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第 1 章 城下町飫肥 景観計画について 

１．景観計画策定の目的 

本市では、「景観法」に基づく様々な景観づくりの仕組みを活用し、日南市らしい景観づくりを進

めていくため、平成 17 年 8 月に「景観行政団体」となりました。平成 19 年には「日南市美しい

まちづくり景観基本条例」を施行し、「日南市景観形成基本方針」を策定しました。 

この「日南市景観形成基本方針」の中で、飫肥地区は、城下町飫肥・景観形成地域に位置づけられ、

飫肥城と城下町の歴史的資産の継承、伝統的建造物群保存地区内の歴史的景観の保存と活用、酒谷川

と周辺の山々も含めた眺望景観の保全が方針として示されています。 

 飫肥地区は、昭和 52 年に九州初の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、保存計画が進められ

ていますが、保存地区外では歴史的まちなみと調和しない建造物の出現や、空き地や空き家の増加な

どの問題が顕在化してきています。 

 城下町飫肥 景観計画は、本地区にある歴史的景観の保全と活用とともに、本地区の景観特性を活

かした良好な景観まちづくりの推進を目的として策定するものです。 

 

 

 

 

 

<用語解説> 

○景観法 ・我が国初の景観についての総合的な法律として平成 16 年 6 月に制定された。

景観行政団体が「景観計画」を策定することにより、良好な景観形成のための

行為の制限をはじめ、法律に基づく景観づくりの様々な取組みを活用すること

ができる。 

○景観行政団体 ・景観法に基づき、景観計画の策定など良好な景観づくりに向けて具体的な取組

みを行う団体で、景観行政を担う主体を指す。宮崎県では、本市を含めた 19

市町村と宮崎県が景観行政団体になっている。（平成 2４年４月１日現在） 

○日南市美しいまちづくり

景観基本条例 

・景観法に基づき、市、市民及び事業者等が連携、協働し、日南の魅力ある景観

の保護、育成及び創出に努め、美しいまちづくりに寄与することを目的として

定められた条例。 

○日南市景観形成基本方針 ・日南らしいまちの景観を守り、育て、さらに活力ある日南を創りだし、住まい、

働き、憩うためのまちを、個性豊かで、暮らしやすく、快適なものにしていく

ために定めた景観形成の基本的な方針。 

・飫肥地区は、城下町飫肥・景観形成地域に位置づけられている。 

<城下町飫肥・景観形成地域の景観形成基本方針> 

1.飫肥城と城下町の歴史的資産を受け継いでいく。 

2.伝統的建造物群保存地区内については、保存計画に基づく歴史的景観

の保存と活用を図る。 

3.飫肥城下町の歴史的景観とともに、酒谷川と周辺の山々も含めた眺望

景観を保全する。 
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２．景観計画の位置づけ 

 

日南市では、平成 22 年 3 月に、「緑と黒潮が育む産業・文化・交流都市」～みんなでつくり わ

かちあう まち～ を将来像とする「日南市総合計画」を策定しました。 

総合計画では、「景観に配慮した美しいまちの創出」を基本方針に掲げており、施策の方針として、

自然景観や歴史的・文化的環境を生かした個性豊かな街並みの創出とその保全について、景観条例に

基づき、地域住民との協働で行うことを掲げています。 

城下町飫肥 景観計画は、総合計画で掲げた景観形成に係る方針のもと、「日南市美しいまちづくり

景観基本条例」及び「日南市景観形成基本方針」を踏まえ、景観法に基づく法定計画を含めた、飫肥

地区の景観まちづくりの基本計画として位置づけます。 

また、本地区の良好な景観まちづくりの実現に向けて、様々な行政計画との整合を図るとともに、

景観法以外の制度等との整合を図り、これらの仕組みを活用しながら景観まちづくりを推進します。 

 

<景観計画の位置づけ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日南市美しいまちづくり 

景観基本条例 

（平成 21 年 3 月） 

宮崎県景観形成基本方針 

（平成 19 年 4 月） 

日南市の計画等 

日南市総合計画（平成 22 年 3 月） 

日南市景観形成基本方針 

法律・県の計画等 

日南市歴史文化基本構想 

（平成 23 年 3 月） 

【分野別の計画（景観関連）】 

【景観計画】 

棚田の里酒谷 景観計画

（平成 25 年 4 月） 

港町油津 景観計画 

（平成 19 年 10 月） 

城下町飫肥 景観計画 

景観法 

屋外広告物法 

文化財保護法 

その他関連計画 等 
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３．景観計画策定までの流れ 

 景観計画の策定にあたっては、地区の代表者、地元団体の代表者、ボランティア団体の代表者等で

構成される「飫肥地区景観まちづくりワークショップ」を平成 22～23 年度の 2 カ年にかけて開催

しました。 

ワークショップでは、以下のテーマで 5 回開催し、のべ 105 人の参加者の方から貴重なご意見を

頂き、景観計画の内容などを検討しました。 

 

<ワークショップ開催の概要> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲第４回（グループ作業の様子） 

▲第 1回（事務局説明の様子） 

▲第２回（グループ作業の様子） 

▲第３回（グループ発表の様子） 

スケジュール 景観計画への反映 

Ｈ 

年
度 

第１回 

12／18 

テーマ：『まちの宝』
を再発見！ 

○なぜ景観計画をつく

るのか 

○地区景観の良いとこ

ろ、気になるところ 

・第 1 章／城下町飫肥 景

観計画について 

・第 2 章／景観計画の区

域 

・第 3 章／景観計画区域

における良好な景観に

関する方針 

第２回 

2／5 

テーマ：考えよう『将
来のまちのすがた』 

○景観まちづくりの将

来像、基本方針の検討 

○景観計画区域の検討 

第３回 

3／12 

テーマ：語り合おう
『景観まちづくり』 

○景観まちづくりの将

来像、基本方針の確認 

○景観まちづくりため

のルールの検討 

・第 4 章／良好な景観の

形成のための行為の制

限に関する事項 

・第 5 章／景観重要建造

物又は景観重要樹木の

指定の方針 

・第 6 章／景観重要公共

施設に関する方針 

・第 7 章／その他の方針 

Ｈ 

年
度 

第４回 

10／1 

テーマ：確かめよう
『景観計画の素案』 

○景観計画の素案の確

認、意見交換 

 

