地所有者等（当該景観協定の効力が及ばない者を除く。）は、第 81 条第
４項又は第 84 条第１項の認可を受けた景観協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の
合意をもってその旨を定め、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。

２ 　 景観行政団体の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
（土地の共有者等の取扱い）
第 89 条　 土地又は借地権が数人の共有に属するときは、第 81 条第１項、第 84 条第１項、第 87 条第１
項及び第２項並びに前条第１項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権を有する
者とみなす。

（一の所有者による景観協定の設定）
第 90 条　 景観計画区域内の一団の土地（第 81 条第１項の政令で定める土地を除く。）で、一の所有者
以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、良好な景観の形成のため必要があると認めるとき
は、景観行政団体の長の認可を受けて、当該土地の区域を景観協定区域とする景観協定を定めるこ
とができる。

２ 　 景観行政団体の長は、前項の規定による景観協定の認可の申請が第 83 条第１項各号のいずれにも
該当し、かつ、当該景観協定が良好な景観の形成のため必要であると認める場合に限り、当該景観
協定を認可するものとする。

３ 　 第 83 条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による認可について準用する。
４ 　 第２項の規定による認可を受けた景観協定は、認可の日から起算して３年以内において当該景観
協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することとなった時から、第 83 条第３項の規定によ
る認可の公告のあった景観協定と同一の効力を有する景観協定となる。

（借主等の地位）
第 91 条　 景観協定に定める事項が建築物又は工作物の借主の権限に係る場合においては、その景観協
定については、当該建築物又は工作物の借主を土地所有者等とみなして、この章の規定を適用する。

２ 　 景観協定に農用地の保全又は利用に関する事項を定める場合においては、その景観協定について
は、当該農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利その他の使用及び収
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益を目的とする権利を有する者を土地所有者等とみなして、この章の規定を適用する。

第５章　景観整備機構
（指定）
第 92 条　 景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第２条
第２項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると
認められるものを、その申請により、景観整備機構（以下「機構」という。）として指定することが
できる。

２ 　 景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の
所在地を公示しなければならない。

３ 　 機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を
景観行政団体の長に届け出なければならない。

４ 　 景観行政団体の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなけ
ればならない。

（機構の業務）
第 93条　 機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
　一 　良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情

報の提供、相談その他の援助を行うこと。
　二 　管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
　三  　景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若し

くは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加す
ること。

　四 　前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。　
　五 　第 55 条第２項第１号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、

委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行
うこと。

　六 　良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
　七 　前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。
（機構の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例）
第94条　 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）第４条第１項の規定は、機構に対し、
前条第４号に掲げる業務の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者に
ついては、適用しない。

（監督等）
第 95 条　 景観行政団体の長は、第 93 条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要が
あると認めるときは、機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

２ 　 景観行政団体の長は、機構が第 93 条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認める
ときは、機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

３ 　 景観行政団体の長は、機構が前項の規定による命令に違反したときは、第 92 条第１項の規定によ
る指定を取り消すことができる。

４ 　 景観行政団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければなら
ない。

（情報の提供等）
第 96 条　 国及び関係地方公共団体は、機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導
若しくは助言をするものとする。
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第６章　雑則
（権限の委任）
第 97 条　 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部
を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

（政令への委任）
第 98条　 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
（経過措置）
第 99 条　 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制
定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過
措置を含む。）を定めることができる。

第７章　罰則
第 100 条　第 17 条第５項の規定による景観行政団体の長の命令又は第 64 条第１項の規定による市町村
長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。

第 101 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円以下の罰金に処する。
　一 　第 17 条第１項の規定による景観行政団体の長の命令又は第 70 条第１項の規定による市町村長

の命令に違反した者
　二 　第 63 条第１項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
　三 　第 63 条第４項の規定に違反して、建築物の建築等の工事をした者
　四 　第 77 条第３項の規定に違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者
第 102 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円以下の罰金に処する。
　一 　第 16 条第１項又は第２項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
　二 　第 17 条第７項又は第 71 条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
　三 　第 17 条第７項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第 71 条第１項の規定による立入検

査を拒み、妨げ、又は忌避した者
　四 　第 18 条第１項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
　五 　第 22 条第１項又は第 31 条第１項の規定に違反して、行為をした者
　六 　第 22 条第３項（第 31 条第２項において準用する場合を含む。）の規定により許可に付された条

件に違反した者
　七 　第 23 条第１項（第 32 条第１項において準用する場合を含む。）の規定による景観行政団体の長

の命令に違反した者
　八 　第 68 条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備え

て置かなかった者
第 103 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
務に関し、前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条
の罰金刑を科する。

第 104 条　第 26 条又は第 34 条の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者は、30 万円以下の過
料に処する。

第 105 条　第 45 条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20 万円以下の過料に処する。
第 106 条　第 43 条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、５万円以下の過料に処
する。

第 107 条　第 72 条第１項、第 73 条第１項、第 75 条第１項若しくは第２項又は第 76 条第１項の規定に
基づく条例には、これに違反した者に対し、50 万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることがで
きる。
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第３章　市町村の普通税
　第２節　固定資産税
　　第 349 条の３

11　　文化財保護法第 58 条第１項に規定する登録有形文化財又は同法第 90 条第３項に規定する
登録有形民俗文化財である家屋、同法第 133 条に規定する登録記念物である家屋及び当該家
屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第 134 条第１項に規定する重要文化的景観を形
成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課
する固定資産税の課税標準は、第 349 条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産
税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

８ 地方税法（抄）
昭和 25 年 7 月 31 日法律第 226 号、抜粋
最終改正：平成 21 年６月 26 日法律第63号

■地方税法施行令
昭和 25 年 7 月 31 日政令第 245 号、抜粋
最終改正：平成 21 年 10 月 28 日政令第 251 号

第３章　市町村の普通税
第２節　固定資産税
　第 52条の３の３ 
　法第 349 条の３第 11 項に規定する家屋で政令で定め
るものは、文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第
134 条第１項に規定する重要文化的景観の形成に重要な
家屋として文部科学大臣が定める家屋（総務省令で定め
るものを除く。）とする。

≪参考≫ 



１  文化的景観関連法令　　237

９ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（抄）
平成 20 年 5 月 23 日法律第 40 号、抜粋

目次
第１章 　総　則（第１条～第３条） 
第２章 　歴史的風致維持向上基本方針（第４条） 
第３章 　歴史的風致維持向上計画の認定等（第５条～第 11 条） 
第４章 　認定歴史的風致維持向上計画に基づく特別の措置 
　第１節　　歴史的風致形成建造物（第 12 条～第 21 条） 
　第２節　　歴史的風致維持向上施設の整備等に関する特例（第 22 条～第 30 条） 
第５章 　歴史的風致維持向上地区計画（第 31 条～第 33 条） 
第６章 　歴史的風致維持向上支援法人（第 34 条～第 37 条） 
第７章 　雑則（第 38 条・第 39 条） 
第８章 　罰則（第 40 条・第 41 条） 
附則 

