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三重県景観計画 目次 

第１章 背景と目的 

第２章 景観特性 

１ 県土の景観特性 

(1) 景観特性 

     ①  自然的特性 

   （地勢・地形/地質/気候/植生/水系/自然公園） 

②  歴史・文化的特性 

（古代の国わけ/江戸時代後期の藩領と主な城郭/街道/集落と

建築様式/文化財等/名所図会に描かれている景観/文学に描

かれた三重の景観/方言） 

③  社会・経済的特性 

（人口/交通網と地域開発/都市計画と市街地景観/屋外広告物

/電線類の地中化/産業） 

 ④  眺望 

(2) 景観構造 

(3) 県民の景観への意識

２ 地域別景観特性 

(1) 地域区分の考え方 

(2) 地域別景観特性 

  ①  北勢地域 

②  中勢地域 

③  伊勢志摩地域 

④  伊賀地域 

⑤  東紀州地域

第３章 基本目標と役割 

１ 基本目標 

２ 役割 

 (1) 県民等の役割 

(2) 行政の役割 
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第４章 良好な景観づくりに関する方針(景観法第8条第3項)

１ 地域が主体となる景観づくりの方針 

  (1) 日常生活の中での視点 

(2)「感性」を育む視点 

(3) 良好な景観を損ねているものへの対応 

(4) 地域が主役の景観づくり 

２  広域的な視点にたった景観づくりの方針 

(1) 広域的な景観づくり 

(2) 行政間の連携 

(3) 眺望景観の保全 

３  公共事業や公共施設の整備における景観づくりの方針 

４ 景観づくりに向けた県の推進方策

５ 類型別方針 

(1) 基本的な考え方 

(2) 類型別方針の構成 

（自然的景観/歴史・文化的景観/社会・経済的景観/眺望景観） 

 (3) 類型別方針 

   ① 自然的景観の方針 

  （山地・山脈/中山間地/農地/河川/海・海岸） 

   ② 歴史・文化的景観の方針 

（街道/歴史的まち並み・集落/文化財等） 

  ③ 社会・経済的景観の方針 

（市街地/道路） 

   ④ 眺望景観の方針 

６ 地域別方針 

  (1) 北勢地域 

  (2) 中勢地域 

  (3) 伊勢志摩地域 

  (4) 伊賀地域 

  (5) 東紀州地域 
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第５章 県の推進方策 

１ 地域が主体となる景観づくりに向けた支援 

 (1) 景観づくりに関する情報の提供及び知識の普及 

 (2) 景観づくりに関する専門家、有識者の派遣 

 (3) 景観づくりに向けた市町支援 

 (4) 地域の良好な景観づくりの実施 

 (5) 広域景観づくりの支援 

 (6) 眺望景観の保全と視点場づくり 

２ 良好な景観づくりのための制度や手法の活用 

 (1) 景観法による規制誘導方策 

   ① 行為の制限に関する事項(景観法第８条第２項第２号)

  ア 景観形成基準（別記１） 

  イ 届出対象行為（別記２） 

② 屋外広告物に関する事項 

③ 景観重要公共施設に関する事項 

④ 景観農業振興地域整備計画の策定に関する事項 

⑤ 自然公園区域に関する事項

⑥ 景観協議会 

⑦ 景観整備機構 

⑧ 景観協定 

  (2) 都市計画法による規制誘導方策 

  (3) 建築基準法による規制誘導方策 

  (4) 文化財保護法による規制誘導方策 

  (5) 生活環境の向上方策による取組 

    ① 都市の緑の保全・創出 

    ② 無電柱化の推進 

    ③ 放置ごみの防止 

    ④ 水質の改善 

⑤ 防災施策との連携 

３ 公共事業等における良好な景観づくりの推進 

４ 景観計画の区域(景観法第8条第2項第 1号)
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●別記１ 景観形成基準（行為の制限に関する事項） 