第 5 回 

10／22 

テーマ：取り組もう
『地域の景観まち
づくり』 

○地域が主体となった

景観まちづくりの取

組み 

○ 景 観 づ く り の 推 進 

体制 

・第 8 章／景観まちづく

りの推進に向けて 

22 

23 

▲第５回（グループ発表の様子） 
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４．景観計画の構成 

 景観法では、景観計画において、下表の①～③を必ず定めるように位置づけられています。また、

④を定めることが望ましい事項として、⑤～⑨を必要に応じて定めることができる事項として位置づ

けられています。 

 城下町飫肥 景観計画では、景観法に位置づけられた下表の①～⑥について具体的な内容を定める

とともに、地区住民の方々が自ら景観まちづくりに取組むことができるよう、取組み体制や地域が主

体となった景観まちづくりの取組みについても、景観計画として定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観計画において定める項目（景観法第 8 条・第 16 条関係） 

必須事項 

①景観計画の区域 

②良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

③景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針 

定めることが 

望ましい事項 
④景観計画区域における良好な景観に関する方針 

選択事項 

⑤景観重要公共施設の整備に関する事項 

⑥景観重要公共施設に関する許可の基準 

⑦屋外広告物の表示・設置に関する事項 

⑧景観農業振興地域整備計画に関する事項 

⑨自然公園法の許可の基準 

 

第 1 章 城下町飫肥 景観計画について 
景観計画の目的や策定までの流れ、計画の構成について整理しています。 

第２章 景観計画の区域 
本計画の対象となる範囲を定めています。本計画で示す方針や行為の制限等につ

いては景観計画区域内が対象になります。 

第３章 景観計画区域における良好な景観に関する方針 
景観計画区域内の景観特性を踏まえ、良好な景観まちづくりに向けた課題につい

て整理しています。また、区域内の将来の景観まちづくりの姿や、将来像の実現に

向けた取組みの基本的な方針について定めています。 

第４章 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 
景観計画区域内では家を建てたりする場合などに届出が必要となり、景観形成基

準を満たさなければなりません。本章では、届出が必要となる行為や、行為ごとの

景観形成基準を定めるとともに、届出の流れを示しています。 

第６章 景観重要公共施設に関する方針 
景観重要公共施設を指定するための方針や、指定する景観重要公共施設の整備に

関する方針、占用等の許可基準について定めています。 

第７章 その他の方針 
屋外広告物に関することや、景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な

事項について整理しています。 

第８章 景観まちづくりの推進に向けて 
継続的な景観まちづくりに向けた取り組み体制や、地域が主体となった景観まち

づくりの取組みについて示しています。 

第５章 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針 
景観重要建造物や樹木を指定するための方針を定めています。 

城下町飫肥 景観計画の構成 



5 

 

第２章 景観計画の区域 

１．景観計画区域（景観法第８条第２項第１号に関する事項） 

城下町飫肥 景観計画の対象となる景観計画区域は、以下のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 域 区域の概況 該当地域名 

景観まちづくり
重点区域 

（約 97ha） 

・伝統的建造物群保存地区を中

心に、近世に城下町として形

成された町割とともに、歴史

的建造物など歴史的まちな

みを色濃く残す地区と歴史

的まちなみを一体的に創出

する地区 

飫肥一丁目、飫肥二丁目、飫肥三丁目、飫肥四丁目、 

飫肥五丁目、飫肥六丁目、飫肥七丁目、飫肥八丁目、 

飫肥九丁目、飫肥十丁目、今町一丁目の一部、 

今町二丁目の一部、大字板敷の一部 

（前鶴、大手、本町、上新町、下新町、鳥居下、十文字、

小川の一部、山川の一部、今町の一部、板敷１区の一部、

川向の一部） 

景観まちづくり
推進区域 

（約 270ha） 

・明治以降市街地として発展

し、宿泊施設、店舗等の商業

施設がある地区 

・飫肥地区の玄関口となる地区 

大字楠原の一部、今町一丁目の一部、今町二丁目の一部、

大字板敷の一部、大字吉野方の一部、星倉一丁目、 

大字星倉の一部 

（山ノ口の一部、楠原の一部、小川の一部、山川の一部、

今町の一部、板敷１区の一部、永吉の一部、原ノ迫の一部、

川向の一部、向原の一部、南平の一部） 

・石垣・生垣などを有する集落

民家が点在する地区 

・飫肥城下町の借景となる緑豊

かな小丘陵地が広がる地区 

全体の面積 
（約 367ha） 

  

 

▲景観計画区域 
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第３章 景観計画区域における良好な景観に関する方針 

１．良好な景観まちづくりに向けた課題 

飫肥地区において、良好な景観を維持し、後世に伝えていくためには、本地区の景観特性を活かし

た「まちづくり」としての取組みが必要です。そこで、本地区における良好な景観づくりに関する取

組みを「景観まちづくり」として位置づけるとともに、景観まちづくりに向けた課題について、本地

区の景観特性と問題点を踏まえて以下に整理します。 

 

（１）誇るべき歴史的まちなみ景観の保全 

本地区は近世の町割が残り、伝統的建造物群保存地区を中心に、諏訪馬場、永吉、楠原などで

も歴史的建造物や石垣、門、塀などの城下のたたずまいをしのばせる歴史的景観が数多く残って

いる。また、田ノ上八幡神社をはじめ、岩崎稲荷神社、伊東家累代墓地などの歴史的・文化的景

観資産が随所に点在し、城下町としての面影を色濃く残している。 

一方で、市街地内では、建物の老朽化や空き家・空き地の増大などによる歴史的・文化的景観

資産の減少、本町通りや今町通りなどでの歴史的景観にそぐわない色や高さの建築物の新築など

により、歴史的まちなみ景観の喪失が危惧される。 

そのため、飫肥らしい歴史的まちなみ景観を市民の共有の財産として認識し、守り、景観の一

体性や連続性を高めながら、後世に引き継いでいくことが必要である。 

 

（２）景観まちづくりを通じた良好な生活空間の形成 

飫肥城下町の外堀となった酒谷川や城下町を取り囲む小丘陵地は、城下町形成と密接に結びつ

き、現在でも良好な自然景観を有し、地域住民の豊かな生活空間の一部となっている。 

また、城下町の町割を構成する生活道路及び国道・県道は、地区住民の生活空間であるととも

に、来訪者にとって重要な景観軸となっているが、道路への無秩序な物品占有やブロック塀など、

物品や工作物によって良好な景観を阻害している箇所も見られる。 

そのため、改善すべき景観要素の除去などの景観まちづくりを通じて良好な生活空間の形成を

図るとともに、まちづくりの基礎となるコミュニティの醸成が必要である。 

 