第１章 総則
（目的）
第１条　この法律は、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われ

る歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環
境（以下「歴史的風致」という。）の維持及び向上を図るため、文部科学大臣、農林水産大臣及び国
土交通大臣による歴史的風致維持向上基本方針の策定及び市町村が作成する歴史的風致維持向上計
画の認定、その認定を受けた歴史的風致維持向上計画に基づく特別の措置、歴史的風致維持向上地
区計画に関する都市計画の決定その他の措置を講ずることにより、個性豊かな地域社会の実現を図
り、もって都市の健全な発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

（定義）
第２条　この法律において「公共施設」とは、道路、駐車場、公園、水路その他政令で定める公共の用
に供する施設をいう。

２　この法律において「重点区域」とは、次に掲げる要件に該当する土地の区域をいう。
　一 　次のイ又はロのいずれかに該当する土地の区域及びその周辺の土地の区域であること。

　イ 　文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 27 条第１項、第 78 条第１項又は第 109 条第１
項の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建
造物（以下「重要文化財建造物等」という。）の用に供される土地

　ロ　文化財保護法第 144 条第１項の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区（以下単
に「重要伝統的建造物群保存地区」という。）内の土地

　二 　当該区域において歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進する
ことが特に必要であると認められる土地の区域であること。

（国及び地方公共団体の努力義務）
第３条　国及び地方公共団体は、地域における歴史的風致の維持及び向上を図るため、第 31 条第１項に
規定する歴史的風致維持向上地区計画その他の都市計画の決定、景観法（平成 16 年法律第 110 号）
第８条第１項に規定する景観計画の策定、地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与する公共
施設その他の施設（以下「歴史的風致維持向上施設」という。）の整備に関する事業の実施その他の
必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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第２章 歴史的風致維持向上基本方針
第４条　主務大臣は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する基本的な方針（以下「歴史的風
致維持向上基本方針」という。）を定めなければならない。

２　　歴史的風致維持向上基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　一 　地域における歴史的風致の維持及び向上の意義に関する事項
　二 　重点区域の設定に関する基本的事項
　三 　地域における歴史的風致の維持及び向上のために必要な文化財の保存及び活用に関する基本的

事項
　四 　歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する基本的事項
　五 　良好な景観の形成に関する施策との連携に関する基本的事項
　六 　次条第１項に規定する歴史的風致維持向上計画の同条第８項の認定に関する基本的事項
　七 　前各号に掲げるもののほか、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する重要事項
３　　主務大臣は、歴史的風致維持向上基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議し
なければならない。

４　　主務大臣は、歴史的風致維持向上基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければな
らない。

５　　前２項の規定は、歴史的風致維持向上基本方針の変更について準用する。

第３章 歴史的風致維持向上計画の認定等
（歴史的風致維持向上計画の認定）
第５条　市町村は、歴史的風致維持向上基本方針に基づき、当該市町村の区域における歴史的風致の維
持及び向上に関する計画（以下「歴史的風致維持向上計画」という。）を作成し、主務大臣の認定を
申請することができる。

２　　歴史的風致維持向上計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
　一 　当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する方針
　二 　重点区域の位置及び区域
　三 　次に掲げる事項のうち、当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上のために必要な

もの
　イ　文化財の保存又は活用に関する事項
　ロ　歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項

　四 　第 12 条第１項の規定による歴史的風致形成建造物の指定の方針
　五 　第 12 条第１項の規定により指定された歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項
　六 　計画期間
　七 　その他主務省令で定める事項
３　　前項第３号ロに掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
　一 　次のイ又はロのいずれかに該当する歴史上価値の高い農業用用水路その他の農業用用排水施設

であって、現に地域における歴史的風致を形成しており、かつ、当該農業用用排水施設の有する
耕作の目的に供される土地の保全又は利用上必要な機能の確保と併せてその歴史的風致の維持及
び向上を図ることが必要と認められるもの並びにその管理に関する事項
　イ　土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 85 条第１項に規定する都道府県営土地改良事業に

よって生じた農業用用排水施設
　ロ　農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）第８条第２項の規定により農業

振興地域整備計画において定められた同項第１号に規定する農用地区域（第 23 条において単
に「農用地区域」という。）内に存する農業用用排水施設

　二 　都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）第２条第１項に規定する都市公園（以下単に「都市公園」
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という。）の維持又は同条第２項に規定する公園施設（以下単に「公園施設」という。）の新設、
増設若しくは改築であって、公園施設である城跡に係る城の復原に関する工事その他地域におけ
る歴史的風致の維持及び向上に寄与するものとして政令で定めるもののうち、当該市町村以外の
地方公共団体が公園管理者（同法第５条第１項に規定する公園管理者をいう。以下同じ。）である
重点区域内の都市公園について当該市町村が行おうとするものに関する事項

　三 　駐車場法（昭和 32 年法律第 106 号）第３条第１項に規定する駐車場整備地区内に整備されるべ
き同法第４条第２項第５号の主要な路外駐車場（都市計画において定められたものを除く。以下「特
定路外駐車場」という。）の整備に関する事項

　四 　都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第７条第１項に規定する市街化調整区域（以下単に「市
街化調整区域」という。）内に存する遺跡で現に地域における歴史的風致を形成しているものに係
る歴史上価値の高い楼門（建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条第１号に規定する建築物
（以下単に「建築物」という。）であるものに限る。）その他当該市町村の区域における歴史的風致
の維持及び向上に寄与する建築物の復原を目的とする開発行為（都市計画法第４条第 12 項に規定
する開発行為のうち主として建築物の建築の用に供する目的で行うものをいう。第 28 条第１項に
おいて同じ。）又は建築行為（建築物の新築又は改築をいう。第 28 条第２項において同じ。）であっ
て、当該建築物の用途からみて市街化調整区域内の土地において実施されることが適当と認めら
れるものに関する事項

　五 　重点区域における歴史的風致の維持及び向上を図るため、電線をその地下に埋設し、その地上
における電線及びこれを支持する電柱の撤去をし、又はこれらの設置の制限をすることが必要と
認められる道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第２条第１項に規定する道路又はその部分に関する
事項

４ 　市町村は、歴史的風致維持向上計画に次の各号（当該市町村が地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）
第 252 条の 19 第１項に規定する指定都市（以下単に「指定都市」という。）、同法第 252 条の 22 第
１項に規定する中核市（以下単に「中核市」という。）又は同法第 252 条の 26 の３第１項に規定す
る特例市（第 28 条第２項において単に「特例市」という。）である場合にあっては、第４号を除く。）
に掲げる事項を記載しようとするときは、その事項について、あらかじめ、当該各号に定める者（第
１号、第２号及び第５号に定める者にあっては、当該市町村を除く。）に協議し、その同意を得なけ
ればならない。