(1) 共通的事項 

  (2) 個別的事項 

       ① 建築物又は工作物の新築（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 

② 開発行為、土地の形質の変更 

（土石の採取又は鉱物の掘採を除く。） 

③ 土石の採取又は鉱物の掘採 

④ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 

●別記２ 届出対象行為（行為の制限に関する事項） 

 (1) 届出対象行為 

  (2) 届出の対象外となる行為 

(3) 特定届出対象行為  
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１ 基本目標                                        

三重県には、「海」「山」「河川」などの豊かな自然的景観、「街道」「まち並み」

など先人たちがつくりあげてきた歴史・文化的景観、また、「市街地」「地域の産業」

といった社会・経済的景観など、長い年月を経る中で培われてきた良好な景観が、県土

全域にわたり見られます。 

これらの良好な景観は、私たち県民共通の貴重な資産であることから、将来にわたっ

て、その保全に取り組むとともに、次の世代に引き継ぐべきものであり、また、新たに

手を加えるときには、これらの良好な景観を損なうことなく、美しい県土にふさわしい

景観となるよう努める必要があります。 

このような良好な景観づくりに取り組むことにより、この三重の地に暮らすことが誇

りとなり、たとえこの地を離れても常に思いをはせる「ふるさと」に、また、この地を

訪れる人々には悠久の時を身近に感じ、癒しに満ちた「こころのふるさと」となります。 

そこで、このような「こころのふるさと三重」の実現に向けて、次のとおり基本目標

を定めます。 

 (1) 豊かな自然を守り、共に生きていく景観づくり 

  三重県には、伊勢湾、熊野灘等の海や海岸線、鈴鹿山脈、布引山地、紀伊山地等の

山、木曽三川、櫛田川、宮川等の河川といった豊かな自然に恵まれ、県土は四季の彩

りに満ちています。 

そこで、これらのかけがえのない豊かな自然的景観を守り、共に生きていく景観づ

くりを進めます。 

(2) 歴史・文化を継承し、活かしていく景観づくり 

  三重県には、伊勢神宮や熊野古道、街道やまち並みなどを始めとする多くの歴史や

文化に彩られた景観があります。また、豊かな自然の景観に抱かれた農山村や漁村な

どの生活空間に広がる美しい集落の景観があります。 

そこで、これらの先人たちが培ってきた歴史・文化的景観を受け継ぎ、活かし、誇

りを持ちつつ次の世代に引き継ぐ景観づくりを進めます。 

(3) 地域の産業と調和した景観づくり 

    三重県には、平野や盆地に広がる田園風景や山間部の棚田、伊勢湾の海苔養殖によ

る海苔ひびや真珠養殖による真珠筏など地域の自然を活かした様々な産業の景観がみ

られます。また、石油化学コンビナートや自動車工場、液晶工場など、新しい産業に

よる景観も県内各地でみられます。 

そこで、これらの地域の産業と調和した景観づくりを進めます。 

 第３章 基本目標と役割 



\\Ss110071\k170125\所属用\■景観届出関係の冊子（原稿）\1 三重県景観計画\【H27.1.9 改訂版】三重県景観計画 冊子増刷用

\【改訂：H27.4.1】04：３章～景観計画 071206 黒文字.doc 

- 78 - 

  (4) 地域に活力を生み出す景観づくり 

    良好な景観の中で人々が暮らし、触れることにより、県民の中に豊かな心や感性、

地域の絆や誇りが生まれます。 

この地域の絆や誇りが、地域を考えるきっかけとなり、地域づくりやまちづくりの

活力となることから、地域に活力を生み出す景観づくりを進めます。 

  (5) 「おもてなしの心」で、人を癒す景観づくり

    三重県には、古くから伊勢神宮や熊野三山への参詣を目的に、多くの人々がこの地

を訪れてきたことから、県民には、来訪者を温かく迎える「おもてなしの心」が長い

時の中で培われてきました。 

    そこで、この「おもてなしの心」を景観づくりに取り入れ、人の心を癒す景観づく

りを進めます。 
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２ 役割                                          

(1) 県民等（※１）の役割 

① 県民等は、自らが良好な景観づくりの中心的な役割を果たす主役であること、自

らの行動が地域の景観に大きな影響を及ぼすことを認識するものとします。 

② 県民等は、地域の景観に関心を持ち、どのような景観にしていくのかを考え、日

常生活の中で、自らが進んで地域の誇れる景観を保全し、魅力ある景観づくりを実

践するとともに、地域が行う景観づくりに関する活動や、行政が実施する良好な景

観づくりに関する施策や事業に参加、協力していくものとします。 

③ 特に、土地所有者等は、土地、建築物及び工作物の利用等による改変は、地域 

の誇れる景観資産になる場合もあれば、良好な景観を損ねる場合もある等、地域の

景観に大きな影響を与えるものであることを認識し、地域の良好な景観づくりに貢

献するよう努めるものとします。 

④ また、設計者・施工者等（※２）は、自らの業務が地域の景観に影響を与えるも

のであることを認識し、その事業活動にあたっては、地域の良好な景観づくりに配

慮し、必要に応じて、率先して自ら情報の提供を行うとともに、地域が行う景観づ

くりに関する活動、行政が実施する良好な景観づくりに関する施策や事業に参加、

協力していくものとします。 

※１ 県民等：県民及び事業者のことをいいます。具体的には、一人ひとりの個人、NPO、
ボランティア、地域の団体、事業者等の多様な主体を含みます。 

※２ 設計者・施工者等：設計者・デザイナー、施工業者、開発事業者、コンサルタント

等であって、景観に影響を与える構造物等の形態・意匠・色彩・素材等を提案・施工

する者のことをいいます。 

(2) 行政の役割 

① 市町及び県は、県民等の景観づくりに対する意識を高め、景観づくりに参加しや

すい環境づくりを行うとともに、主体的な取り組みを支援するものとします。 

② 市町及び県は、互いに連携しながら県民等と共に、良好な景観づくりを推進する

ものとします。 

③ 市町及び県は、良好な景観づくりを進めるため、公共施設管理者として、景観に

配慮して公共事業や施設の整備を実施するものとします。 

④ 市町は、住民に最も近い行政主体として、景観行政の中心的な役割を担うことを

認識し、国、県との連携のもと、良好な景観づくりに関する施策を実施していくも

のとします。 

⑤ 県は、広域的な行政主体として、国との連携のもと、良好な景観づくりに関する

施策を実施するとともに、市町が行う様々な施策を支援・補完するものとします。 
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 第４章 良好な景観づくりに関する方針 

(景観法第8条第 3項)

良好な景観づくりは、多様な主体がそれぞれの役割に応じ、積極的に取り組むべきもの

であり、具体的な取組方針を共有し、実践していくことが必要です。 

また、景観づくりは、地域を見つめ直すきっかけとなり、地域の将来像を考える第一歩

となるとともに、新たなまちづくり活動を育み、地域の活性化へとつながります。 

このため、地域の個性を活かした施策の実施にあたっては、地域の実情を十分把握し、

住民に最も近い立場にある市町が中心となって取り組むことが必要ですが、現在、景観条

例を制定している県内の市町は少なく、県内の全ての市町が直ちに景観行政団体になるこ

とは、当分の間、難しいことが予想されます。また、良好な景観づくりには、広域的な視

点が必要です。 

そこで、県は、地域や市町の自主性、自立性を尊重し、役割分担を踏まえつつ、市町の

景観づくりを支援･補完するとともに、広域的な視野に立った良好な景観づくりに関する

施策を実施していきます。 

１ 地域が主体となる景観づくりの方針

(1) 日常生活の中での視点 

私たちは、日常の生活の中で何かを決めたり行動したりする時、個人の好みや経済

性、機能性を優先してしまうことが多く、その結果、例えば、地域の美しい田園景観

になじまない派手な色彩の建築物や広告物が林立するなど、地域のかけがえのない景

観を損ねていることがあります。 

良好な景観を将来に向けて守り育てていくためには、「良好な景観は県民の共通の

資産である」という意識を持つことが必要です。 

良好な景観づくりは、「特別なこと」を行ったり、「わざわざする」ことだけでは

なく、県民一人ひとりが日常生活の中で、美しさへの意識を持ち、身近なことから始

め、継続していくことが、美しく誇りある地域の景観づくりにつながっていきます。 

また、良好な景観は、地域の方々によるまちづくり活動などの継続によりつくられ

るものも多く、今日優れた景観として地域の誇りとなっているものもあります。 

このように、県民一人ひとりが美しさへの意識を持ち、身近なことから始め、継続

していくことが重要です。 

(2) 「感性」を育む視点 

景観づくりには、自然的景観や歴史・文化的景観など「美しいもの」を「美しいと

感じる」ことができる「感性」を持つことが大切です。 

また、美しい生活空間を意識することにより、心にゆとりや豊かな気持ちが生まれ、

「感性」が磨かれていきます。 
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このような「感性」を持つことができるようになるには、子供の頃から、様々な体

験の中で「美しいもの」を見て、感じ、身につけていくことが大切です。 

このため、県民一人ひとりが日常の生活の中で、美しい景観を美しいと感じること

ができる「感性」を育む環境などを整えていくことが必要です。 

(3) 良好な景観を損ねているものへの対応 

豊かな自然や歴史・文化的景観、日常の生活空間の景観を損ねているものとして、

「放置されているゴミ」「電線、電柱、鉄塔」「汚れた川、池、溝」「看板広告」

等があげられます。景観づくりにおいて、これらを除去することは、良好な景観の

保全や創出と並び、有効な手段の一つですが、その中には県民の生活には必要不可

欠な機能を有しているものもあるため、容易に除去することができないという側面

もあります。 

このため、良好な景観づくりを進めるには、地域のルールをつくり、県民一人ひと

りが日常生活のなかで守るべきマナーの向上に努めるとともに、良好な景観を損ねて

いるものの除去や修景などに早期に取り組むことが必要です。 

(4) 地域が主役の景観づくり 

良好な景観は、地域の人々の日常の生活やまちづくり活動などの中からつくられる

ものも多く、地域が主役となって、市町がそれらの活動を支援し、協働する景観づく

りを行うことが必要になります。 

このため、良好な景観づくりに向けた活動や事業が、地域と市町との協働により行

われるよう支援していく取組が必要です。また、地域の良好な景観を保全していくた

めには、地域の特性に配慮したルールを協働によって定めていくことも必要です。

２ 広域的な視野にたった景観づくりの方針                                             

(1) 広域的な景観づくり 

県内には、山並み、森林、河川、海岸線、道路など複数の市町にわたる広域的な景

観がみられます。 

このため、これらの良好な景観づくりにあたっては、国、県、市町、ＮＰＯ等が連

携し、必要に応じ景観協議会などの制度を活用するなどの取組が必要です。 

特に、南北に縦断する国道23号及び国道42号、それと平行する鉄道を基幹とするエ

リア、東西に横断する国道１号及び国道25号を基幹とするエリアは、伊勢神宮参詣の

ための伊勢街道や世界遺産リストに登録された熊野古道、広域的な街道である東海道

等があり、その沿道には歴史的なまち並みや数多くの名所・旧跡等がみられ、先人た

ちから受け継いできた伝統・文化が培われてきています。 
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これらのエリアには、多くの人々が住み、県民の日常生活の中で最も身近な景観づ