（３）広範囲に点在する歴史的・文化的景観資産の地域活性化への活用 

歴史的なたたずまいを有する建造物や近代の洋風建造物、城下町への眺望ができる小丘陵地、

とうとうと流れる酒谷川、地域団体やボランティアによる数々のイベントなど、飫肥地区には豊

富な歴史的・文化的景観資産を有しているものの、回遊性を高めることができていない。 

そのため、本地区の貴重な歴史的・文化的景観資産を保全するとともに、回遊性や滞留性を高

め、観光交流や地域交流の舞台として歴史的・文化的景観資産を活用していくことが必要である。 

 

（４）多様な人材の知恵や協働による持続的なまちづくりの展開 

本地区では、市民、ボランティア、学生など多くの主体が長年まちづくりに関わってきている

が、各団体、行政、外部の学識者や専門家など横断的かつ持続的な連携が十分ではない。 

そのため、今後のまちづくりでは、景観まちづくりを通じて、各団体、行政、学識者等の連携

交流活動を持続的に展開できる推進体制の確立が求められる。 
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２．景観まちづくりの将来像 

 

 本地区の景観特性や景観まちづくりの課題を踏まえ、目指す景観まちづくりの姿として、以下のよ

うな景観まちづくりの将来像を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飫肥地区は、近世から近代にかけて日南地域の中心地として発展し、時代毎に形成された建造物

や工作物、さらに人々の信仰や伝統産業などに関わる文化遺産から、九州初の重要伝統的建造物群

保存地区に選定され、多くの観光客で賑わう地区である。 

飫肥城とその周辺の城下町では、町割りや建造物、水路、社寺、庭園などの文化遺産が多く現存

し、伝統的建造物群保存地区を中心として、武家屋敷、多種多様な石垣、生垣や巨木など、歴史的・

文化的景観資産の宝庫となっている。 

しかし、近年では城下町内において伝統的建造物とは調和しない建造物や、空き地・空き家の増

加などにより、歴史的景観の喪失が危惧され、それによって飫肥地区全体のイメージや景観的価値

の低下が懸念される。 

以上を踏まえ、本地区では、数々の歴史的・文化的景観資産とそれを取り囲む周辺の山々や酒谷

川などの自然景観は一体のものとして、市民共有の財産として守ることで、景観的価値を高め、多

くの人々を魅了し、ひきつける景観まちづくりを推進する。 

 

＜将来像＞ 

 

山々と清流に囲まれ、歴史・文化の香りが漂い、 

石垣が残る城下町 飫肥 
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３．景観まちづくりの基本方針（景観法第８条第３項に関する事項） 

 

（１）基本方針 

本地区の景観まちづくりの将来像の実現に向けて、景観まちづくりの基本方針を以下に示します。 

 

①歴史と文化を感じ、周囲の緑と調和した広がりある歴史的まちなみ景観を守る 

 現在でも伝統的建造物群保存地区以外に歴史的景観

を残すまちなみが、今町、前鶴、永吉、楠原（諏訪馬

場）などにも残っています。こうした地域の伝統的建

造物、苔むした石垣、塀や生垣などを活かし、落ち着

きのあるまちなみを随所に感じられる歴史的まちな

み景観を一体的に保全します。 

 周囲の斜面緑地は、城下町の借景となっている特性を

活かし、斜面緑地を保全し、山なみ景観への眺望を意

識して緑との一体性が感じられる低層のまちなみを

守ります。 

 

②憩いや潤いのある道筋や川沿いの景観を育てる 

 近世からの町割が現存し使われている道、城下の外堀

の役割を果たしてきた酒谷川などの資源は、人々の交

流や憩いの場となっています。徒歩やサイクリングが

楽しめる川沿い、歴史的まちなみと調和した道筋など、

回遊性を高め、多くの人々に憩いややすらぎを与える

空間の創出を図ります。 

 

③まちの宝となる歴史的・文化的景観資産を守り、活用し、後世に引く継ぐ 

 歴史的なたたずまいの建造物、伊東家累代墓地、岩崎

稲荷神社など数多くの社寺等、飫肥地区に数多く残さ

れている歴史的・文化的景観資産を活かし、市民共有

の財産として保全し、地域内外の交流の場として活用

します。 

 

 

 

④協働によるまちづくり体制を確立し、地域の価値を高める景観まちづくりを推進する 

 地区の自治会をはじめ飫肥楽市楽座、日南市観光ガイ

ドボランティアの会、(財)飫肥城下町保存会などの地

域活動団体、サポーターとの協働により、地域の価値

を高める景観まちづくり活動やまちづくりを担う人

材育成の仕組みを構築するとともに、身近なところか

ら景観まちづくりに取組んでいきます。 

 地域に埋もれた景観資産を発掘し、魅力を高め、景観

まちづくり情報として全国に発信していきます。 
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（２）景観まちづくりの方針図 

本地区の景観まちづくりの基本方針を踏まえ、エリア毎の景観まちづくりの方針を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観まちづくり方針図 

・城下町飫肥の導入部にふさわしい落ち着き
あるまちなみ景観の誘導（建築物・工作物） 

＜今町・川向など＞ 

・伝統的な武家屋敷の保全、継承（家屋・石垣・門扉、
生垣）による風格のあるまちなみの形成 

・建築物の新築・改築・増築や工作物を設置する際の
歴史的まちなみ全体との調和 

・伝統的建造物群保存地区外の歴史的建造物の保存 
と活用 

・巨木の保全 

＜大手・十文字・本町・前鶴・鳥居下など＞ 

・城下町飫肥をイメージさ
せ、導入部に相応しい良
好な景観の形成（建築
物・工作物） 

・低層のまちなみと調和し
た建築物・工作物の高さ
の配慮 

＜ＪＲ飫肥駅周辺＞ 

・歴史的まちなみと調和した、低層で落ち着きあるまち
なみの形成（建築物・工作物） 

・道路占用物件やネオン・サインの適切な誘導 

＜下新町など＞ 

・落ち着きある住宅地景観の形成（建築物・工作物） 

・豊かな緑と調和した沿道広告物の誘導 

・最小限の開発や、植栽による豊かな緑の保全、育成 

＜板敷・小川など＞ 

・歴史的まちなみの借景となる斜面緑地景
観の保全 

＜城下町飫肥周辺の斜面緑地＞ 

・城下町飫肥としての一体的な
景観まちづくりの推進 

＜城下町飫肥一帯＞ 

・伝統的家屋、石垣、生垣の保全 

・社寺など歴史的・文化的景観資産の保全と活用 

・城下町からの来訪性・回遊性の向上 

・建築物の新築・改築・増築や工作物を設置する際の
伝統的家屋やまちなみへの配慮 

＜永吉・楠原（諏訪馬場）など
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（３）景観計画区域における景観まちづくりの方針 