　一 　第２項第３号ロに掲げる事項当該歴史的風致維持向上施設の整備又は管理を行う者
　二 　前項第１号に掲げる事項　次のイ又はロに掲げる農業用用排水施設の区分に応じ、それぞれイ

又はロに定める者
　イ 　前項第１号に規定する農業用用排水施設（同号イに該当するものに限る。） 都道府県（土地

改良法第 94 条の 10 第１項の規定により当該都道府県が当該農業用用排水施設を同法第 94 条
の３第１項に規定する土地改良区等に管理させている場合にあっては、当該土地改良区等を含
む。）

　ロ 　前項第１号に規定する農業用用排水施設（同号ロに該当するものに限る。） 都道府県知事
　三 　前項第２号に掲げる事項　当該都市公園の公園管理者
　四 　前項第４号に掲げる事項　都道府県知事
　五 　前項第５号に掲げる事項　当該道路又はその部分の道路管理者（道路法第 18 条第１項に規定す

る道路管理者をいう。）
５ 　市町村は、歴史的風致維持向上計画に第２項第３号イに掲げる事項を記載しようとするときは、
その事項について、あらかじめ、当該文化財の所有者（所有者が二人以上いる場合にあってはその
全員とし、文化財保護法第 32 条の２第５項（同法第 80 条において準用する場合を含む。）、第 60 条
第３項（同法第 90 条第３項において準用する場合を含む。）又は第 115 条第１項（同法第 133 条に
おいて準用する場合を含む。）に規定する管理団体がある場合にあっては当該管理団体とする。）及
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び権原に基づく占有者（いずれも当該市町村を除く。）又は保持者（当該文化財が重要無形文化財（同
法第 71条第１項に規定する重要無形文化財をいう。第 12条第１項において同じ。）である場合にあっ
ては、同法第 71 条第２項の規定により保持者又は保持団体として認定されている者）の意見を聴か
なければならない。

６ 　市町村は、歴史的風致維持向上計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その
他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、第 11 条第１項の規定により協議
会が組織され、又は文化財保護法第 190 条第１項の規定により当該市町村の教育委員会に地方文化
財保護審議会が置かれている場合にあっては、当該協議会又は地方文化財保護審議会の意見を聴か
なければならない。

７ 　歴史的風致維持向上計画は、当該市町村の建設に関する基本構想（地方自治法第２条第４項（同
法第 281 条第３項において準用する場合を含む。）に規定する基本構想をいう。）に即するとともに、
都市計画法第６条の２第１項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第 18
条の２第１項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなけれ
ばならない。

８ 　主務大臣は、第１項の規定による認定の申請があった歴史的風致維持向上計画が次に掲げる基準
に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

　一 　歴史的風致維持向上基本方針に適合するものであること。
　二 　当該歴史的風致維持向上計画の実施が当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に

寄与するものであると認められること。
　三 　円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
９　　主務大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけれ
ばならない。

10　　主務大臣は、第８項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しなければなら
ない。

11　　市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る歴史的風致維持向上計画を公
表するとともに、当該通知を受けた旨を都道府県に通知しなければならない。

（認定に関する処理期間）
第６条　主務大臣は、前条第１項の規定による認定の申請を受けた日から三月以内において速やかに、
同条第８項の認定に関する処分を行わなければならない。

（認定を受けた歴史的風致維持向上計画の変更）
第７条　第５条第８項の認定を受けた市町村（以下「認定市町村」という。）は、当該認定を受けた歴史
的風致維持向上計画の変更（主務省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、主務大
臣の認定を受けなければならない。

２ 　第５条第４項から第 11 項まで及び前条の規定は、前項の認定について準用する。
（認定歴史的風致維持向上計画の実施状況に関する報告の徴収）
第８条　主務大臣は、認定市町村に対し、第５条第８項の認定（前条第１項の変更の認定を含む。第 24
条第１項を除き、以下同じ。）を受けた歴史的風致維持向上計画（変更があったときは、その変更後
のもの。以下「認定歴史的風致維持向上計画」という。）の実施の状況について報告を求めることが
できる。

（認定の取消し）
第９条　主務大臣は、認定歴史的風致維持向上計画が第５条第８項各号のいずれかに適合しなくなった
と認めるときは、その認定を取り消すことができる。

２ 　主務大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しなけ
ればならない。

３ 　市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を、公表するとともに、都道府県に通知
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しなければならない。
（認定市町村への助言、援助等）
第 10 条　 都道府県は、認定市町村に対し、認定歴史的風致維持向上計画の円滑かつ確実な実施に関し
必要な助言を行うことができる。

２ 　 国は、認定市町村に対し、認定歴史的風致維持向上計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報
の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

３ 　 前項に定めるもののほか、国及び認定市町村は、認定歴史的風致維持向上計画の円滑かつ確実な
実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

４ 　 認定市町村の長及び教育委員会は、認定歴史的風致維持向上計画の円滑かつ確実な実施が促進さ
れるよう、相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。

（協議会）
第 11 条　 市町村は、歴史的風致維持向上計画の作成及び変更に関する協議並びに認定歴史的風致維持
向上計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組
織することができる。

２ 　 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
　一 　当該市町村
　二 　歴史的風致維持向上計画にその整備又は管理に関する事項を記載しようとする歴史的風致維持

向上施設の整備又は管理を行う者
　三 　第 34 条第１項の規定により当該市町村の長が指定した歴史的風致維持向上支援法人（次章にお

いて「支援法人」という。）
　四 　都道府県、重要文化財建造物等の所有者、学識経験者その他の市町村が必要と認める者
３ 　 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明
その他必要な協力を求めることができる。

４ 　 第１項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その
協議の結果を尊重しなければならない。

５ 　 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第４章 認定歴史的風致維持向上計画に基づく特別の措置
　第１節 歴史的風致形成建造物
（歴史的風致形成建造物の指定）
第 12 条　市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第５条第２項第６号の計画期間（以下
「認定計画期間」という。）内に限り、当該認定歴史的風致維持向上計画に記載された同項第４号の
方針に即し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域（以下「認定重点区域」という。）
内の歴史上価値の高い重要無形文化財又は重要無形民俗文化財（文化財保護法第 78 条第１項に規定
する重要無形民俗文化財をいう。）の用に供されることによりそれらの価値の形成に寄与している建
造物その他の地域の歴史的な建造物（重要文化財建造物等及び重要伝統的建造物群保存地区内の伝
統的建造物群（同法第２条第１項第６号に規定する伝統的建造物群をいう。第 17 条第１項において
同じ。）を構成している建造物を除く。）であって、現に当該認定重点区域における歴史的風致を形
成しており、かつ、その歴史的風致の維持及び向上のためにその保全を図る必要があると認められ
るもの（これと一体となって歴史的風致を形成している土地又は物件を含む。）を、歴史的風致形成
建造物として指定することができる。