くりの場であるとともに、本県への来訪者が、本県の第一印象を感じる重要な「おも

てなしの場」ともいえます。 

このため、県土の広域的な視点にたった良好な景観づくりにあたっては、これらの

エリアの特性を考慮した取組が必要です。 

(2) 行政間の連携 

市町は、それぞれの景観づくりの内容が整合するものとなるよう相互に連携するこ

とが必要であり、県は、このような連携が促されるよう「広域的な調整」という役割

を果たしていきます。 

また、景観行政団体として景観計画を策定する市町は、三重県景観計画との整合を

図ることも必要です。 

(3) 眺望景観の保全 

県内には、鈴鹿山脈や布引山地などから伊勢平野や伊勢湾の眺望、志摩半島の朝熊

山などから美しいリアス式海岸の眺望、上野盆地における四方の山々の眺望、沿岸部

から雄大な熊野灘への眺望など、美しい景観を望める場所が数多くあります。 

また、市街地には城跡などから望む市街地のまち並みや瓦屋根の景観が、その都市

の持つ長い歴史や伝統文化を彷彿させ、地域の誇りとなる景観を楽しむことができま

す。 

このため、広域的な視点に立ち、県、市町、県民等が連携し、眺望景観の保全に配

慮した取組が必要です。 

３ 公共事業や公共施設の整備における景観づくりの方針                  

公共事業や公共施設の整備については、地域の景観を構成する主要な要素であり、

良好な景観づくりを先導するものであることから、その実施にあたっては、地域の景

観特性に配慮することとします。 

４ 景観づくりに向けた県の推進方策

 良好な景観づくりに向けて、県民等や市町が主体的に景観づくりを進めていくこと

ができるよう施策を示します。(第５章 県の推進方策) 

○地域が主体となる景観づくりに向けた支援 

○良好な景観づくりのための制度や手法の活用 

     ○公共事業等における良好な景観づくりの推進 

     ○景観計画の区域（景観法第８条第２項第１号） 
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５ 類型別方針                                    

(1) 基本的な考え方 

かつて、大和の国が日本の中心であった頃、その東側に位置する伊勢の国は、

「美
うま

し国」とよばれていました。それは、大和の国が四方を山々に囲まれているこ

とから、東の伊勢の国は、風光明媚で温暖な気候をあわせもち、海の幸に恵まれた土

地であり、また、海から昇る朝日（太陽）に畏敬の念を抱いていたからだといわれて

います。  

そして、この伊勢の地に神宮が祀られ、天皇家の行幸や庶民の参詣が盛んに行われ

るなど、憧れの地となりました。 

このように、海と伊勢神宮は、県土の景観の重要な要素となっています。 

三重県には、「美
うま

し国」に象徴される風光明媚な自然的景観に加え、伊勢神宮参

詣のための街道や宿場町、先人たちにより培われ、育まれてきた歴史・文化的景観、

街道筋に発達した都市、産業などの社会・経済的景観が、長い年月を経る中で積み重

なり、現在の県土の景観を構成しています。また、県内には、日常生活のなかで心に

癒しや安らぎをもたらす眺望景観や観光立県三重にふさわしい雄大な眺望景観などが

数多くあります。 

このため、三重県の４つの景観特性である「自然的景観」「歴史・文化的景観」

「社会・経済的景観」「眺望景観」について、良好な景観づくりの方針を示します。 

県民等においては、これら地域の景観特性や方針を認識し、景観づくりの際に配慮

することが必要です。 

図34 良好な景観づくりに関する方針の枠組 

眺望景観 

の方針 

自然的景観 

の方針 

歴史・文化的

景観の方針 
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(2) 類型別方針の構成 

三重県の自然的景観や、歴史・文化的景観、社会・経済的景観に関する良好な景観

づくりに向けては、地域の景観を特徴づける基本的な要素や良好な景観づくりにおい

て重要と考えられる景観のまとまり等により、次のとおり類型区分し、それぞれの構

成要素別に方針を示します。 

表７ 良好な景観づくりの方針に関する類型区分 

類
型

類型区分の考え方   構成要素 

自
然
的
景
観

三重県の自然的景観は、地形等の状況から、

その大部分が森林景観を含む山地、山脈、なだ

らかな起伏の規模の小さな山々、平野部に広が

る農地や河川、海、海岸などから構成されてい

ます。 

また、山麓部などにおいては、地形的にまと

まった平坦な農地が少なく、傾斜地と森林が多

くの面積を占める中山間地がみられます。 

「山地・山脈」 

「中山間地」 

「農地」 

「河川」 

「海・海岸」 

歴
史
・
文
化
的
景
観

三重県の歴史・文化的景観は、街道、歴史的ま

ち並み、集落、文化財などで構成されており、先

人が交易や交流の中で地域活力と文化を育み、現

代に続く県土をつくり上げる社会的な基盤である

とともに、県民共通の資産であり、これらが地域

の景観を特徴づける要素になっています。 

「街道」 

「歴史的まち並み・集落」

「文化財等」 

社
会
・
経
済
的
景
観

三重県の社会・経済的景観は、市街地(住宅

地、商業地、工業地等)とそれらを結ぶ道路など

から構成され、景観づくりを担う多くの人々が住

み、また人々の往来、物流のための基本的な基盤

となっています。 

「市街地」 

(住宅地、商業地、工業地) 

「道路」 

眺
望
景
観

県内の道路や河川の橋梁などからは、日常的に海や山並みなどの眺望が楽し

め、心に癒しや安らぎを与えてくれます。 

これに加えて、四季折々の美しい眺めが楽しめる場所が数多くあることは、

観光立県三重の大きな魅力となっています。 
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図35  類型区分のイメージ 
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(3) 類型別方針

① 自然的景観の方針 

  ア 山地・山脈 

三重県の山地・山脈は、伊勢平野などから眺望できる美しい山並み、リアス式

海岸にせまる起伏に富んだ山々、盆地を囲む山々など、地域の景観の背景となり、

広葉樹の新緑や紅葉、針葉樹の深い緑などとともに地域固有の景観を特徴づけて

います。 

また、山地・山脈は、古くから人々の暮らしを支え、地域の産業を育むなど、

本県にとってかけがえのないものとなっています。 

このため、山地・山脈や森林景観の保全に努めるとともに、これらから平野や

海への眺望を保全し、美しい山並みや山々の特徴を生かした景観づくりを進めま

す。 

イ 中山間地 

  三重県の山麓部や山間部、あるいはわずかな平地で構成される熊野灘に面した

海岸部は、傾斜地が面積の多くを占めていることから、まとまった農地は少なく、

森林や棚田などに代表される自然的景観がみられ、郷土に対する愛着や親しみを

感じさせてくれる貴重な景観となっています。 

このため、森林や農地などの保全や、背景の山並みへの眺望を保全するととも

に、これまで培われてきた地域の誇りある伝統・文化を継承し、活かすことので

きる景観づくりを進めます。 

ウ 農地 

三重県の農地の多くは、伊勢平野や上野盆地における平坦地に多くみられ、農

業を通して人と自然が共存し、育んできた景観であり、身近に豊かな自然を体感

できる景観となっています。 

このため、人と自然の共存により育んできた農地を保全し、田園景観やその背

景となる山並みへの眺望に配慮した景観づくりを進めます。 

エ 河川 

三重県の河川は、かつて木曽三川、雲出川、勢田川
せ た が わ

などでの舟運
しゅううん

や、宮川、

熊野川での船参宮
ふなさんぐう

など、その豊かな流れとともに地域の文化や産業を育んでき

ました。そして、これらの河口部周辺に市街地が形成されたところも少なくあり

ません。また、上流域では、美しい渓谷などの景勝地がみられます。 

現在でも、その美しい渓流や雄大な流れは地域に潤いとやすらぎを与えるとと

もに、農業用水や工業用水など社会経済活動を支える重要なものとなっています。 

このため、河川の清流化に努めるとともに、豊かな河川の景観を保全し、河川

からの眺望に配慮した景観づくりを進めます。 
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オ 海・海岸 