景観まちづくり方針図で示した方針を、景観計画区域ごとに整理し、以下に示します。 

 

景観計画区域の区分 景観まちづくりの方針 

景観まちづくり 

重 点 区 域 

大手・十文字・本町・前鶴・鳥居下など 

・伝統的な武家屋敷の保全、継承（家屋・石垣・門扉、生垣）に

よる風格のあるまちなみの形成 

・建築物の新築・改築・増築や工作物を設置する際の歴史的まち

なみ全体との調和 

・伝統的建造物群保存地区外の歴史的建造物の保存と活用 

・巨木の保全 

下新町など 

・歴史的まちなみと調和した、低層で落ち着きあるまちなみの形

成（建築物・工作物） 

・道路占用物件やネオン・サインの適切な誘導 

今町・川向など 

・城下町飫肥の導入部にふさわしい落ち着きあるまちなみ景観の

誘導（建築物・工作物） 

景観まちづくり 

推 進 区 域 

ＪＲ飫肥駅周辺 

・城下町飫肥をイメージさせ、導入部に相応しい良好な景観の形

成（建築物・工作物） 

・低層のまちなみと調和した建築物・工作物の高さの配慮 

永吉・楠原（諏訪馬場）など 

・伝統的家屋、石垣、生垣の保全 

・社寺など歴史的・文化的景観資産の保全と活用 

・城下町からの来訪性・回遊性の向上 

・建築物の新築・改築・増築や工作物を設置する際の伝統的家屋

やまちなみへの配慮 

板敷・小川など 

・落ち着きある住宅地景観の形成（建築物・工作物） 

・豊かな緑と調和した沿道広告物の誘導 

・最小限の開発や、植栽による豊かな緑の保全、育成 

城下町飫肥周辺の斜面緑地 

・歴史的まちなみの借景となる斜面緑地景観の保全 
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第４章 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

（景観法第８条第２項第２号に関する事項） 

１．届出対象行為 

 景観計画区域において、以下に定める行為を行う場合、あらかじめ市に届出を行う必要があります。 

 

届出対象行為 
行為の規模 

景観まちづくり 
重点区域 

景観まちづくり 
推進区域 

建築物
※１ 

新築、増築、改築※２若しくは移転 すべて 

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 

外観の変更に係る部分の見付面積が 

10 ㎡以上のもの 

太陽光発電設備（温水器含む）の設置 すべて － 

除却 すべて － 

工作物
※３ 

新設、増築、改築若しくは移転 

すべて 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 

垣、門、塀の除却 すべて － 

開発行為
※４ すべて 

3,000 ㎡を 

超えるもの 

屋外における土石、廃棄物※５、再生資源※６その他の 

物品の集積・堆積・貯蔵 

10 ㎡を超える行為若しくは高さ 1.5ｍを超え

るもので、堆積期間が 90 日以上のもの 

土地の形質の変更 

（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 ※開発行為は除く） 

すべて 
3,000 ㎡を 

超えるもの 

木竹の植栽又は伐採 

（保安林※７での行為を除く） 
土地の用途変更となるものすべて 

※１：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とする。 

※２：改築とは、建築物の全部又は一部を除却し、既存建築物と用途、規模、構造の著しく異ならない建築
物を建てる行為 

※３：日南市美しいまちづくり景観基本条例施行規則第 2条に規定する工作物とする。 

※４：都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 4条第 12 項に規定する開発行為とする。 

※５：廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 2条第 1 項に規定する廃棄物とする。 

※６：資源の有効な利用の促進に関する法律第 2条第 4項に規定する再生資源とする。 

※７：森林法第 25 条第 1項、第 25 条の 2 第 1項及び第 2項により指定された保安林。 

 

 

【届出対象除外行為】 

・日南市伝統的建造物群保存地区保存条例第４条に規定する現状変更許可を受けて行う行為 

・通常の管理行為、軽易な行為(日南市美しいまちづくり景観基本条例施行規則第 4条) 

・非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

・景観重要建造物及び景観重要樹木について許可を受けて行う行為 

・「城下町飫肥 景観計画」の施行日において既存、若しくはすでに着手している行為 

・その他景観法第 16 条第 7項に定められている行為 など 
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２．事前協議 

届出対象行為のうち、以下に該当する大規模的な行為を行う場合は、事前協議が必要です。 

 

届出対象行為 事前協議の対象 

建築物 
高さが 10m を超えるもの、 

又は建築面積が 1,000 ㎡を超えるもの 

工作物 

コンクリート柱、鉄柱、木柱その他こ

れらに類するもの 
高さが 15m を超えるもの 

高架水槽、サイロ、物見塔、石油タン

ク、ガスタンクその他これらに類する

もの 

高さが 8m を超えるもの 

ゴルフ練習場、アスファルトプラント、

コンクリートプラント、クラッシャー

プラントその他これらに類するもの 

敷地面積が 3,000 ㎡以上のもの 

開発行為 3,000 ㎡以上のもの 

屋外における土石、廃棄物、再生資源 

その他の物品の集積・堆積・貯蔵 
1,000 ㎡以上のもの 

土地の形質の変更 3,000 ㎡以上のもの 

木竹の植栽又は伐採 3,000 ㎡以上のもの 

 

 

 

 

 

 



13 

 