２ 　 市町村長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該建造物の所有者（所
有者が二人以上いる場合にあっては、その全員）及び当該市町村の教育委員会の意見を聴くとともに、
当該建造物が公共施設である場合にあっては、当該公共施設の管理者（当該市町村を除く。）に協議
し、その同意を得なければならない。
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３ 　 市町村の教育委員会は、前項の規定により意見を聴かれた場合において、当該建造物が文化財保
護法第２条第１項第１号に規定する有形文化財、同項第３号に規定する民俗文化財又は同項第４号
に規定する記念物（以下「有形文化財等」という。）に該当すると認めるときは、その旨を市町村長
に通知しなければならない。

（歴史的風致形成建造物の指定の提案）
第 13 条　 認定重点区域内の建造物の所有者は、認定計画期間内に限り、当該建造物が前条第１項に規
定する建造物に該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、市町村長に対し、当
該建造物を歴史的風致形成建造物として指定することを提案することができる。この場合において、
当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得
なければならない。

２ 　 支援法人は、認定計画期間内に限り、認定重点区域内の建造物が前条第１項に規定する建造物に
該当すると思料するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該建造物の所有者（所
有者が二人以上いる場合にあっては、その全員）の同意を得て、市町村長に対し、当該建造物を歴
史的風致形成建造物として指定することを提案することができる。

３ 　 市町村長は、前２項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る建造物について
前条第１項の規定による指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提
案をした者に通知しなければならない。

４ 　 市町村長は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該市町村の教育委員
会の意見を聴かなければならない。

（指定の通知等）
第 14 条　 市町村長は、第 12 条第１項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨（当該歴史的風
致形成建造物が同条第３項の規定による通知がなされた建造物である場合にあっては、当該歴史的
風致形成建造物が有形文化財等に該当する旨を含む。）を当該歴史的風致形成建造物の所有者（所有
者が二人以上いる場合にあってはその全員とし、当該歴史的風致形成建造物の指定が前条第２項の
規定による提案に基づくものである場合にあってはその提案をした支援法人を含む。第 17 条第３項
において同じ。）に通知しなければならない。

２ 　 市町村は、第 12 条第１項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、条例又は規則で定めるとこ
ろにより、これを表示する標識を設置しなければならない。

（増築等の届出及び勧告等）
第 15 条　 歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転又は除却をしようとする者は、当該増築、改築、
移転又は除却に着手する日の 30 日前までに、主務省令で定めるところにより、行為の種類、場所、
着手予定日その他主務省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げ
る行為については、この限りでない。

　一 　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
　二 　非常災害のため必要な応急措置として行う行為
　三 　都市計画法第４条第 15 項に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為

として政令で定める行為
　四 　前３号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める行為
２ 　 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しよ
うとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の 30 日前までに、主務省令で定めるとこ
ろにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

３ 　 市町村長は、第１項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が当
該歴史的風致形成建造物の保全に支障を来すものであると認めるときは、その届出をした者に対し、
認定歴史的風致維持向上計画に記載された第５条第２項第５号に掲げる事項を勘案して、その届出
に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
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４ 　 市町村長は、前項の規定による勧告をしようとする場合において、当該歴史的風致形成建造物が
第 12 条第３項の規定による通知がなされた建造物であるときは、あらかじめ、当該市町村の教育委
員会の意見を聴かなければならない。

５ 　 市町村長は、第３項の規定による勧告を受けた者の申出があった場合において、当該歴史的風致
形成建造物の保全を図るために必要があると認めるときは、その者に対し、当該歴史的風致形成建
造物に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

６ 　 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、前各項の規定は、適用しない。この場合にお
いて、第１項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体である
ときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を市町村長に通知しなければなら
ない。

７ 　 市町村長は、前項の規定による通知があった場合において、当該歴史的風致形成建造物の保全を
図るために必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体
に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第５条第２項第５号に掲げる事項を勘案して、
当該歴史的風致形成建造物の保全のため講ずべき措置について協議を求めることができる。

（歴史的風致形成建造物の所有者等の管理義務）
第 16 条　 歴史的風致形成建造物の所有者その他歴史的風致形成建造物の管理について権原を有する者
は、当該歴史的風致形成建造物の保全に支障を来さないよう、適切に管理しなければならない。

（指定の解除）
第 17 条　 市町村長は、歴史的風致形成建造物が重要文化財建造物等又は重要伝統的建造物群保存地区
内の伝統的建造物群を構成する建造物に該当するに至ったとき、又は滅失、毀損その他の事由によ
り歴史的風致形成建造物の指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、当該歴史的風致形成建造物の
指定を解除しなければならない。

２ 　 市町村長は、歴史的風致形成建造物について、公益上の理由その他特別な理由があるときは、そ
の指定を解除することができる。この場合において、当該歴史的風致形成建造物が第 12 条第３項の
規定による通知がなされた建造物であるときは、あらかじめ、当該市町村の教育委員会の意見を聴
かなければならない。

３ 　 市町村長は、前２項の規定により歴史的風致形成建造物の指定を解除したときは、直ちに、その
旨を当該歴史的風致形成建造物の所有者に通知しなければならない。

（所有者の変更の場合の届出）
第 18 条　 歴史的風致形成建造物の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、

その旨を市町村長に届け出なければならない。
（台帳）
第 19条　 市町村長は、歴史的風致形成建造物に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
２ 　 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。
（歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の徴収）
第 20 条　市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状に
ついて報告を求めることができる。

（管理又は修理に関する技術的指導等）
第 21 条　 第 14 条第１項の規定による通知（当該歴史的風致形成建造物が有形文化財等に該当する旨を
その内容に含むものに限る。）を受けた歴史的風致形成建造物（文化財保護法第２条第１項第１号に
規定する有形文化財、同法第 90 条第３項に規定する登録有形民俗文化財又は同法第 133 条に規定
する登録記念物であるものを除く。以下この項において同じ。）の所有者その他当該歴史的風致形成
建造物の管理について権原を有する者は、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官に対し、
当該歴史的風致形成建造物の管理又は修理に関する技術的指導を求めることができる。

２ 　 前項に定めるもののほか、歴史的風致形成建造物の所有者その他歴史的風致形成建造物の管理に



244　　Ⅱ  参考資料

ついて権原を有する者は、市町村長又は支援法人に対し、当該歴史的風致形成建造物の管理又は修
理に関し必要な助言その他の援助を求めることができる。

第２節　歴史的風致維持向上施設の整備等に関する特例
（土地改良施設である農業用用排水施設の管理の特例）
第 22 条　 都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第５条第３項第１
号に規定する農業用用排水施設（同号イに該当するものに限る。）の管理の全部又は一部を委託する
ことができる。

