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はじめに ～輝きと風格のある景観をめざして～ 

 

 私たちが住む長浜市には多くの美しい景色が広がっています。伊吹山系を源とする姉川や高時

川が琵琶湖へと注ぐ「水」、北近江の美しい山々を背景とした里山や田園などの鮮やかな「緑」が

広がり、自然の息吹がくらしのなかに息づく、美しく、豊かなまちです。 

 また、古くから交通の要衝、情報の交流点にあり、街道や琵琶湖航路などの交通の利便性によ

り、様々な地域の人々が行き交う街として栄え、様々な地域の文化がもたらされることによって、

個性的で多彩な独自の地域文化を育んできました。 

 このように豊かな自然や地域の風土に抱かれるなかで養われた美しい心が淵源となって、寄合

や講、惣、町年寄十人衆といった市民自治の精神や、結いや普請といった相互扶助の精神が生ま

れ、様々な人々の力となって、今日の長浜を築いてきました。 

 近年、個人の価値観は多様化し、こういったまちづくりの精神が失われつつあるとも言われて

いますが、連綿と受け継がれた精神は、私たちの知恵や信仰心、まちなみや儀礼、伝統行事、祭

りなど随所に垣間見ることができます。 

 このような精神が形づくる長浜の景観は、私たちのくらしに潤いや安らぎを与え、街や自然に

対する親しみや愛着をもたらし、歴史を尊び、自然への畏敬の念を抱かせてくれるなど、市民の

みなさんが共有する有形・無形の資産であるといえます。また、この街を訪れる人々の心に響き、

街のにぎわいと活気を生み出す原動力ともなってきました。 

 景観とは、山、川、湖、田園、建物、まちなみ、道、人々のくらしなど、私たちがくらしのな

かで目にするものだけでなく、音や光、香りなど感じるもの、さらには歴史や文化、風土、自然、

くらしのなかから生じる雰囲気など、全ての要素が深く関連しあって成り立っているものです。 

 今、このまちにくらす私たちは、こうした要素を「長浜らしさ」あふれる景観として、貴重な

資産として認識し、活かし、育んでいくとともに、より魅力ある景観につくりあげ、次代へ継承

していく必要があります。 

 良好な景観形成の推進には、各種行政分野が横断的に連携を図るとともに、市民・NPO・事業者

といった多様な方々の参画と協力を得て、総合的な施策推進に取り組まなければなりません。 

 このため、本計画は、長浜独自の景観づくりのしくみを定め、多様な主体が協働して取り組む

良好な景観づくりの指針となるよう策定するものです。 
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序章序章序章序章    長浜にふさわしい景観づくりに長浜にふさわしい景観づくりに長浜にふさわしい景観づくりに長浜にふさわしい景観づくりに向けて向けて向けて向けて    

 

１ 計画の目的と性格 

 (1) 計画の目的 

 この計画は、長浜市においてこれまで展開されてきたまちづくりや景観づくりの取り組みを

さらに進めるため、市民の皆様からの多くのご意見・ご要望を踏まえ、長浜にふさわしい景観

づくりを総合的かつ計画的に推進するための基本的な考え方や方針、誘導策としてのしくみや

基準、実現化方策などを明らかにし、多様な主体が協働して取り組む景観づくりを促進させ、

総合的な景観施策を展開するものです。 

 これにより、美しく風格のある景観の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造、個性的で活

力ある地域社会の実現を図り、市民生活の向上ならびに地域経済および地域社会の健全な発展

に寄与することを目的とします。  

 (2) 計画の位置づけ・役割 

 この計画は、これまで長浜のまちづくりの取り組みの基本となった博物館都市構想の考え方

を踏まえ、長浜市基本構想に即し、新たなまちづくりの文化を創造する長浜らしい風格のある

景観づくりについて定めます。 

 計画の構成は、都市景観の形成に関する基本計画を第１章、第３章とします。また、平成16

年に施行された「景観法（平成16年法律第110号）」に基づく法定計画として、景観行政団体が

景観法を活用するため、景観法の手続き（第９条）に従って定める必須事項「良好な景観の形

成に関する計画」を第２章とします。この基本計画部分と法定計画部分をあわせて、本市の総

合的な景観まちづくりの方策を示すこととします。 

 さらに、本計画を運用するなかで、今後の市民ニーズや社会・経済状況などの変化などを踏

まえ内容を充実させていくこととします。 

 なお、景観法により景観計画において定めることとされている項目のうち、本市では、次の

①～⑥について定めます。 

  『景観計画において定める項目』  

   ［必ず定めるべき項目]  

    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 景観重要建造物または景観重要樹木の指定の方針  
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   ［必要に応じて定める項目]  

     ④ 屋外広告物の表示およ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  

        ⑤ 景観重要公共施設の整備に関する事項等 

    ⑥ 景観計画区域内の良好な景観の形成に関する方針 

     