３．景観形成基準 

 届出対象行為については、以下に示す景観形成基準を満たす必要があります。 

ただし、市長が景観協議会の意見を聴いた上で認めるものについては、この限りではありません。 

景観計画区域 
の区分 

景観まちづくり重点区域 

景
観
形
成
基
準 

建
築
物 

高 さ ・10m 以下とする。ただし、現存する社寺の改築については適用除外とする。 

位 置 

・周辺と調和するように釣り合い良く配置する。 

・国道 222 号沿線（本町通り）については、壁面をセットバック（1m）させ、軒先の位置を道路と

の境界まで伸ばすよう努める。 

色 彩 

・建築物の外観の色彩は、以下のとおりとし、極力、伝統的建造物と調和した色彩とする。 

明度 7以上の場合、彩度 2以下 

明度 5以上 7未満の場合、彩度 3 以下 

明度 5未満の場合、彩度 6以下 

・建築物の着色していない木材、土壁、いぶし瓦、ガラス等の材料によって仕上げられる部分の色

彩は、この限りでない。 

・太陽光発電設備等を設置する場合のパネルは、屋根と調和した色彩とする。 

形 態 

・ 

意 匠 

・屋根は、原則として切妻・寄棟・入母屋の形式による勾配屋根とし、日本瓦（銀ねずみ色）又は

これに類するものを使用するよう努める。 

・太陽光発電設備等を設置する場合は、屋根と一体的に見える規模や形態とする。 

・外壁
※１

は、ささらこ押縁下見板張、焼杉板白漆喰塗り又はこれに類するものとし、やむをえず

他の材料を使用する場合は、周辺景観に調和するものとする。 

・庇は、瓦又は銅版葺（茶かっ色）を使用するよう努める。 

・建具は、木製、カラーサッシ（黒かっ色系）又はこれに類するものに努める。 

・室外機、ガスボンベ等の屋外に設ける施設は、通りに目立たない位置に設置するか、または建物

本体や周辺景観に調和するよう、木製格子等を使用し修景に努める。 

建築物の除却 
・周囲景観に調和している建築物の除却については、修理等による保存の検討を行う。 

・除却後の状態については、周辺の景観を著しく損なわないものとする。 

工
作
物 

規 模 

・擁璧、柵については、高さが 3m 未満とする。ただし、その工作物に接道する建築基準法上の道

路からの高さとし、接道していない擁壁等はこの限りではない。 

・煙突、排気塔その他これらに類するものについては、高さが 6m 未満とする。 

・その他の工作物については、周辺の景観と調和し突出感を与えないことや、山々の稜線を遮らな

い高さとするなど、良好な景観への眺望を著しく妨げないよう努める。 

色 彩 

・工作物の外観の色彩は以下の通りとし、極力、伝統的建造物と調和した色彩に努める。 

明度 7以上の場合、彩度 2以下 

明度 5以上 7未満の場合、彩度 3 以下 

明度 5未満の場合、彩度 6以下 

・工作物の着色していない木材、土壁、いぶし瓦、ガラス等の材料によって仕上げられる部分の色

彩は、この限りでない。 

形態・意匠 ・歴史的まちなみ景観に調和させ、門、柵、塀は飫肥杉や自然素材を活用する。 

垣・門・塀の除却 
・周囲景観に調和している垣・門・塀の除却については、修理等による保存の検討を行う。 

・除却後の状態については、周辺の景観を著しく損なわないものとする。 

開発行為 

・既存の地形を活かした造成に努め、行為の規模や切土・盛土は最小限に抑える。 

・土地の地形や地勢が周辺の景観になじむよう配慮する。 

・既存の樹木・樹林は、景観上良好なものは可能な限り保全する。 

屋外における 

物品の集積、貯蔵 

・道路その他の公共の場から容易に望見できない位置に集積または貯蔵する。 

又は敷地外周部などに植栽等の修景措置を講じる。 

土地の形質の変更 
・土地の形質の変更に伴って生じる擁璧や法面は、必要最小限度とする。また、法面が生じる場合

は、緑化等により周辺の景観と調和を図る。 

木竹の植栽 

又は伐採 

・木竹の植栽、伐採を行う際は、周辺景観への影響に配慮する。 

・伐採を行った場合は、その周辺景観が良好に維持できるよう代替措置を講じる。 

※１ 用途地域、準防火地域にある建築物の外壁下地については、建築基準法告示仕様とすることを基本とする。 
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景観計画区域 
の区分 

景観まちづくり推進区域 

景
観
形
成
基
準 

建
築
物 

高 さ ・15m 以下とする。ただし、現存する社寺の改築については適用除外とする。 

位 置 ・周辺と調和するように釣り合い良く配置する。 

色 彩 

・建築物の外観の色彩は、以下のとおりとする。 

明度 7以上の場合、彩度 2以下 

明度 5以上 7未満の場合、彩度 3 以下 

明度 5未満の場合、彩度 6以下 

・建築物の着色していない木材、土壁、いぶし瓦、ガラス等の材料によって仕上げられる部分の色

彩は、この限りでない。 

形態・意匠 
・高さ 10m を超える建築物の屋根は、原則として切妻・寄棟・入母屋の形式による勾配屋根とし、

日本瓦（銀ねずみ色）又はこれに類するものを使用するよう努める。 

工
作
物 

規 模 

・擁璧、柵については、高さが 3m 未満とする。ただし、その工作物に接道する建築基準法上の道

路からの高さとし、接道していない擁壁等はこの限りではない。 

・煙突、排気塔その他これらに類するものについては、高さが 6m 未満とする。 

・その他の工作物については、周辺の景観と調和し突出感を与えないことや、山々の稜線を遮らな

い高さとするなど、良好な景観への眺望を著しく妨げないよう努める。 

色 彩 

・工作物の外観の色彩は以下のとおりとする。 

明度 7以上の場合、彩度 2以下 

明度 5以上 7未満の場合、彩度 3 以下 

明度 5未満の場合、彩度 6以下 

・工作物の着色していない木材、土壁、いぶし瓦、ガラス等の材料によって仕上げられる部分の色

彩は、この限りでない。 

形態・意匠 ・歴史的まちなみ景観との調和に努める。 

開発行為 

・既存の地形を活かした造成に努め、行為の規模や切土・盛土は最小限に抑える。 

・土地の地形や地勢が周辺の景観になじむよう配慮する。 

・既存の樹木・樹林は、景観上良好なものは可能な限り保全する。 

屋外における 

物品の集積、貯蔵 

・道路その他の公共の場から容易に望見できない位置に集積または貯蔵する。 

又は敷地外周部などに植栽等の修景措置を講じる。 

土地の形質の変更 
・土地の形質の変更に伴って生じる擁璧や法面は、必要最小限度とする。また、法面が生じる場合

は、緑化等により周辺の景観と調和を図る。 

木竹の植栽 

又は伐採 

・伐採を行う場合は、当該区域の森林が飫肥城下町の借景になっていること等に留意し、その範囲

を必要最小限にするとともに、周辺景観への影響に配慮する。 

・伐採を行った場合は、その周辺景観が良好に維持できるよう代替措置を講じる。 

・植栽を行う場合は、周辺景観との調和に配慮する。 
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４．届出のフロー 