２ 　 土地改良法第 94 条の６第２項の規定は、前項に規定する農業用用排水施設についての同項の規定
による管理の委託について準用する。この場合において、同条第２項中「その国営土地改良事業」
とあるのは「その都道府県営土地改良事業」と、「準拠して」とあるのは「準拠するとともに、地域
における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20 年法律第 40 号）第８条に規定する認定
歴史的風致維持向上計画に記載された同法第５条第３項第１号に規定する農業用用排水施設（同号
イに該当するものに限る。）の管理に関する事項の内容に即して」と読み替えるものとする。

（農用地区域内における開発行為の許可の特例）
第 23 条　 第５条第３項第１号に掲げる事項（同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る。）
が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第８項の認定を受けた場合において、当該農業用用排
水施設の存する農用地区域内の開発行為（農業振興地域の整備に関する法律第 15 条の２第１項に規
定する開発行為をいう。）について、同法第 15 条の２第１項の許可の申請があったときにおける同
条第４項の規定の適用については、同項第３号中「機能」とあるのは、「機能又は当該農業用用排水
施設が形成している歴史的風致（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20 年
法律第 40 号）第１条に規定する歴史的風致をいう。）の維持及び向上」とする。

（文化財保護法の規定による事務の認定市町村の教育委員会による実施）
第24条　文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村（以
下この条において「認定町村」という。）の区域内の重要文化財建造物等に係るものの全部又は一部
については、認定計画期間内に限り、政令で定めるところにより、当該認定町村の教育委員会が行
うこととすることができる。

１ 　 文化財保護法第 43 条第 1 項から第 4 項まで又は第 125 条第 1 項から第 4 項までの規定により、現
状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可及びその取消し（重大な現状変更又は保存に重大な影響
を及ぼす行為の許可及びその取消しを除く。）をし、並びに現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の
停止を命ずること。

２ 　 文化財保護法第 54 条（同法第 86 条及び第 172 条第 5 項において準用する場合を含む。）、第 55 条
第 1 項、第 130 条（同法第 172 条第 5 項において準用する場合を含む。）又は第 131 条第 1 項の規定
により、報告を求め、並びに立入調査及び調査のため必要な措置をさせること。

２ 　 前項の規定により認定町村の教育委員会が文化財保護法第 43 条第 4 項（同法第 125 条第 3 項にお
いて準用する場合を含む。）の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の取消しをす
る場合において、聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の 10 日前までに、行政手続法（平成
5 年法律第 88 号）第 15 条第 1 項の規定による通知をし、かつ、当該処分の内容並びに当該聴聞の
期日及び場所を公示しなければならない。この場合においては、文化財保護法第 154 条第 3 項の規
定を準用する。

３ 　 第 1 項の規定により認定町村の教育委員会が文化財保護法第 55 条第 1 項又は第 131 条第 1 項の規
定による立入調査又は調査のため必要な措置をさせようとするときは、関係者又はその代理人の出
頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合においては、同法第 155 条
第 2 項から第 4 項までの規定を準用する。

４ 　 文化財保護法第 184 条第 2 項、第 4 項（第 3 号に係る部分を除く。）及び第 5 項から第 8 項までの
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規定は、認定町村の教育委員会について準用する。
５ 　 認定市町村の長は、認定歴史的風致維持向上計画を実施する上で特に必要があると認めるときは、
その議会の議決を経て、文部科学大臣に対し、第 1 項に規定する事務の全部又は一部を、文化財保
護法第 184 条第 1 項又は第 1 項の規定により当該認定市町村の教育委員会が処理することとするよ
う要請することができる。

６ 　 認定市町村の議会は、前項の議決をしようとするときは、あらかじめ、当該認定市町村の教育委
員会の意見を聴かなければならない。

第５章　歴史的風致維持向上地区計画
（歴史的風致維持向上地区計画）
第 31 条　次に掲げる条件に該当する土地の区域で、当該区域における歴史的風致の維持及び向上と土地
の合理的かつ健全な利用を図るため、その歴史的風致にふさわしい用途の建築物その他の工作物（以
下「建築物等」という。）の整備（既存の建築物等の用途を変更して当該歴史的風致にふさわしい用
途の建築物等とすることを含む。）及び当該区域内の市街地の保全を総合的に行うことが必要である
と認められるものについては、都市計画に歴史的風致維持向上地区計画を定めることができる。

　一 　現に相当数の建築物等の建築又は用途の変更が行われつつあり、又は行われることが確実であ
ると認められる土地の区域であること。

　二 　当該区域における歴史的風致の維持及び向上に支障を来し、又は来すおそれがあると認められ
る土地の区域であること。

　三 　当該区域における歴史的風致の維持及び向上と土地の合理的かつ健全な利用を図ることが、当
該都市の健全な発展及び文化の向上に貢献することとなる土地の区域であること。

　四 　都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている土地の区域であること。
２ 　 歴史的風致維持向上地区計画については、都市計画法第 12 条の４第２項に定める事項のほか、次
に掲げる事項を都市計画に定めるものとする。

　一 　当該歴史的風致維持向上地区計画の目標
　二 　当該区域の土地利用に関する基本方針
　三 　当該区域の整備及び保全に関する方針
　四 　主として街区内の居住者、滞在者その他の者の利用に供される道路、公園その他の政令で定め

る施設（都市計画法第４条第６項に規定する都市計画施設（次条において単に「都市計画施設」
という。）を除く。以下「地区施設」という。）及び建築物等の整備並びに土地の利用に関する計
画（以下この章において「歴史的風致維持向上地区整備計画」という。）

３ 　 前項第２号の基本方針には、次に掲げる事項を定めることができる。
　一 　 次に掲げる建築物等のうち、当該区域における歴史的風致の維持及び向上のため、当該区域に

おいて整備をすべき建築物等の用途及び規模に関する事項
イ 地域の伝統的な技術又は技能により製造された工芸品、食品その他の物品の販売を主たる目的

とする店舗
ロ 地域の伝統的な特産物を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店
ハ 地域の伝統的な技術又は技能による工芸品、食品その他の物品の製造を主たる目的とする工場
ニ 地域の歴史上価値の高い美術品、地域の伝統的な技術又は技能により製造された工芸品その他

これらに類する物品の展示を主たる目的とする展示場、博物館又は美術館
ホ その他地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与するものとして政令で定める建築物等

二 　 前号に規定する建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限に関する基本的事項
三 　 第１号に規定する建築物等の整備（既存の建築物等の用途を変更して同号に規定する建築物等
とすることを含む。）をすべき土地の区域