三重県の海岸線は、伊勢湾と熊野灘に面しており、内海のおだやかさと外海の

荒々しさを持ち、地域の個性ある景観を特徴づけています。 

海では、古くから漁業が営まれており、近年盛んに行われている魚介類や海草

の養殖による筏や海苔ひびなどの景観がみられます。海岸部では、自然豊かな景

勝地や漁港、漁村集落などが多くみられます。 

また、舟運が古くから栄え、現在でも渥美半島や知多半島への航路があり、加

えて中部国際空港への海上アクセスルートができるなど、海から県土を眺望する

機会も増えつつあります。 

このため、海岸部の景観や海岸部などから海への眺望、あるいは海からの眺望

を保全するとともに、漁港や漁村、海苔ひび、養殖筏など地域の産業と調和した

景観づくりを進めます。 

 ② 歴史・文化的景観の方針 

ア 街道 

三重県の街道は、ほとんどが伊勢神宮への参詣の道として成立したものであり、

歴史的に日本全国から伊勢をめざして多くの人々が歩いてきたことから、現在で

も宿場町、追分
おいわけ

などを原形とした歴史的まち並みや数多くの名所が残っていま

す。また、地域の住民等により、祭りなどの伝統・文化が継承されています。 

このため、街道を景観づくりの軸として活かし、地域の住民等によるまちづく

り活動と一体となった地域の誇れる景観づくりを進めるとともに、周囲の歴史的

景観と調和した道路舗装や無電柱化を進めることとします。また、地域のシンボ

ルとなるものへの眺望や、街道を見通して背景となる山並みへの眺望に配慮した

景観づくりを進めます。 

イ 歴史的まち並み・集落 

三重県内には、平入
ひ ら い

り、妻入
つ ま い

りなどの特徴をもつ歴史的なまち並みが城下町や

街道沿いにみられ、また、家並み・屋敷林・槙垣などが調和した美しい集落が農

村や漁村などで多くみられます。 

これらのまち並みや集落は、先人たちが暮らしの中で培い現代まで継承してき

た地域の伝統・文化を垣間みることのできる貴重な景観となっています。 

このため、歴史的まち並みや集落において受け継いできた伝統・文化を次世代

へ引き継ぐとともに、地域の誇りある景観や地域のシンボルとなるものを保全し、

活かす景観づくりを進めます。 
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ウ 文化財等 

三重県内には、国・県・市町に指定された文化財が多く存在し、城跡や神社・

仏閣等に代表される建造物や街道沿いの豪商家、武家屋敷、地域の景観を特徴づ

ける樹木など、地域の歴史文化、伝統を県民や来訪者に伝える景観資産となって

います。 

また、明治維新以降の近代化を支えた産業、土木、交通に関する建造物などの

近代化遺産の中には、風格を備えたものが各地に残されています。 

このため、これらの文化財や近代化遺産を、県民や地域が共有すべき資産であ

ると再認識し、適切な維持管理による保存を図るとともに、地域づくりやまちづ

くりに活用していきます。 

③ 社会・経済的景観の方針 

ア 市街地(住宅地、商業地、工業地) 

三重県の都市の多くは、街道沿いの宿場町や城下町を核にして形成された市街

地を原形としています。 

また、鉄道や道路網の発達により、駅前や幹線道路を中心に新しい市街地が形

成されています。 

市街地の景観は、日常の生活の中でみられる最も身近な景観であるため、市街

地の景観が地域固有の「顔」としてふさわしいものとなるよう、駅前空間、商業

地、住宅地、工業地など、各々の特徴を活かし緑を増やすなど、潤いのある景観

づくりを進めます。 

また、市街地には周辺の田園、まち並みを見通してその背景となる山並みへの

眺望が楽しめる場が存在するため、これらへの眺望に配慮した景観づくりを進め

ます。 

住宅地においては、最も身近な景観づくりの場であることを認識し、個々の住

宅における緑化の推進や、潤いのある美しいまち並みづくりへの配慮などによる、

親しみと誇りの持てる景観づくりが大切です。 

商業地においては、賑わいのある空間を演出するとともに、特に通りに面する

低層部においては歩行者に配慮し、まち並みの連続性やゆとりある空間を確保す

るなど一体感のある沿道の景観づくりが大切です。 

工業地においては、敷地規模が大きく、景観に大きな影響を与える可能性があ

るため、周辺の景観に配慮した敷地利用や外構の緑化による修景に配慮した景観

づくりが大切です。 
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イ 道路 

道路は、人々の往来、物流のための最も基本的な基盤であるとともに、周辺の

景観への眺めを楽しめる場となり、また、道路等の構造物は、地域の景観に大き

な影響を与えます。 

このため、周囲の景観に配慮した道路構造物や付属物の整備を行うとともに、

市街地における道路改築時には街路樹による緑化や電線類の地中化に努め、地域

のシンボルとなる山並みや建造物などへの眺望を確保するなど、地域の良好な景

観に配慮した景観づくりを進めます。 

また、田園地帯を通る道路では、大規模な商業・サービス施設などや屋外広告

物等が建ち並び、周辺の景観との調和を損なうことがあります。 

このため、周辺の田園と調和した景観づくりに配慮するとともに、道路からの

山並みや海などの眺望に配慮した景観づくりを進めます。 

④ 眺望景観の方針 

山地・山脈や森林、棚田、丘陵地、海・海岸や河川、道路や街道など、四季折々

の美しい眺めが楽しめる場所や対象が数多くあることは、観光立県三重の大きな魅

力となっており、また、日常生活を過ごすうえでも心に癒しや安らぎを与えてくれ

る貴重なものとなっています。 

このため、視対象の保全や視対象周辺の環境に配慮していくとともに、視点場か

らの見通しや視対象となる遠景に配慮した景観づくりを進めます。 
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６ 地域別方針                                  

地域別の方針については、地域の特性を詳細に把握し、それをふまえ、定めることが

大切です。本景観計画においては、地域区分の考え方に基づき、県土を５地域に区分し、

各地域における良好な景観づくりに向けて参考となるよう、地域ごとに景観づくりの目

標と重要となる視点を示します。 

(1) 北勢地域 

     ○目標 

県内最大の都市機能、工業集積地にふさわしい景観づくりと、東海道の歴史的

なまち並みや鈴鹿山脈、木曽三川などの自然に配慮した景観づくりを進めます。 

【景観づくりの視点】 

○自然的景観 

     ・鈴鹿山脈や養老山地などの雄大な自然への配慮と調和。 

・森林景観や山麓などの茶畑、花木畑や伊勢平野に広がる田園など、地域の産

業によりつくられてきた景観の保全。 

・木曽三川河口部の歴史ある緑豊かな自然や水郷景観の保全。 

・伊勢湾沿岸の「白砂青松」の景観と、「海苔ひび」などに代表される地域の

産業との調和。 

○歴史・文化的景観 

・東海道、伊勢街道などの宿場町や城下町、門前町の他、木曽川下流域の輪中

地区などにおける歴史的なまち並みや集落の保全。 

・関宿伝統的建造物群保存地区周辺の地区等における歴史的なまち並みへの配

慮。 

・桑名市の六華苑
ろっかえん

や旧諸戸家の他、四日市市の智積養水
ちしゃくようすい

など、地域の文化財

や近代化遺産を活かす。 

○社会・経済的景観 

・主要な都市の市街地における緑豊かで潤いのある景観づくり。 

・工業地や港湾地区などでの敷地内の緑化による人の生活と産業との調和。 

・郊外部における工業団地の緑化による周辺の景観への配慮。 

・まとまりのある良好な住宅団地の景観への配慮。 

・郊外や幹線道路沿道の土地利用における周辺の自然環境などとの調和。 

○眺望景観 

・鈴鹿山脈や養老山地の雄大な山並み、木曽三川や伊勢湾の広がりのある眺望

に配慮。 
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(2) 中勢地域 

○目標 

行政、教育、文化の中心都市にふさわしい景観づくりと、城下町、街道の歴史

的なまち並みや高見山地、櫛田川などの自然に配慮した景観づくりを進めます。 

【景観づくりの視点】 

○自然的景観 

     ・高見山地や布引山地など山間部への眺望景観の保全。 

・中山間地から平野部に続く、森林や茶畑、田園景観の保全。 

・雲出川、櫛田川、宮川などの豊かな流れと渓流や渓谷、ダム湖周辺の自然景

観の保全。 

・伊勢湾沿岸の美しい砂浜の保全。 

・松阪沖の「海苔ひび」など地域の産業と調和した自然景観の保全。 

○歴史・文化的景観 

・伊勢街道、和歌山街道などの宿場町や追分、城下町周辺地区などの歴史的な

まち並みの保全。 

・農村の原風景を残している集落などの景観の保全。 

・斎宮跡や丹生大師などの地域の文化財や近代化遺産を活かす。 

○社会・経済的景観 

・地域内の主要都市における、三重県の行政、教育、文化の中心地にふさわし

い、賑わいのある都市の景観づくり。 

・郊外部における工業団地の緑化による周辺の景観への配慮。 

・まとまりのある良好な住宅団地の景観への配慮。 

・郊外や幹線道路沿道の土地利用における周辺の自然環境などとの調和。 

○眺望景観 

・布引山地や高見山地などへの眺望や、伊勢湾などへの眺望に配慮。 
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(3) 伊勢志摩地域 