 

 【計画の位置づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長浜市民、事業者（法人）、大学、行政、NPO の協働による良好な都市景観の形成 

 

 (3) 景観計画と景観条例の関係  

  景観計画は、景観法に基づき策定されています。  

また、景観計画の運用は、景観条例のなかで細かく規定されています。景観計画を効率的か

つ実効性を高めて活用するには、景観条例に定められた、様々な枠組みを活用することが重要

です。  

 なかでも、一定規模以上の開発や建築行為などに該当する場合や景観形成重点区域内の建築

行為などは、届出が必要となり、景観条例に詳細な手続きが定められています。  

 さらに、地域特性を活かした地区ごとの詳細な景観計画の策定などを行いたい場合にも、支

長浜市景観まちづくり計画 

 １ 基本計画 

  (1) 景観の成り立ちと特性 

  (2) 景観づくりの課題 

  (3) 景観まちづくりの基本的な考え方 

 ２ 景観計画 

  (1) 景観計画の区域 

  (2) 良好な景観の形成に関する方針 

  (3) 良好な都市景観形成のための行為の制限 

  (4) 良好な景観形成に必要な事項 

 ３ 景観まちづくりの実現化方策 

  (1) 景観まちづくりの進展に向けて 

  (2) 景観づくりを誘導する当面の取り組み 

  (3) 市民活動の推進に向けて 

  (4) 景観まちづくりの情報の提供などの推進 

  (5) 景観まちづくりを進める体制の確立 

長浜市基本構想・合併基本計画 

長浜市都市計画マスタープラン 

長浜市歴史的風致維持向上計画 

長浜市みどりの基本計画 

長浜市環境基本計画 

長浜市中心市街地活性化基本計画 

 その他関連計画 
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援するための制度として本計画に「近隣景観形成協定」や「景観形成促進区域協議会」、「景観

アドバイザー」などのしくみを整えることとしています。 

 (4) 行為の届出 

 ① 届出対象行為 

 ○ 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もしくは模様替

えまたは色彩の変更 

 ○ 工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替

えまたは色彩の変更 

 ○ 都市計画法（昭和46年法律第100号）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 

 ○ 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 

   （都市計画法第４条第12項に規定する開発行為を除く。） 

 ○ 木竹の伐採 

 ○ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の集積または貯蔵 

 ② 届出対象から除外される行為 

  ○ 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

  ○ 地下に設ける建築物の建築等または工作物の建設等 

  ○ 水面下における行為 

  ○ 仮設の工作物の建設等 

  ○ 次に掲げる木竹の伐採 

  ア 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 

  イ 枯損した木竹または危険な木竹の伐採 

  ウ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 

  エ 仮植した木竹の伐採 

  オ 測量、実地調査または施設の保守の支障となる木竹の伐採 

  ○ 通常の管理行為で景観法施行令第８条第４号ロおよびハに規定される行為 

 ○ 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、次のいずれかに該当するも

の 

  ア 建築物の存する敷地内で行う行為であり、高さ1.5ｍ以下のもの 

  イ 都市計画法区域内の工業地域、工業専用地域の区域内における堆積 

  ウ 堆積の期間が90日以下のもの 

 ○ 法令またはこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 
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 ○ 国の機関または地方公共団体が行う行為 

  ※ 届出対象となる規模の行為については、事前に通知・協議しなければなりません。 

 ○ 次の法令に基づき規定された行為、または、許可、認可、届出等を要する行為 

  ア 文化財保護法（昭和25年法律第214号）、滋賀県文化財保護条例（昭和31年滋賀県条例第57

号）、長浜市文化財保護条例（平成18年長浜市条例第205号） 

  イ 都市計画法（地区計画等に定められた事項） 

  ※ 景観計画に定められた景観形成基準が、地区計画等に定められている景観形成基準と同一

な場合、その届出対象行為は適用除外 

  ウ 屋外広告物法（昭和24年法律第189号）、長浜市屋外広告物条例（平成23年長浜市条例第45

号） 

  エ 滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例（昭和45年滋賀県条例第24号）、長

浜市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成25年長浜市条例第41号） 

 ○ 景観法に基づき規定された次の事項について、許可、認可等を受け、または、その規定に

より行う行為 

  ア 景観重要建造物 

  イ 景観重要公共施設 

  ウ 自然公園法（昭和32年法律第161号） 

 ○ 土地改良事業、土地区画整理事業 

 ○ 既着手行為（平成20年9月15日までに着手している行為） 

 