４ 　 歴史的風致維持向上地区整備計画においては、次に掲げる事項のうち、歴史的風致維持向上地区
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計画の目的を達成するため必要な事項を定めるものとする。
　一 　地区施設の配置及び規模
　二 　建築物等の用途の制限、建築物の容積率（延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。）の最高限

度又は最低限度、建築物の建ぺい率（建築面積の敷地面積に対する割合をいう。）の最高限度、建
築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域（壁面の位置の制限
として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。次条において同じ。）におけ
る工作物（建築物を除く。次条において同じ。）の設置の制限、建築物等の高さの最高限度又は最
低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率（都市緑地法第 34 条第２
項に規定する緑化率をいう。）の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの

　三 　現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的風致の維持及び向上を図るとともに、良好な居
住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項

　四 　前３号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
５ 　 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなけれ
ばならない。

　一 　土地利用に関する基本方針は、当該区域における歴史的風致の維持及び向上が図られるように
定めること。この場合において、都市計画法第８条第１項第１号に規定する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及び第二種中高層住居専用地域につ
いては、当該区域の周辺の住宅に係る良好な住居の環境の保護に支障を来さないように定めるこ
と。

　二 　地区施設は、当該地区施設が、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域及びその周辺において
定められている都市計画と相まって、当該区域における歴史的風致の維持及び向上並びに良好な
都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。

　三 　歴史的風致維持向上地区整備計画における建築物等に関する事項は、当該歴史的風致維持向上
地区計画の区域における歴史的風致にふさわしい用途、容積、高さ、配列及び形態を備えた建築
物等の整備により当該区域内において土地の合理的かつ健全な利用が行われることとなるよう定
めること。

６ 　歴史的風致維持向上地区計画を都市計画に定める際、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域の
全部又は一部について歴史的風致維持向上地区整備計画を定めることができない特別の事情がある
ときは、当該区域の全部又は一部について歴史的風致維持向上地区整備計画を定めることを要しな
い。この場合において、歴史的風致維持向上地区計画の区域の一部について歴史的風致維持向上地
区整備計画を定めるときは、当該歴史的風致維持向上地区計画については、歴史的風致維持向上地
区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

（区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する歴史的風致維持向上地区整備計画）
第 32 条　 歴史的風致維持向上地区整備計画においては、当該歴史的風致維持向上地区整備計画の区域
の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図
るため特に必要であると認められるときは、壁面の位置の制限（道路（都市計画施設又は地区施設
である計画道路を含む。）に面する壁面の位置の制限を含むものに限る。）、壁面後退区域における工
作物の設置の制限（当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要な工作物の
設置の制限を含むものに限る。）及び建築物の高さの最高限度を定めるものとする。

（行為の届出及び勧告等）
第 33 条　 歴史的風致維持向上地区計画の区域（歴史的風致維持向上地区整備計画が定められている区
域に限る。）内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定め
る行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の 30 日前までに、国土交通省令で定めるところ
により、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市
町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
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　一 　通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
　二 　非常災害のため必要な応急措置として行う行為
　三 　国の機関又は地方公共団体が行う行為
　四 　都市計画法第４条第 15 項に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為

として政令で定める行為
　五 　都市計画法第 29 条第１項の許可を要する行為
　六 　前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める行為
２ 　 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更
しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の 30 日前までに、国土交通省令で定
めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

３ 　 市町村長は、第１項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が歴
史的風致維持向上地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係
る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合に
おいて、地域における歴史的風致の維持及び向上を図るため必要があると認められるときは、歴史
的風致維持向上地区計画に定められた事項その他の事項に関し、適切な措置を講ずることについて
助言又は指導をするものとする。

第７章　雑則
（主務大臣及び主務省令）
第 38条　 この法律における主務大臣は、文部科学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
２ 　 この法律における主務省令は、文部科学省令・国土交通省令とする。ただし、第５条第２項第７
号及び第７条第１項に規定する主務省令については、文部科学省令・農林水産省令・国土交通省令
とする。
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定）」,『月刊文化財』515,pp.32-33, 第一法規

3） 文化庁文化財部 ,2007,「近江八幡の水郷－滋賀県近
江八幡市－（新選定の文化財・重要文化的景観の追
加選定）」,『月刊文化財』515,p.33, 第一法規

4） 文化庁文化財部 ,2007,「アイヌの伝統と近代開拓に
よる沙流川流域の文化的景観－北海道沙流郡平取町
－（新選定の文化財・重要文化的景観の選定）」,『月
刊文化財』528,pp.36-38, 第一法規

5） 文化庁文化財部 ,2007,「遊子水荷浦の段畑－愛媛県
宇和島市－（新選定の文化財・重要文化的景観の選
定）」,『月刊文化財』528,pp.38-39, 第一法規

6） 文化庁文化財部 ,2007,「近江八幡の水郷－滋賀県近
江八幡市－（新選定の文化財・重要文化的景観の追
加選定）」,『月刊文化財』528,p.39, 第一法規

7） 文化庁文化財部 ,2008,「遠野　荒川高原牧場－岩手
県遠野市－（新選定の文化財・重要文化的景観の選
定）」,『月刊文化財』533,pp.38-40, 第一法規

8） 文化庁文化財部 ,2008,「高島市海津・西浜・知内の
水辺景観－滋賀県高島市－（新選定の文化財・重要
文化的景観の選定）」,『月刊文化財』533,pp.40-41,
第一法規

9） 文化庁文化財部 ,2008,「小鹿田焼の里－大分県日田
市－（新選定の文化財・重要文化的景観の選定）」,『月
刊文化財』533,pp.41-42, 第一法規

10） 文化庁文化財部 ,2008,「蕨野の棚田－佐賀県唐津市
－ （新選定の文化財・重要文化的景観の選定）」,『月
刊文化財』539,pp.25-27, 第一法規

11） 文化庁文化財部 ,2008,「通潤用水と白糸台地の棚田
景観－熊本県上益城郡山都町－（新選定の文化財　
重要文化的景観の選定）」,『月刊文化財』539,pp.27-
28, 第一法規

12） 全国文化的景観地区連絡協議会宇和島大会実行委員
会編 ,2008,『日本の原風景「文化的景観」  全国文化
的景観地区連絡協議会宇和島大会記念冊子』全国文
化的景観地区連絡協議会
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13） 高島市教育委員会文化財課編 ,2009,『全国文化的景
観地区連絡協議会高島大会記念冊子　日本の原風景

「文化的景観」2009』全国文化的景観地区連絡協議
会

14） 文化庁文化財部 ,2009,「宇治の文化的景観－京都府
宇治市－（新選定の文化財　重要文化的景観の選
定）」,『月刊文化財』545, pp.26-27, 第一法規