○目標 

伊勢神宮とともに育まれてきた歴史・伝統文化にふさわしい景観づくりと、美

しいリアス式海岸への眺望や宮川などの自然に配慮した景観づくりを進めます。 

【景観づくりの視点】 

○自然的景観 

・伊勢神宮の神宮林を含む紀伊山地の山々や森林景観の保全。 

・宮川・大内山川などの豊かな自然景観の保全。 

・山麓部の果樹園の景観や平野部のまとまった田園景観の保全。 

・熊野灘沿岸の島々やリアス式海岸の景観の保全。 

・「養殖筏」や「海苔ひび」などに代表される地域の漁業と調和した自然景観

の保全。 

○歴史・文化的景観 

・伊勢神宮を中心とした景観づくり。 

・伊勢神宮や伊雑宮
いざわのみや

、瀧原宮
たきはらのみや

などの伊勢神宮に関わる多くの歴史・文化的資

産を活かす。 

・河崎地区など歴史的なまち並みの保全。 

・熊野灘沿岸に点在する港や漁村景観の保全。 

・伝統文化を受け継ぐ集落や周辺の緑と調和した美しい農村景観の保全。 

・熊野街道沿いの田丸城跡や熊野古道ツヅラト峠など、地域の文化財や近代化

遺産を活かす。 

○社会・経済的景観 

     ・伊勢志摩国立公園にふさわしい水と緑の豊かな都市の景観づくり。 

・観光施設やホテル、保養所などの観光リゾートの拠点地区における周囲の豊

かな自然との調和。 

・幹線道路沿道における周辺の自然や歴史的景観との調和。 

・郊外部のまとまりのある住宅団地の良好な景観への配慮。 

○眺望景観 

・伊勢神宮周辺の山々や英虞
あ ご

湾などへの眺望に配慮。 

・伊勢志摩スカイラインやパールロードから伊勢志摩国立公園の雄大な自然景

観への眺望に配慮。 
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(4) 伊賀地域 

○目標 

城下町とともに育まれてきた歴史・伝統文化にふさわしい景観づくりと、四方

の山々への眺望や山麓部などの自然に配慮した景観づくりを進めます。 

【景観づくりの視点】 

○自然的景観 

・周囲の山並みや高原及び森林景観の保全。 

・木津川や名張川の他、渓谷などの景観の保全。 

・平地部の田園景観の保全。 

○歴史・文化的景観 

・伊賀街道、初瀬街道や、城下町周辺地区の歴史的なまち並みの保全。 

・伊賀上野城や俳聖殿など、地域の文化財や近代化遺産を活かす。 

・歴史的な水路の清流化と保全。 

・農村集落における、周囲の緑にとけ込み落ち着いた景観の保全。 

○社会・経済的景観 

・主要都市における中心市街地の歴史的な都市構造への配慮。 

・緑豊かな潤いのある都市景観づくり。 

・名阪国道などの幹線道路周辺に立地する工業団地や住宅団地などにおける、

周辺の緑や山並みなどへの配慮。 

○眺望景観 

・上野盆地の平地部や名張川、木津川などの河川から、周囲の布引・信楽・笠

置・室生山地の山々の眺望に配慮。 
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(5) 東紀州地域 

○目標 

世界遺産・熊野古道にふさわしい景観づくりと、雄大な熊野灘への眺望や紀伊

山地などの自然に配慮した景観づくりを進めます。 

【景観づくりの視点】 

○自然的景観 

・紀伊山地の山々など森林景観の保全。 

・熊野川などの豊かな自然景観の保全。 

・山間部の丸山千枚田などの棚田や丘陵地の果樹園などの景観の保全。 

・熊野灘沿岸の七里御浜の海岸線など景勝地の景観の保全。 

○歴史・文化的景観 

・地域の歴史が刻まれた山地部の熊野古道の景観の保全。 

・市街地部の熊野古道沿いの歴史的なまち並みの景観づくり。 

・赤木城跡や海山郷土資料館など、地域の文化財や近代化遺産を活かす。 

・石垣が特徴的な農山村集落の景観の保全。 

・民家が階段状に連なる漁村集落の景観の保全。 

○社会・経済的景観 

・主要都市における、熊野古道や海を意識した市街地の景観づくり。 

・新たな産業に伴う企業の立地などにあたっての周辺の自然環境への配慮。 

・整備が予定されている高速道路や主要な道路における沿道の修景や緑化、熊

野灘や紀伊山地への眺望の配慮。 

○眺望景観 

・世界遺産・熊野古道からの眺望に配慮。 

・国道42号など主要道路から熊野灘への眺望に配慮。 
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県は、良好な景観づくりに向けて、広域的かつ長期的な視点にたち、「地域の良好な