２ 計画において対象となる区域等の定義  

 ○景観計画区域  

   景観計画の対象となる区域です。 

 ○景観形成重点区域  

 景観計画区域内のうち、市民に好まれる場所や都市施設、観光・文化・交流施設が集積し

ている場所、上位・関連計画などによりこれからまちづくりが進む場所、これまで景観整備

などの取り組みを行ってきた場所など、特に良好な景観の形成が重要な場所や期待できる場

所として本計画で位置づけるものです。  

 ○景観重要建造物  

 景観計画区域内にある地域のシンボルとなる良好な景観形成の構成を担う優れた建造物の

ことです。本計画に定めた指定の方針により市が指定し、現状の変更などについて規制を行

うことができます。   
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 ○景観重要樹木  

 景観計画区域内にある地域のシンボルとなる良好な景観形成の構成を担う樹木のことです。

本計画に定めた指定の方針により市が指定し、伐採・移植などについて規制を行うことがで

きます。  

 ○景観重要公共施設  

 景観計画区域内にある道路、河川、公園などの公共施設は、 公共空間において行われる工

作物の建設などの行為が景観に及ぼす影響が大きいことから、良好な景観の形成に重要なも

のについては、市が指定できます。  

 

 

【景観計画における区域等のイメージ】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○景観地区  

 都市計画区域内の市街地などにおいて特に景観誘導が必要で、より積極的に景観の形成や

誘導を図っていく都市計画で定める区域のことです。建築物の形態・意匠・高さ・壁面の位

置などについて、具体的な基準を定めて規制を行うことができます。 （本市では区域を定め

ていません。） 

 

 

景観計画区域 

都市計画区域内 

景観形成 

重点区域 

景観形成重点区域 

景観重要建造物 

景観重要公共施設 

景観重要樹木 
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第１章第１章第１章第１章    基本計画基本計画基本計画基本計画    

 

第１節 景観の成り立ちと特性 

 

１ 長浜の概況と歴史 

 (1) 位置と地勢 

長浜市は、滋賀県の東北部に位置し、北は福井県、東は岐阜県に接しています。周囲は伊吹

山系などの奥深い山々と、ラムサール条約登録湿地でもある広大な琵琶湖に面しており、中央

には、琵琶湖に注ぐ姉川や高時川、余呉川等により形成された豊かな湖北平野が広がり、水と

緑に包まれた、優れた自然景観や豊かな自然環境がくらしのなかに息づいています。 

また、北国街道やこの街道と中山道を結ぶ最短経路であった北国脇往還沿道、戦国時代を偲

ばせる長浜城や小谷城跡、賤ヶ岳や姉川の古戦場をはじめ、竹生島の宝厳寺や都久夫須磨神社、

渡岸寺観音堂（向源寺）の国宝十一面観音立像に代表される信仰の厚い観音の里など、優れた

歴史的文化遺産が数多く存在し、これ

らが地域にくらす人々の誇りともな

っています。 

この地域は、京阪神や東海、北陸の

経済圏域の結節点に位置し、京都市や

名古屋市からはおおよそ60㎞圏域、大

阪市からはおおよそ100㎞圏域にあり、

ＪＲ北陸本線・湖西線や北陸自動車道、

国道８号、国道365号および国道303号

を主な広域交通軸として、これらの経

済圏域と利便性高く結びつき、古くか

ら、これらの地域から文物がもたらさ

れ独自の文化を形成してきました。 

平成18年２月13日に長浜市、浅井町、

びわ町の１市２町が合併し、さらに平

成22年１月１日には長浜市と虎姫町、

湖北町、高月町、木之本町、余呉町、

西浅井町の１市６町が合併しました。 
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 (2) 面積・標高 