15） 文化庁文化財部 ,2009,「四万十川流域の文化的景観
　源流域の山村－高知県高岡郡四万十町－ （新選定
の文化財　重要文化的景観の選定）」,『月刊文化財』
545, pp.27-28, 第一法規

16） 文化庁文化財部 ,2009,「四万十川流域の文化的景観 
上流域の山村と棚田－高知県高岡郡梼原町－ （新選
定の文化財　重要文化的景観の選定）」,『月刊文化財』
545, pp.28-29, 第一法規

17） 文化庁文化財部 ,2009,「四万十川流域の文化的景観 
上流域の農山村と流通・往来－高知県高岡郡中土佐
町－ （新選定の文化財　重要文化的景観の選定）」,

『月刊文化財』545, pp.29-30, 第一法規
18） 文化庁文化財部 ,2009,「四万十川流域の文化的景観 

中流域の農山村と流通・往来－高知県高岡郡中土佐
町－ （新選定の文化財　重要文化的景観の選定）」,

『月刊文化財』545, pp.30-32, 第一法規
19） 文化庁文化財部 ,2009,「四万十川流域の文化的景観 

下流域の生業と流通・往来－高知県四万十市－ （新
選定の文化財　重要文化的景観の選定）」,『月刊文
化財』545, pp.32-33, 第一法規

20） 文化庁文化財部 ,2009,「遠野　荒川高原牧場－岩手
県遠野市－（新選定の文化財　重要文化的景観の追
加選定）」,『月刊文化財』545, p.33, 第一法規

21） 文化庁文化財部 ,2009,「通潤用水と白糸台地の棚
田景観－熊本県上益城郡山都町－（新選定の文化
財　重要文化的景観の追加選定）」,『月刊文化財』
551,p.31, 第一法規

22） 文化庁文化財部 ,2010,「金沢の文化的景観　城下
町の伝統と文化－石川県金沢市－（新選定の文化
財　重要文化的景観の選定）」,『月刊文化財』557, 
pp.33-35, 第一法規

23） 文化庁文化財部 ,2010,「姨捨の棚田－長野県千曲市
－（新選定の文化財　重要文化的景観の選定）」,『月
刊文化財』557, pp.35-36, 第一法規

24） 文化庁文化財部 ,2010,「樫原の棚田－徳島県上勝町
－（新選定の文化財　重要文化的景観の選定）」,『月
刊文化財』557, pp.36-37, 第一法規

25） 文化庁文化財部 ,2010,「平戸島の文化的景観－長崎
県平戸市－（新選定の文化財　重要文化的景観の選
定）」,『月刊文化財』557, pp.37-38, 第一法規

26） 文化庁文化財部 ,2010,「通潤用水と白糸台地の棚田

景観－熊本県上益城郡山都町－（新選定の文化財　
重要文化的景観の追加選定）」,『月刊文化財』557, 
pp.38-39, 第一法規

27） 文化庁文化財部 ,2010,「小鹿田焼の里－大分県日田
市－（新選定の文化財　重要文化的景観の追加選
定）」,『月刊文化財』557, p.39, 第一法規

□雑誌等の文化的景観特集号
1） 「特集　棚田」,『月刊文化財』400, 第一法規 ,1997
2） 「特集　アジア・太平洋地域における信仰の山の文

化的景観に関する専門家会議報告」,『月刊文化財』
458, 第一法規 ,2001

3） 「特集　農林水産業に関連する文化的景観の保護に
関する調査研究（報告） について」,『月刊文化財 』
480, 第一法規 ,2003

4） 「特集　日本の文化的景観　生業に育まれた景観を
考える」,『文化遺産の世界』15, 国際航業株式会社
情報事業本部文化財事業部 ,2004

5） 「特集　文化的景観って何だ ?」, 『季刊まちづくり』
11, 学芸出版社 ,2006

6）  「特集　文化的景観 どうかかわる農林業」,『農業と
経済』72（6）, 昭和堂 ,2006

7） 「シンポジウム『景観の保存と利用の歴史地理』特
集号」,『歴史地理学』48（1）,2006

8） 「特集　世界遺産 第 31 回世界遺産委員会と『石見
銀山遺跡とその文化的景観』」,『月刊文化財』529,
第一法規 ,2007

9） 「特集　文化的景観保護の新たな取組 採掘・製造 ,
流通・往来及び居住に関連する文化的景観の保護に
関する調査研究（中間報告概要）」,『文化庁月報 』  
479 , ぎょうせい ,2009

10） 「特集　文化的景観の多様性と保全」,『ランドスケー
プ研究』72（5）,2009

■国内の文化的景観に関する調査・保存計画報告書
□文化的景観調査報告書（文化庁）
1） 農林水産業に関連する文化的景観の保存・整備・

活用に関する検討委員会・文化庁文化財部記念物
課 ,2003,『農林水産業に関連する文化的景観の保護
に関する調査研究（報告）』文化庁文化財部記念物
課

2） 文化庁文化財部記念物課 ,2005,『日本の文化的景観 
農林水産業に関連する文化的景観の保護に関する調
査研究報告書』同成社

 【英語版】
 Mon ume n t  a n d  S i t e s  D i v i s i o n ,  C u l t u r a l 

Properties Department, Agency for Cultural 
Affairs, JAPAN （eds.）,2003,『The report of the 
study on the protection of cultural landscapes 
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assoc i a t ed  w i th  agr i cu l tu re ,  f o r e s t ry  and 
fisheries』Monument and Sites Division, Cultural 
Properties Department, Agency for Cultural 
Affairs, Douseisya

3） 採掘・製造、流通・往来及び居住に関連する 文化
的景観に関する調査研究会・文化庁文化財部記念物
課 ,2008,『採掘・製造 , 流通・往来及び居住に関連
する文化的景観の保護に関する調査研究（中間報
告）』文化庁文化財部記念物課

□文化的景観調査報告書（地方自治体等）
【北海道】
1） 中標津町文化的景観検討委員会 編 ,2006,『「中標津

の格子状防風林」保存・活用事業報告書』中標津町
文化的景観検討委員会

2） 平取町教育委員会編 ,2007,『北海道平取町　文化的
景観保護推進事業第 2 年次報告書＜平取町文化的景
観保存計画書・関連資料＞』平取町教育委員会

【東北】
3） 岩手県遠野市教育委員会 編 ,2007,『「遠野物語の景

観」文化的景観保存調査事業実施報告書』岩手県遠
野市教育委員会

4） 岩手県遠野市教育委員会編 ,2007,『文化的景観「遠
野　荒川高原牧場」の景観保存計画書』岩手県遠野
市教育委員会

5）遠野市教育委員会編 ,2008,『文化的景観「遠野　荒
川高原牧場」追加保存調査報告書』遠野市教育委員
会 

6） 一関市教育委員会編 ,2006,『一関本寺地区の農村景
観　保存計画』一関市

7） 一関市教育委員会編 ,2007,『一関本寺の農村景観　
保存調査報告書』一関市

【関東】
8） 文化財保存計画協会編 ,2006,『大谷の文化的景観の

保存・活用事業報告書』栃木県宇都宮市大谷の文化
的景観保存・活用検討委員会

9） 板倉町教育委員会編 ,2008,『群馬県板倉町　水場の
文化的景観保存調査報告書 』大山の千枚田文化的景
観保存活用実行委員会

10） 板倉町教育委員会編 ,2008,『利根川・渡良瀬川流域
の「水場」景観保存計画 』大山の千枚田文化的景観
保存活用実行委員会

11） 大 山 の 千 枚 田 文 化 的 景 観 保 存 活 用 実 行 委 員 会
編 ,2006,『大山の千枚田文化的景観保存活用計画』
大山の千枚田文化的景観保存活用実行委員会