「1.届出対象行為」に該当する行為を行う際は、以下のフローに沿って届出を行うとともに、景観

形成基準に適合させる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲届出のフロー 

※景観法の規定（景観法第１８条第１項）により、届出から３０日間は行為に着手できません。 

ただし、審査の結果、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、着手制限の期間を短縮することができ

ます（景観法第１８条第２項）。 

届出対象行為(P11) 

に該当しない場合 

届出対象行為(P11) 

に該当する場合 

事前協議(P12)の 

対象に該当する場合 

事前協議(P12)の 

対象に該当しない場合 

景観形成基準(P13･14) 

に適合しない場合 

景観形成基準(P13･14) 

に適合する場合 

行為の着手 

助言・指導 
景観形成基準等に適合した建物等になるように 

デザイン・色彩の変更などを助言・指導します。 

適合審査 

景観形成基準等に適合しているかを審査します。 

届出不要 

行為の届出（行為着手の３０日以上前）※
 

届出書、関係書類等を提出していただきます。 

日南市景観協議会 

助言・指導に 

応じる場合 

助言・指導に 

応じない場合 

勧 告 
勧告・変更命令に 

応じる場合 

勧告に 

応じない場合 

罰 則 

行為の着手 

他の手続き等 

・助言・指導・勧告をする場合、必要に

応じて景観協議会の意見を聞きます 

・変更命令をする場合、あらかじめ景観

協議会の意見を聞きます 

設計の変更等 
必要な措置 

変更命令 

変更命令に 

応じない場合 

事前協議（必須） 
届出予定行為に関する計画を説明して 

いただき、景観形成基準に基づく協議

を行います。 

事前打合せ（任意） 
届出予定行為に関する計画について、 

景観形成基準に基づくアドバイスを

行います。 

他の手続き等 

建築確認等 

事前相談（任意） 
景観計画に関する 

アドバイスを行います。 

構想・計画 

（建築、開発行為等をしようと思ったら･･･） 

日南市景観協議会 

・必要に応じて意見を聞きます 

日南市景観協議会 

・必要に応じて意見を聞きます 
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第５章 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針 

（景観法第８条第２項第３号に関する事項） 

 

飫肥地区において景観上優れた建造物や樹木を保全するとともに、景観まちづくりに活かしていく

ため、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針を以下のように定めます。今後、この方針に則

して具体的な建造物や樹木の指定を検討していきます。 

 

１．景観重要建造物の指定の方針 

 

地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物（これと一体となって良好な景観を形成している当該

建造物の敷地、その他の物件を含む。）の外観が景観上の特徴を有し、かつ、飫肥地区の良好な景観

まちづくりに重要なもので、次に示す項目のいずれかに該当する建造物を、景観重要建造物として指

定していきます。 

 

（１）建造物の外観等が地域のシンボル的な存在であり、良好な景観まちづくりに寄与する建造物 

（２）街かどやアイストップに位置する等、景観まちづくりに取組む上で重要な位置にある建造物 

（３）地区住民や来訪者に親しまれ、当該地区の良好な景観まちづくりに影響を与える建造物 

 

 

 

 

２．景観重要樹木の指定の方針 

 

地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、かつ、飫肥地区の良好な景観ま

ちづくりに重要なもので、次に示す項目のいずれかに該当する樹木を、景観重要樹木として指定して

いきます。 

 

（１）樹容が地域のシンボル的な存在であり、良好な景観まちづくりに寄与する樹木 

（２）街かどやアイストップに位置する等、景観まちづくりに取組む上で重要な位置にある樹木 

（３）地区住民や来訪者に親しまれ、当該地区の良好な景観まちづくりに影響を与える樹木 
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第６章 景観重要公共施設に関する方針 

（景観法第８条第２項第４号ロ・ハに関する事項） 

 

１．景観重要公共施設の指定の方針 

 

道路、河川、公園等の公共施設は、建物や工作物等とともに地域の景観を構成する要素の一つであ

り、公共施設が地域の景観づくりに果たす役割は大きく、その整備に当たっては、周辺の景観への配

慮が求められます。 

「景観重要公共施設」とは、良好な景観づくりに向けた取組みを周辺と一体的に行うことが期待さ

れる公共施設について、管理者の同意の上、景観計画に位置づけるものです。飫肥地区では、以下の

方針に従って景観重要公共施設を定めます。 

 

（１）飫肥地区の良好な景観まちづくりを推進する上で、重要な景観要素となる公共施設 

（２）当該公共施設の整備等により、飫肥地区の一体的な景観まちづくりに寄与する公共施設 

（３）当該公共施設そのものが、飫肥地区の良好な景観まちづくりに大きな影響を与える公共施設 

（４）その他飫肥地区の良好な景観まちづくりの推進に際して重要となる公共施設 
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２．景観重要公共施設の指定 

 

景観重要公共施設の指定の方針に従い、以下の公共施設を景観重要公共施設として定めます。 

 

（１）国道・県道・市道（本計画では「景観重要道路」とする） 

１ 国道 222 号 

２ 県道郷之原日南線 ３ 県道元狩倉日南線 

４ 市道山川線  ５ 市道新町通線  ６ 市道清水町線 

７ 市道中町通線  ８ 市道後町線   ９ 市道南明館通線 

10 市道新町前鶴線 11 市道前鶴線   12 市道前鶴尻線 

13 市道本町前鶴線 14 市道新町後馬場線  15 市道大手前鶴線 

16 市道大手横馬場通線 17 市道大手線   18 市道八幡通線 

19 市道十文字線  20 市道浄心馬場吉野方線 21 市道小川線 

22 市道小川西通線 23 市道楠原線         24 市道諏訪馬場通線 

25 市道永吉線  26 市道鳥居下線        27 市道大手門駐車場線 

 

（２）河川（本計画では「景観重要河川」とする） 

・二級河川：広渡川水系 酒谷川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲景観重要公共施設の位置 
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３．景観重要公共施設の整備に関する方針 

 

景観重要公共施設として位置づける公共施設の整備に関する方針は、以下のとおりとします。 

 

（１）景観重要道路の整備に関する方針 

 