景観は、自ら守り、育て、次の世代へ引き継いでいく、県民共通の資産である。」との

考えを共有していくことが重要だと考えています。 

このため、本県独自の景観形成施策を拡充するとともに、景観法等の諸制度を有効に

活用していきます。 

このように、県は、地域の方々などの主体的な活動が、全県的な景観づくりへとつな

がるよう支援していくとともに、自らも良好な景観づくりに取り組みます。 

１ 地域が主体となる景観づくりに向けた支援                   

良好な景観づくりに向けて、地域住民や地域により近い市町や事業者が主体となっ

て、良好な景観づくりに取り組めるよう有効な支援方策を示します。 

(1) 景観づくりに関する情報の提供及び知識の普及 

県民等や市町による主体的な景観づくりを進めるため、県は、景観づくりに関す

る情報(規制誘導措置、景観資産、取組事例、支援制度等)を収集するとともに、ホ

ームページ等の活用により、景観づくりに関する情報の提供及び知識の普及を行い

ます。 

(2) 景観づくりに関する専門家、有識者の派遣 

良好な景観づくりに関する様々な分野の専門家を派遣し、有効な助言等を提供す

る必要があります。 

このため、県は、市町や住民、景観づくり団体等から要請があったときは、専門

家等の派遣に際し、人材の選定や必要に応じて直接派遣するなど必要な支援を行い

ます。 

(3) 景観づくりに向けた市町支援 

全県的な景観づくりを展開するため、良好な景観づくりに関する取組事例や取組

内容をわかりやすく市町に紹介するなど、市町の景観行政の取組あるいは円滑な景

観行政団体への移行に向け、研修会の開催や専門家の派遣等を行います。 

(4) 地域の良好な景観づくりの実施 

地域住民や市町が主体的に、また、具体的に良好な景観づくりを実施している地

域において、県が管理している施設がある場合、より良好な景観づくりを実現する

ため、県は検討する場に参加します。 

 第５章 県の推進方策 
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(5) 広域景観づくりの支援 

県内には、山並み、河川、海岸線、道路、田園などの複数の行政区域にわたる広

域的な景観があります。 

このため、これらの良好な景観づくりにあたっては、多様な主体とともに、広域

的な景観づくりについて検討を行い、適切な役割分担のもと取り組みます。 

(6) 眺望景観の保全と視点場づくり 

山地・山脈や森林、棚田、丘陵地、海・海岸、河川、道路や街道など、四季折々

の美しい眺めが楽しめる場所が数多くあることは、観光立県三重の大きな魅力とな

っています。 

このため、県では、将来に向けて良好な眺望景観を保全していくため、県民等の

参加、市町との連携のもと、本県の誇れる視点場を選定し、広く県民等に情報発信

するなど、眺望景観の保全や創出につながるよう取り組みます。

２ 良好な景観づくりのための制度や手法の活用                  

良好な景観づくりに向けては、景観法に基づく制度や手法を活用するとともに、都

市計画法、建築基準法、自然公園法、文化財保護法その他関係法令に基づく規制誘導

方策、また、良好な景観づくりにつながる生活環境の向上のための取組を総合的に検

討し、施策を推進します。 

(1) 景観法による規制誘導方策 

① 行為の制限に関する事項（景観法第８条第２項第２号） 

建築物の建築等の景観に影響を与えることが予想される行為に関し、景観づく

りのために守るべき形態意匠等の基準を示します。特に、大規模な行為について

は、届出を義務づけることにより、景観に配慮した行為となるようにします。 

ア 景観形成基準 

景観形成基準は、景観に影響を与えることが予想される行為が、周辺の景観

と調和したものとなるよう、別記１のとおりとします。 

 イ 届出対象行為 

 届出が必要となる行為は、別記２のとおりとします。 

なお、世界遺産・熊野川を有する地域（以下「熊野川流域」という。）におけ

る景観形成基準及び届出対象行為は、熊野川流域に関する景観計画である「熊野

川流域景観計画」で定めます。 

② 屋外広告物に関する事項(景観法第８条第２項第４号イ関係)  

〔取組方針〕 

屋外広告物は、地域の景観に影響を与える重要な要素といえます。このため、

三重県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の設置等の規制を地域の良好な景観
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の形成に即したものとし、屋外広告物沿道景観地区制度を活用し、良好な景観の

維持及び形成を図るともに、違反屋外広告物の是正を進めます。 

③ 景観重要公共施設に関する事項(景観法第８条第２項第４号ロ、ハ関係)

〔景観重要公共施設を定める方針〕 

道路、河川、港湾などの公共施設は、地域の景観づくりにおける重要な要素の

ひとつであることから、特にその周辺の土地利用と一体的に良好な景観づくりに

取り組む必要がある場合に、景観重要公共施設に位置づけ、公共施設の整備に関

する事項や占用等の許可の基準を定めます。 

④ 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号ニ関係) 

〔取組方針〕 

     市町や地域住民等が農業振興地域の景観に関する価値認識の向上を図るととも

に、市町における景観農業振興地域整備計画の策定や景観整備に向けた実践を支

援します。また、途絶えつつある景観を構成してきた技術の継承に取り組みます。

⑤ 自然公園区域に関する事項(景観法第８条第２項第４号ホ関係)

〔取組方針〕 

      県内の優れた自然の風景を保護し、次の世代へ引き継いでいくために、自然公

園（国立公園・国定公園・県立自然公園）区域内においては、工作物の新築・改

築や土石の採取などの土地の形状変更、広告物の設置や表示などの景観に負荷の

かかる行為について、自然公園法及び県立自然公園条例に示す基準を遵守するこ

ととし、県民等及び関係行政機関がそれぞれの役割を分担し、自然公園内の景観

づくりに貢献するよう努めます。 

⑥ 景観協議会                                  

広域的な景観づくりの視点にたち、山地・山脈や海・海岸などの美しい自然的

景観等の保全に取り組む場合は、県民等や関係行政機関で組織する景観協議会制

度の活用を図ります。 

⑦ 景観整備機構                                 

良好な景観づくり活動を主体的に展開しているＮＰＯ等の団体を把握し、景観

整備機構として位置づけるなど、制度の活用を図ります。 

⑧ 景観協定                                   

住民自らの合意に基づき、建築物等の形態・意匠や緑化など、景観に関する

様々な事項を定めることにより、地域の景観づくりに資することが可能な制度で

あることから、制度の活用を図ります。 
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(2) 都市計画法による規制誘導方策 

   市街地の良好な景観を形成するための景観地区、都市内の樹林地等の良好な自然

的景観を保全するための風致地区、建築物の高さの制限を行うための高度地区等の

地域地区や、景観等についてきめ細かなまちづくりのルールを定める地区計画等の

制度を市町が活用できるよう支援します。 

(3) 建築基準法による規制誘導方策 

住民自らの合意に基づき、建築物の形態、意匠等に関する様々な事項を定めるこ

とができる建築協定は、地域の景観づくりに資することが可能な制度であることか

ら、制度の周知を進めます。

(4) 文化財保護法による規制誘導方策 

地域の資産である文化的景観の保護・形成及び重要文化的景観としての選定を目

指す市町の取組については、市町及び県の関係行政機関とが連携し、支援します。 

     また、地域の景観の構成要素となっている文化財等を保護するため、文化財の指

定等を行うなど制度の活用を図るとともに、文化財を地域の資産として活かす地域

の取組を支援します。 

(5) 生活環境の向上方策による取組 

  ① 都市の緑の保全・創出 

都市における緑地の保全及び緑化等を一層推進し、良好な都市環境の形成を図

るため、都市緑地法に基づく「緑の基本計画（緑地の保全及び緑化の推進に関す

る基本計画）」を策定するなどの市町の取組を支援するとともに、都市公園の整

備を推進します。

② 無電柱化の推進 

      「無電柱化推進計画」に位置づけられた箇所について、電線、電柱類の地中化

等の整備を地域住民や電線管理者等と協働して進めます。 

③ 放置ごみの防止 

   ごみの散乱防止等の環境の美化に関する施策については、関係機関と連携し推

進するとともに、県民等が、公共の場所においてはごみを持ち帰るなど環境美化

に配慮した行動をとるよう啓発等に取り組みます。また、河川、海岸等に放置さ

れている自動車については、関係機関と連携し、撤去を進めます。 

④ 水質の改善 

   河川や海岸の景観には、美しい水が欠かせません。河川の水質については改善

傾向にあるものの、海域の水質は横ばい状態であり、公共水域の水質改善のため、 

汚濁負荷量の一層の削減が必要となっています。このため、「三重県生活排水処

理施設整備計画」に基づき、下水道、集落排水施設、浄化槽等の生活排水処理施
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設の整備促進を行い、水質の改善に取り組みます。 

⑤ 防災施策との連携

本県は、地形、気候等において厳しい条件におかれる地域も多くみられ、特に

伊勢志摩地域や東紀州地域の漁村集落や山麓部の集落では、急峻な地形に密集し

た集落や背後に斜面地が迫った集落などがみられ、地震や津波、浸水被害、土砂

災害などの自然災害による被害を受けやすい状況です。 

また、街道沿いの歴史的なまち並みが残る木造住宅密集地域では、少子高齢化

などにより、空家の増加や家屋の老朽化が進むなかで、耐震性能上問題のある家

屋の改修が進まないなど、震災時に甚大な被害をもたらす危険性が高まっていま

す。 

これらの状況をふまえ、関連施策と連携し、災害に強い安全なまちづくりを良

好な景観づくりと併せて取り組みます。 

３ 公共事業等における良好な景観づくりの推進                 

公共事業や公共施設の整備にあたって、良好な景観づくりを先導していく必要があ

ることから、公共施設等の整備等に関する景観形成ガイドラインを作成するとともに

活用するためのシステムづくりを検討します。 

４ 景観計画の区域（景観法第８条第２項第１号）                 

    景観法第８条第２項第１号の規定に基づく三重県景観計画の区域は、景観行政団体

である市町の区域を除く三重県の区域の全域とし、そのうち、熊野川流域景観計画の

区域は、熊野川（和歌山県との県境）から主尾根線までの範囲を基本とした区域とし

ます。 

    なお、県は、景観行政の中心的な役割を担う市町が、景観行政団体として景観づく

りに関する施策を実施できるよう、情報の提供、技術的な助言その他の支援を行いま

す。 
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 別記１ 景観形成基準（行為の制限に関する事項）