【北陸・中部】
12） 砺波市教育委員会編 ,2009,『砺波市散村景観保全・

活用調査報告書』砺波市教育委員会
13） 金沢市編 ,2009,『金沢の文化的景観　城下町の伝統

と文化　保存調査報告書』金沢市
14） 千曲市教育委員会文化課文化財係編 ,2008,『姨捨棚

田の文化的景観保存計画書』千曲市
15） 千曲市教育委員会文化課文化財係編 ,2009,『姨捨棚

田の文化的景観歴史的調査報告書』千曲市
【近畿】
16） 安土・八幡の文化的景観保存活用委員会編 ,2006,『安

土・八幡の文化的景観保存活用事業報告書』安土・
八幡の文化的景観保存活用委員会

17） 高島市海津・西浜・知内地区文化的景観保存活用委
員会編 ,2006,『高島市海津・西浜・知内の水辺景観」
保存活用事業報告書』高島市

18） 京都府立大学大学院生命環境科学研究科　大場修
編 ,2009,『京都市北部地域における集落と里山景観
－集落編－』京都府立大学大学院生命環境科学研究
科　大場修

19） 京都市文化観光資源保護財団編 ,2006,『文化的景観
（北山杉の林業景観）保存・活用事業報告書』文化
庁

20） 泉佐野市教育委員会編 ,2006,『日根荘の文化的景観
調査概要 平成 17 年度』泉佐野市教育委員会

21） 泉佐野市教育委員会編 ,2007,『日根荘の文化的景観
調査概要 平成 18 年度』泉佐野市教育委員会

22） 泉佐野市教育委員会編 ,2008,『日根荘地域の文化的
景観調査報告書 －大木・土丸地区－』泉佐野市教育
委員会

23） 兵庫県稲美町編 ,2006,『文化的景観「稲美のため池群」
保存活用計画報告書』兵庫県稲美町

【四国】
24）樫原地区文化的景観検討委員会 ,2009,『徳島県上勝

町樫原地区（水田景観）樫原の棚田文化的景観保存
計画』上勝町教育委員会

25） 宇和島の段々畑保存・活用委員会編 ,2006,『宇和島
の段々畑保存・活用計画書 』宇和島の段々畑保存・
活用委員会

26） 四万十川財団 ,2009,『四万十川流域の文化的景観』
四万十川財団

【九州】
27）福岡県柳川市文化的景観保存活用事業実施委員会

編 ,2006,『福岡県柳川市所在「柳川の水郷景観」保
存活用計画報告書』福岡県柳川市文化的景観保存活
用事業実施委員会

28） 「蕨野の棚田」文化的景観検討委員会編 ,2006,『文化
的景観「蕨野の棚田」保存活用事業報告書』「蕨野
の棚田」文化的景観検討委員会

29） 唐津市教育委員会編 ,2007,「蕨野の棚田　文化的景
観保存管理計画　実績報告書」唐津市教育委員会

30）エスティ環境設計研究所編 ,2008,『からつ蕨野の棚
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田文化的景観保存管理計画』唐津市・唐津市教育委
員会

31） 平戸市教育委員会編 ,2009,『平戸市の文化財 64　平
戸島と生月島の文化的景観保存調査報告書』平戸市
教育委員会

32） 平戸市教育委員会編 ,2009,『平戸島と生月島の文化
的景観保存計画』平戸市教育委員会

33） 熊本県上益城郡山郡山都町教育委員会編 ,2008,『山
都町文化財調査報告書　第 2 集「通準用水と白糸台
地の棚田景観」文化的景観調査報告　文化的景観保
存計画』平戸市教育委員会

34） 日田市編 ,2009,『小鹿田焼の里文化的景観保存計画
（第二版）』日田市

□世界遺産の文化的景観調査報告書
1） 世界遺産登録推進三県協議会（三重県 奈良県 和歌

山県）編 ,2005,『世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道』
世界遺産登録推進三県協議会（三重県 奈良県 和歌
山県）

 【英文版】Three prefectures council to promote 
world heritage registration （ed.）,2005,『World 
heritage, sacred sites and pilgrimage routes in 
the Kii Mountain Range』,Three prefectures 
council to promote world heritage registration

2） 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」三県協議会・
プレック研究所編 ,2006,『世界遺産「紀伊山地の霊
場と参詣道」保存管理計画』世界遺産「紀伊山地の
霊場と参詣道」三県協議会

　 【 英 語 版 】Three Prefectures' Council for the 
World Heritage, 『Sacred Sites and Pilgrimage 
Routes in the Kii Mountain Range』 ・ PREC 
Inst i tute Inc .  （eds .）,2006 ,Preservat ion and 
Management  P lan for  the  Wor ld  Her i tage , 
"Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii 
Mountain Range" ,Three Prefectures' Council 
f or  the  Wor ld  Her i tage ,  "Sacred S i tes  and 
Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range" 

3） 島根県教育委員会編 ,2007,『世界遺産石見銀山遺跡
とその文化的景観 －公式記録誌－』島根県教育委員
会

4） 島根県教育委員会編 ,2008,『世界遺産石見銀山遺跡
とその文化的景観関連資料集』島根県教育委員会

■学術雑誌等に掲載された研究論文・関連記事
□『ランドスケープ研究』, 日本造園学会
1） 本中眞・佐々木邦博 ,1997,「文化的景観の保全（平

成 8 年度日本造園学会全国大会分科会報告」,『ラン
ドスケープ研究』60（3）,pp.263-270

2） 佐藤治雄・前中久行・川原淳 ,1997,「土地利用の変

遷からみた琵琶湖湖岸域における景観変化」,『ラン
ドスケープ研究』60（5）,pp.515-520

3） 近藤隆二郎 ,1998,「和歌山県下における地域的巡礼
地の展開過程と空間構造」,『ランドスケープ研究』
61（5）,pp.465-470
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