①歴史的景観やまちなみの景観、その他周辺の景観に配慮した構造、仕上げにする。 

②潤いあるみち並み景観を形成するため、無電柱化に努める。また、国道 222 号及び県道郷

之原日南線、県道元狩倉日南線においては、景観の連続性に配慮し、沿道のまちなみと調和

する街路樹・植栽帯の樹種を採用し、その適正な維持・管理を図る。 

③交通安全施設を設ける場合には、華美なデザインを避け、歴史的景観や自然景観になじむ落

ち着いたデザインを用いる。 

④回遊性を高めるため、沿道の歴史的景観等と調和したポケットパークやベンチ等の設置、案

内サインの充実に取組む。 

⑤景観重要道路の維持・管理等に際しては、現状の歴史的景観やまちなみの景観等を変化させ

ないよう留意する。 

⑥その他景観重要道路の整備等に際しては、景観計画の景観まちづくりの基本方針や宮崎県公

共事業景観形成指針等に則した整備を行う。 

 

 

 

（２）景観重要河川の整備に関する方針 

 

①歴史的景観やまちなみの景観、その他周辺の景観に配慮した構造・仕上げにする。 

②管理施設を設ける場合には、華美なデザインは避け、歴史的景観や自然景観になじむ落ち着

いたデザインを用いるとともに、できる限り施設周辺の緑化に努める。 

③景観重要河川の維持・管理等に際しては、現状の歴史的景観やまちなみの景観等を変化させ

ないよう留意する。 

④その他景観重要河川の整備等に際しては、景観計画の景観まちづくりの基本方針や宮崎県公

共事業景観形成指針等に則した整備を行う。 
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４．景観重要公共施設の占用等の許可基準 

 

景観重要公共施設における占用等の許可基準は、以下のとおりとします。 

 

（１）景観重要道路における道路法第 32 条第 1 項又は第 3 項の許可の基準 

 

許 可 の 基 準 

○工作物等の形態は、沿線建築物とのバランスのとれたものとする。 

○工作物等の材質は、経年美化やメンテナンスを考慮し、光沢のあるもの、反射性のあるも

の等、周辺から突出するような素材の使用は避ける。 

○工作物等の配置は、沿道建築物の利用方法と整合させ、街角や通りの見通しを阻害する位

置、その他景観構成上重要な位置に設置しない。また、標識やサイン等の認知を妨げない

よう配慮する。 

○工作物等の色彩は、法令等で定められているものを除き、原則として、明度 7 以上の場合

彩度 2 以下、明度 5 以上７未満の場合彩度 3 以下、明度 5 未満の場合彩度 6 以下とし、

できる限り茶かっ色・黒かっ色系を使用する。 

○電柱の設置は、新たに行わないよう配慮する。 

○その他景観を著しく損なうような行為はできる限り避け、景観まちづくりの基本方針及び

景観重要道路の整備に関する方針を妨げないものとする。 

 

 

（２）景観重要河川における河川法第 24 条、第 25 条、第 26 条第 1 項又は第 27 条 

第 1 項の許可の基準 

 

許 可 の 基 準 

○工作物の形態等は、歴史的まちなみ景観と調和するような形態に努める。 

○工作物等の材質は、経年美化やメンテナンスを考慮し、周辺から突出するような素材の使

用は避ける。 

○その他景観を著しく損なうような行為はできる限り避け、景観まちづくりの基本方針及び

景観重要河川の整備に関する方針を妨げないものとする。 
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<参考：関係法令> 

道路法 

〔道路の占用の許可〕 

○道路法第３２条第１項 

道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用し

ようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 

一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 

二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設 

三 鉄道、軌道その他これらに類する施設 

四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 

五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 

六 露店、商品置場その他これらに類する施設 

七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物

件又は施設で政令で定めるもの 

○同条第３項 

第１項の規定による許可を受けた者（以下「道路占用者」という。）は、前項各号に掲げる

事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞

がないと認められる軽易なもので、政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路

管理者の許可を受けなければならない。 

河川法 

〔土地の占用の許可〕 

○河川法第２４条 

河川区域内の土地（河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く、以下次

条において同じ。）を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理

者の許可を受けなければならない。 

〔土石等の採取の許可〕 

○河川法第２５条 

河川区域内の土地において土石（砂を含む。以下同じ。）を採取しようとする者は、国土交

通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川区域内の土

地において土石以外の河川の産出物で政令で指定したものを採取しようとする者も、同様と

する。 

〔工作物の新築等の許可〕 

○河川法第２６条第１項 

河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除去しようとする者は、国土交

通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。河川の河口附近

の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し、又は

除去しようとする者も同様とする。 

〔土地の掘削等の許可〕 

○河川法第 27 条第１項 

河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行

為（前条第一項の許可に係る行為のためにするものを除く。）又は竹木の栽植若しくは伐採を

しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければ

ならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。 

【適用除外】 

景観重要公共施設の整備に関する事項及び占用許可基準等に関して、以下に該当するものにつ
いては適用除外とする。 

・道路標識の表示面等、法令で定められているもの 

・安全上又は緊急上やむを得ないもの 

・城下町飫肥景観計画の施行時点で現に占用許可等を受けて存するもの（外観の変更を生じ
ないものに限る。） 

・地中に埋設するもの等で周辺の景観に影響を与えないもの 
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第７章 その他の方針 

 

１．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 

 （景観法第８条第２項第４号イに関する事項） 

 

屋外広告物は、賑わいあるまちなみを演出するなどの景観面での効果がある一方、無秩序な設置や

周辺の景観との調和に配慮しない設置は、地域の良好な景観を阻害することになります。 

 

宮崎県では、郷土の美しい自然や街並みを守り、広告物の落下などによる危害を防ぐため「宮崎県

屋外広告物条例」を定めて必要な規制を行っています。 

 

飫肥地区では、今後、地域の景観特性に応じた取り組みによる良好な屋外広告物の誘導を図るため、

県の条例に定められた「広告景観特例地区」や「広告景観協定地区」等の制度の活用を検討していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<用語解説> 

○広告景観特例地区 

（宮崎県屋外広告物条例 

第 29 条に規定） 

・第 29 条 知事は、主要な道路に沿った地域や市町村が特に風致を維持し、又

は良好な景観を形成すべき地域として定めた地域等のうち、特に風致を維持

し、又は地域の良好な景観を形成するために広告物等の表示若しくは設置に関

して特例を設ける必要があると認める区域を、広告景観特例地区として指定す

ることができる。 

○広告景観協定地区 

（宮崎県屋外広告物条例 

第 32 条に規定） 

・一定の区域内の土地の所有者及び建築物、広告物等その他工作物の所有を目的

とする地上権又は賃借権を有する者は、当該区域について風致を維持し、又は

良好な景観を形成するため、広告物等に関する協定（以下この条において「広

告景観協定」という。）を締結したときは、当該区域を広告景観協定地区とし

て指定するよう知事に申請することができる。 
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２．景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項 