景観形成基準は、景観に影響を与えることが予想される行為が、周辺の景観と調和し

たものとなるよう、次のとおり定めます。 

なお、この景観形成基準は、全ての項目が、一律に適用されるものではなく、行為の

計画地（以下「行為地」という。）における景観の現状により、適用される項目や内容

が異なることがあります。このため、景観形成基準の適用に際しては、自然的景観、歴

史・文化的景観、社会・経済的景観、眺望景観といった行為地の景観の現状を十分把握

しておく必要があります。 

(1) 共通的事項 

① 地域の個性及び特性を尊重し、周辺の景観と調和した景観づくりに配慮すること。 

② 行為地を選定するときは、地域の景観を損なうことのないよう、かつ、主要な視

点場からの眺望の妨げとならないよう配慮すること。 

③ 行為地内に複数の建築物、工作物等を設ける場合には、全体的にまとまりがある

よう配慮すること。 

(2) 個別的事項 

① 建築物又は工作物の新築（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 

ア 配置及び規模 

ａ）周辺の景観との調和に配慮した配置及び規模とすること。 

ｂ）主要な視点場からの眺望を妨げない配置及び規模とすること。 

ｃ）山稜の近傍にあっては、稜線を乱さないよう、尾根からできる限り低い配置

及び規模とすること。 

ｄ）行為地の周辺に山林等樹木が多くある場合は、できる限り周辺の樹木の高さ

以内にとどめること。 

ｅ）行為地がまとまりのある農地、歴史的まち並みや集落、文化財、地域のシン

ボル等の景観資産に近接する場合は、その保全に配慮した配置及び規模とする

こと。 

ｆ）歴史的まち並みや集落、街路景観の整っている地域にあっては、隣地や周辺

との連続性に配慮した配置とすること。 

ｇ）道路、公園等の公共の場所に接する部分は、歩行者等に圧迫感、威圧感を感

じさせない配置及び規模とすること。 

イ 形態及び外観 

ａ）周辺の景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある形態及び外観とする

こと。 

ｂ）主要な視点場からの眺望を妨げることのないよう形態及び外観を工夫するこ
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と。 

ｃ）外壁又は屋上に設ける設備は、露出させないようにし、建築物本体及び周辺

の景観との調和を図ること。やむを得ず露出する場合は、できる限り壁面と同

質の仕上げを施して目立たないようにすること。 

ｄ）屋外階段、ベランダ等を設ける場合は、繁雑にならないように建築物本体と

の調和を図ること。 

ｅ）歴史的まち並みや集落、街路景観の整っている地域では、隣地や周辺との連

続性に配慮した形態及び外観とすること。 

ｆ）道路、公園等の公共の場所に接する部分は、歩行者等に圧迫感、威圧感を感

じさせないように、屋根、壁面、開口部等に工夫すること。 

ｇ）商業地における低層階については、歩行者に配慮し、できる限りゆとりや開

放感を確保するとともに、賑わいなどを演出すること。 

ウ 色彩 

ａ）落ち着いた色彩を基調とし、周辺の景観との調和に配慮した色彩とすること。 

ｂ）アクセント色の使用等に際しては、使用する色彩相互の調和、使用する量の

バランスに工夫すること。 

エ 素材 

  ａ）周辺の景観との調和に配慮した素材を使用すること。 

ｂ）できる限り地域の景観特性を特徴づける地場産材等を活用すること。 

ｃ）できる限り耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材を使用すること。 

ｄ）歴史的まち並みや集落、文化財等に近接する地域では、歴史的まち並みや集

落、文化財等に使用されている伝統的素材をできる限り使用すること。 

オ 緑化 

ａ）行為地内においては、できる限り多くの部分を緑化すること。なお、植栽に

あたっては、できる限り周辺の樹木と調和のとれた樹種を選定し、樹木の配置

や樹種の構成を工夫すること。 

ｂ）行為地の境界を囲う場合は、できる限り周辺の樹木と調和のとれた生垣や樹

木とすること。 

ｃ）行為地に樹姿又は樹勢の優れた樹木がある場合は、できる限り保存又は移植

によって修景に活かすこと。 

カ その他 

ａ）屋外駐車場は、出入口を限定し、できる限り生垣等によって安全上支障のな

い範囲で、道路から直接見通せないようにするとともに、できる限り場内を緑

化すること。 

ｂ）夜間の屋外照明は、過剰な光が周囲に散乱しないようにし、周辺の状況に応

じて照明方法等を工夫すること。 
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ｃ）行為地内の既存建築物等が景観を阻害している場合は、増築等にあわせて 

できる限り周辺の景観に調和させること。 

② 開発行為又は土地の開墾その他の土地の形質の変更（土石の採取又は鉱物の掘採

を除く。） 

（変更後の土地の形状、修景、緑化等） 

ア できる限り現況の地形を活かし、長大なのり面又は擁壁が生じないようにする

こと。 

イ のり面は、できる限り緩やかな勾配とし、周辺の植生と調和した緑化を図るこ

と。 

ウ 行為地内に樹姿又は樹勢の優れた樹木がある場合は、できる限り保存又は移

植によって修景に活かすこと。 

③ 土石の採取又は鉱物の掘採 

（採取等の方法、採取等後の緑化等） 

ア 土石の採取又は鉱物の掘採の場所が道路等の公共の場所から目立ちにくいよう、

採取又は掘採の位置、方法を工夫すること。 

イ 採取又は掘採後の跡地は、周辺の植生と調和した緑化を図ること。 

④ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 

（集積、貯蔵の方法及び遮へい方法） 

ア できる限り道路、公園等の公共の場所から目立ちにくい位置及び規模とするこ

と。 

イ 積み上げに際しては、高さをできる限り低くするとともに、整然とした集積又

は貯蔵とすること。 

ウ できる限り道路、公園等の公共の場所から見えないよう、周辺の景観との調和

に配慮した植栽又は塀等で遮へいすること。 
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 別記２ 届出対象行為（行為の制限に関する事項）

 (1) 届出対象行為 

景観計画区域内において、以下に掲げる行為を行おうとする場合、届出が必要とな

り、前項の景観形成基準に適合する必要があります。 

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（景観法第16条第１項第１号に定める行為） 

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（景観法第16条第１項第2号に定める行為） 

③ 都市計画法第４条第 12項に規定する開発行為（景観法第 16条第１項第 3号に定

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（景観法第 16

条第１項第4号に基づく県条例に定める行為） 

⑤ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積（景観法第 16 条第１

項第4号に基づく県条例に定める行為） 
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(2) 届出の対象外となる行為 

前項(1)のうち、景観法第 16条第７項各号の規定により、届出の適用除外となる行

為があります。 

届出の適用除外となる行為は以下のとおりです。 

① 条例で定める届出の適用除外となる行為（景観法 第16条第７項第11号 に基づく

県条例に定める行為） 

条例で定める届出の適用除外となる行為【要旨】 

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 

 ・高さ13ｍ以下で、かつ、建築面積1,000㎡以下のもの 

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 

① 煙突（支枠及び支線がある場合においては、これらを含む。）その他これに類するもの 

・高さ13ｍ以下のもの 

② 架空電線路用の鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの 

・高さ30ｍ以下のもの 

③ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの（②に掲げるものを除

く。） 

・高さ13ｍ以下のもの 

④ 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの（屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件を