 （景観法第８条第２項第４号ニに関する事項） 

 

景観農業振興地域整備計画は、農業振興地域内において、景観と調和のとれた良好な営農条件の確

保を図るべき地域において定めるものです。景観農業振興地域整備計画では、以下の項目について定

めることになっています。 

 

①景観農業振興地域整備計画の区域 

②景観と調和のとれた土地の農業上の利用に関する事項 

③農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 

④農用地等の保全に関する事項 

⑤農業の近代化のための施設の整備に関する事項 

 

本景観計画区域内には、農業振興地域がほとんど含まれていないことなどから、景観農業振興地域

整備計画策定についての検討は行いません。 
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第８章 景観まちづくりの推進に向けて 

 飫肥地区では、第４章で掲げた景観法に基づく届出制度の実施とともに、地区住民が主体となって、

景観まちづくりに取り組みます。 

 

 

 

 

１．継続的な景観まちづくりに向けた体制の構築 

（１）地域連携組織を活かした景観まちづくり体制の構築 

本地区では、飫肥楽市楽座をはじめ、日南市観光ボランティアの会、(財)飫肥城下町保存会、泰平

踊保存会などの様々な団体が、景観にも関わる多様なまちづくり活動を行っています。一方で、この

景観計画策定の際に開催したワークショップにおいて、各種団体間の交流や連携不足が指摘され、連

携を推進する組織の必要性が求められています。 

本市では、新しい地域自治組織の枠組みとして、市民・自治会・コミュニティ組織・市民活動団体

など多様な主体が参加し、地域住民主体による地域づくりを行う「地域連携組織」の設立が進められ

ている。 

本地区では、地域連携組織として平成２５年７月に「城下町飫肥まちづくり協議会（以下、まちづ

くり協議会）」が設立されました。 

まちづくり協議会の活動においては、地区住民の景観まちづくりに対する関心を高めるとともに、

各種団体をはじめ飫肥地区の景観まちづくりに関心を持つ市民や支援者の輪を広げ、地区全体が一体

となって継続的に景観まちづくりに取り組んでいくためのネットワークの形成を図ります。 

市では、こうしたまちづくり協議会の取組みが効率的・効果的に行われるよう、関連部局との情報

共有や連携により、専門家の派遣や景観まちづくりのノウハウ提供など協力・支援を行います。 

 

各種 
団体 

各種 
団体 

各種 
団体 

各種 
団体 

「景観まちづくり」とは、自分たちの地域にある景観について、貴重な景観資源であることを認識し、その景

観資源の価値や魅力を資産として共有するとともに、市民・事業者・行政等が協働し、維持・継承・改善に努め、

景観を地域のまちづくりに活かした様々な取り組みのこと言います。また、現在の良好な景観を大切に保存する

ことだけでなく、新たに美しく魅力的な景観を作り出すことも含みます。 

連携 

関係課 
・協働課 
・文化生涯学習課 等 

行 政 

専門家 
（アドバイザー・ 

コーディネーター） 参加 

参加 

景
観
協
議
会 

 

景観担当部局 
（建設課） 

 

市民 

参加 

助言 

意見聴取 専任・相談 

提案・提言 

運営支援 

参加 

支援者 
参加 

参加 参加

参加 参加

地域連携組織を通じた 

団体間の連携・交流 

地域連携組織を通じた 

団体間の連携・交流 

▲飫肥地区における景観まちづくり体制のイメージ 

 城下町飫肥まちづくり協議会 
 

景観まちづくりに向けて 

団体間の連携・交流を担う組織 
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２．地域が主体となった景観まちづくりの取組み 

 この景観計画の策定に際して開催したワークショップでは、身近なことからはじめる様々な景観ま

ちづくりのアイデアが提案されました。飫肥地区では、ワークショップで提案された景観まちづくり

のアイデアを参考に、地区住民が主体となって、身近なところから景観づくりに取組んでいきます。 

 

（１）景観資産を「学ぶ」取組み 

地域が主体となった景観まちづくりの取り

組みに向けては、まず、地区に住む住民が、

地区内の景観資産を見つめ直し、景観まちづ

くりの大切さを共有する必要があります。 

飫肥城下町として発展してきた本地区では、

地域資源を活かした様々なまちづくり活動が

行われていることから、今後、景観まちづく

りに対する情報発信、各団体間の活動発表の

場の開催など、より多くの市民が景観資産を

学ぶ機会の拡大に取組みます。 

 

（２）景観資産を「守る」取組み 

本地区の歴史的景観資産は、先人たちが長

い時間の中で築き上げてきたものです。一方、

今日では、神社などの歴史的建造物の保存や

修復、空き地・空き家の増大などが問題とな

っています。こうした本地区の貴重な景観を

次世代に引き継ぐため、マップなどを活用し

た景観資産の認知度向上や、空き地・空き家

の利活用方策の検討などにより、大切な資産

として守っていきます。 

 

（３）景観資産を「活かす・育てる」取組み 

本地区には歴史的建造物、歴史文化財など

多くの景観資産が城下町や郊外の田園、森林

部に広がっています。こうした資源の広がり

を活かした回遊性の向上や宿泊の魅力化など

によってまちをゆっくりと楽しむ仕掛けづく

りや、参加型イベントの実施など、景観資産

を守り活かす取組みを進めます。 

 

 

【ワークショップで出されたアイデア】 

・マスコミを活用した情報発信 

・各種団体の活動やまちづくりに関わる情報

の共有 

・若い世代が景観への関心が持てる方策の検

討 

・住民の理解と協力が得られる方策の検討 

など 

【ワークショップで出されたアイデア】 

・景観コンクールや景観表彰の実施 

・参加型イベントの実施 

・城下町らしい街かど案内板の設置 

・サイクリングコース、桜並木の整備など散

策コースの設定 

・街なか水路など水の活用 

など 

【ワークショップで出されたアイデア】 

・まち歩きマップなどへの歴史的な地区名の

表記 

・願成就寺、長持寺などの社寺の保全とまち

づくりへの活用 

・民泊、ギャラリーなど、空き地・空き家の

利活用方策の検討（空き家バンク制度な

ど） 

・ネオンサインなどのルールの検討 

など 

 