除く。） 

・高さ13ｍ以下のもの 

⑤ 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの 

・高さ13ｍ以下のもの 

⑥ 擁壁、さく、塀 

・高さ５ｍ以下又は長さ10ｍ以下のもの 

⑦ ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車その他これらに類する遊

戯施設 

・高さ13ｍ以下のもの 

⑧ 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 

・高さ13ｍ以下で、かつ、築造面積1,000㎡以下のもの 

⑨ 自動車車庫の用途に供するもの 

・高さ13ｍ以下で、かつ、築造面積1,000㎡以下のもの 

⑩ 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供するもの 

・高さ13ｍ以下で、かつ、築造面積1,000㎡以下のもの 

⑪ ①から⑩に掲げる工作物のうち、建築物と一体となって設置されるもの 

・建築物の上端から当該工作物の上端までの高さ５ｍ以下又は地盤面から当該工作物の上端

までの高さ13ｍ以下（②に掲げるものにあっては30ｍ以下）のもの 

⑫ ①から⑩の工作物の種別のいずれにも該当しない工作物 
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３ 開発行為 

・行為に係る土地の面積 3,000 ㎡以下で、かつ、行為に伴い生ずる擁壁又は法面の高さ５ｍ以

下又は長さ10ｍ以下のもの 

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 

・行為に係る土地の面積 3,000 ㎡以下で、かつ、行為に伴い生ずる擁壁又は法面の高さ５ｍ以

下又は長さ10ｍ以下のもの 

５ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 

 ・行為に係る土地の面積３,000㎡以下で、かつ、高さが５ｍ以下のもの 

６ 軽微な行為 

・仮設の建築物の新築、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 

・建築物の増築又は改築で、行為に係る床面積が10㎡以下のもの 

・建築物の外観の変更で、行為に係る面積が10㎡以下のもの 

・工作物の増築又は改築で、行為に係る築造面積が10㎡以下のもの 

・工作物の外観の変更で、行為に係る面積が10㎡以下のもの 

・屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、その期間が90日を超えて継続

しないもの 

７ 法令（条例を含む。）の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、若しくは届け出て行う行

為又は国若しくは地方公共団体が行う行為のうち、景観づくりのための措置が講じられている

もの 

・森林法第10条の2、第34条第2項 

・自然公園法第10条第1～第3項、第16条第1～第3項、第20条第3項、第21条第3

項、第22条第3項、第68条第1項 

・砂利採取法第 16 条の認可を受け、河川法第 25 条又は農地法第 4条若しくは第 5 条の許可

（一時的な利用に限る。） 

・三重県立自然公園条例第9条第1～3項、第16条第4項 

・市町の条例で定める風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める

政令第３条第１～第3項 

・尾鷲市熊野参詣道伊勢路景観保護条例第8条、第9条 

・熊野市熊野参詣道伊勢路景観保護条例第8条、第9条 

・大紀町熊野参詣道伊勢路景観保護条例第8条、第9条 

・紀北町熊野参詣道伊勢路景観保護条例第9条、第10条 

・御浜町熊野参詣道伊勢路景観保護条例第8条、第9条 
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② 景観法に規定する届出の適用除外となる行為（景観法 第１６条第７項第各号

（第１１号に基づく県条例に定める行為を除く）） 

景観法第16条（抜粋） 

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  

政令（景観法施行令（抜粋）） 

（届出を要しない景観計画区域内における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為）  

第八条  法第16条第7項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。  

一  地下に設ける建築物の建築等又は工作物の建設等  

二  仮設の工作物の建設等  

三  次に掲げる木竹の伐採 

イ 除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 

ロ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 

ハ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 

ニ 仮植した木竹の伐採 

ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 

四  前三号に掲げるもののほか、次に掲げる行為 

イ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 

ロ 建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないも

の 

（１） 建築物の建築等 

（２） 工作物（当該敷地に存する建築物に附属する物干場その他の国土交通省

令で定める工作物を除く。）の建設等 

（３） 木竹の伐採 

（４） 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積（国土交通省

令で定める高さのものを除く。） 

（５） 特定照明 

ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当

しないもの 

（１） 建築物の建築等 

（２） 高さが 1.5m を超える貯水槽、飼料貯蔵タンクその他これらに類する工

作物の建設等 

（３） 用排水施設（幅員が 2m 以下の用排水路を除く。）又は幅員が 2m を超

える農道若しくは林道の設置 

（４） 土地の開墾 

（５） 森林の皆伐 

（６） 水面の埋立て又は干拓 
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二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為  

三  景観重要建造物について、第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 項第五号ロに掲げる事項が定められた景観重要公共施設の整備

として行う行為  

五  景観重要公共施設について、第 8 条第 2 項第五号ハ（１）から（６）までに規定する

許可（景観計画にその基準が定められているものに限る。）を受けて行う行為  

六  第 55 条第 2 項第一号の区域内の農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第 8

条第 2 項第一号に規定する農用地区域をいう。）内において同法第 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 項第五号ホに規定する許可（景

観計画にその基準が定められているものに限る。）を受けて行う行為  

八  第 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 項第三号に規定する地区整備計画をい

う。以下同じ。）、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 項第二号に規定する特定建築

物地区整備計画をいう。以下同じ。）、防災街区整備地区整備計画（同項第三号に規定

する防災街区整備地区整備計画をいう。以下同じ。）、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 項第二号に規定する

沿道地区整備計画をいう。以下同じ。）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。以下同じ。）

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  

政令（景観法施行令（抜粋）） 

（届出を要しない地区計画等の区域内で行う行為）  

第 9条  法第 16条第7 項第十号の政令で定める行為は、法第8条第 3項第二号の制

限で景観計画に定められたもののすべてが法第 16 条第 7 項第十号の地区整備計

画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、沿道地区整備計画又は

集落地区整備計画において定められている場合における同号の地区計画等の区域内

で行う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築若しくは増築、工作物の新設、

改築若しくは増築又は建築物若しくは工作物の形態意匠の変更とする。 
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十一  その他政令又は景観行政団体の条例で定める行為 

政令（景観法施行令（抜粋）） 

（届出を要しないその他の行為）  

第10条  法第16条第7項第十一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。  

一  景観計画に定められた開発行為又は第 21 条各号に掲げる行為の制限のすべてに

ついて法第 73 条第 1 項又は第 75 条第 2 項の規定に基づく条例で第 22 条第三

号イ又はロ（第 24 条において準用する場合を含む。）の制限が定められている場

合におけるこれらの条例の規定による許可又は協議に係る行為  

二  景観計画に定められた建築物の建築等又は工作物の建設等の制限のすべてについ

て法第 75 条第 1 項の規定に基づく条例で第 23 条第 1 項第一号の制限が定めら

れている場合における当該準景観地区内で行う建築物の建築等又は工作物の建設等  

三  文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）第 43 条第 1 項若しくは第 125 条

第 1項の許可若しくは同法第81条第1 項の届出に係る行為、同法第167条第1

項の通知に係る同項第六号の行為若しくは同法第 168 条第 1 項の同意に係る同項

第一号の行為又は文化財保護法施行令（昭和50年政令第 267号）第 4条第 2項

の許可若しくは同条第5項の協議に係る行為  

四  屋外広告物法（昭和24年法律第189号）第4条又は第5条の規定に基づく条

例の規定に適合する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 

※景観行政団体の条例で定める行為は、「① 条例で定める届出の適用除外とな

る行為」で記述 
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(3) 特定届出対象行為 

景観法第 17 条第１項の規定により条例で定める、変更命令を行うことのできる特

定届出対象行為は以下のとおりです。 

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 
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三重県景観計画 

三重県 県土整備部 景観まちづくり課 

ＴＥＬ ０５９－２２４－２７４８ 

ＦＡＸ ０５９－２２４－３２７０ 

〒５１４－８５７０ 三重県津市広明町１３ 