長浜市の面積は、東西約25㎞、南北約40㎞で、

琵琶湖を含む総面積は680.79k㎡、滋賀県全体の面

積の16.9％を占めています（琵琶湖を除いた陸地

面積は539.48k㎡で、滋賀県全体の陸地の14.2％）。

このうち可住地面積は164.40k㎡であり、全体の

30.5％となっています。また、地目別の土地利用

状況は、山林が69.1％、農地が16.9％、宅地が4.8％

となっています。 

市域における標高は、市域南西部の湖北平野は標高200ｍ未満となっており、大きな起伏は見

られませんが、市域東北部から岐阜・福井県境の金糞岳や三国岳、上谷山
う え た に や ま

にかけては、1,000

ｍ以上の標高となっています。 

(3) 気候 

気候は、春から秋にかけては穏やかで過ごしやすく、冬季は日本海からの季節風が吹き込み、

積雪をみる日本海型の気候となっています。 

近年の気象状況をみると、平成19年の年間平均気温は虎姫で14.7℃、年間降水量は虎姫で

1,538㎜、柳ケ瀬で2,697㎜、平成20年の年間平均気温は虎姫で14.5℃、年間降水量は虎姫で1,578

㎜、柳ケ瀬で2,558㎜となっています。また、１㎝以上の積雪があった積雪日数は、平成19年は

彦根で19日、柳ケ瀬で62日、平成20年は彦根で11日、柳ケ瀬で49日となっており、市北部は非

常に雪の多い地域です。こうした気象条件から、特に冬季の積雪を克服するためのくらしの知

恵が、今も残されています。 

 (4) まちの歴史 

 長浜市では、縄文時代には既に東日本と西日本の影響を交互に受けた生活の跡があり、弥生

時代には大陸の影響を受けて稲作農業が始まり、大規模な集落が形成されるようになりました。 

古墳時代には、琵琶湖を通じて沿岸部のみならず近畿の中央部との交流も深く、全国でも屈指

の集積度を誇る古保利古墳群や横山丘陵地帯の古墳群などが築かれ、現在も当時の力を誇示す

るかのように名残をとどめています。律令時代には、税金を徴収する目的で土地を碁盤の目に

区切る条里制が湖北平野に広く布かれましたが、現在でもその形状が確認できるのは、全国的

にも貴重な例となっています。 

中世の湖北地域は、守護の佐々木氏、京極氏、六角氏が統治していましたが、これに代わっ

て在地の土豪であった浅井氏が台頭し、小谷城を築城して湖北に覇をとなえます。しかしなが

ら、元亀元年（1570）、浅井長政は姉川の合戦で織田信長に敗れ、さらに天正元年（1573）に小
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谷城は落城して浅井氏は滅亡します。小谷城攻略に功をあげた織田氏の家臣、羽柴秀吉（後の

豊臣秀吉）公は、現在の長浜地区の琵琶湖岸にあった「今浜」の地を「長浜」に改称し、小谷

城下の商人たちを移らせて、城下町としてまちの礎を築き、坂田・浅井・伊香の湖北三郡を支

配しました。また、賤ヶ岳の合戦の功績として、長浜城下町の町衆に対し「町屋敷年貢米三百

石免除」の朱印状が与えられ、江戸時代を通じてその取り扱いは変わることがなく受け継がれ、

まちの発展の大きな力となりました。 

江戸時代には、姉川流域をはじめ湖北各地で養蚕業が盛んになり、豊富に生産される良質の

生糸は長浜に集積され、これを原料とした浜縮緬の生産は、商品流通や工業生産などを発展さ

せました。また、近畿、中部、北陸の中間に位置する地域特性から、江戸時代から明治初期ま

では、琵琶湖の水運を活かした丸子船による湖上交通や、北国街道や北国脇往還、塩津海道の

往来が様々な交易を生み、商工業の盛んなまちとなりました。これにより築きあげられた富は、

長浜曳山まつりに象徴される町衆文化を大きく育てました。 

 明治時代には、県内で最初の小学校や国立銀行の設立、鉄道黎明期における官営鉄道の開通

など、町衆の力により文明開化の音が鳴り響く先進都市に成長しました。 

 大通寺や竹生島には伏見城の遺構が残されるなど、安土桃山文化の秀逸な建築様式を見るこ

とができ、これらの文化遺産が高度なまちづくりの原動力にもなっています。 

 こうした豊かな歴史文化は、くらしやまちづくりに活かされるなど、今も長浜らしさとして

まちを育んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ まちづくりとしての景観形成の取り組み 

昭和58年に長浜城が市民からの寄付をもとに再興されると、これを機に出世まつりと名付け

られたイベントが繰り広げられました。このイベントでは地域文化の再生、活用などをテーマ

に、市民が一丸となり長浜の潜在力が発揮されました。このパワーが市民共有のまちづくりの

理念を生み出し、昭和59年に「博物館都市構想」が策定されました。博物館都市構想は、「伝統

を現代に生かし美しく住む」、「先人の情熱や英知に学び、進取の気性を継承する」をキーワー

長浜町絵図（江戸時代初期） 長浜曳山まつり 
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ドに地域固有の資源や人々のくらしのなかで培われてきた文化や知恵を現代に活かし、新しい

文化を生み出し個性と魅力あるまちづくりを進めていこうとするものでした。この構想に位置

づけられている独自のミュージアムづくりでは、長浜城歴史博物館や国友鉄砲の里資料館の整

備、旧長浜駅舎の修復などが行われ、これらは、現在のまちの景観の核をなすものの一つとな

っています。また、あわせて旧市街地の再生として取り組まれた大通寺表参道や黒壁スクエア

などのまちなみ整備は、今や長浜の顔とも呼ばれるまでになっています。これらの取り組みを

経て、平成６年には「新・博物館都市構想」が策定されました。新・博物館都市構想では、「長

浜らしさを生かして美しく住む」をキーワードに博物館都市のコトやモノを楽しみ、磨きをか

けて、誇りとすることで、建物やまちなみといった目に見える景観を美しくするだけでなく、

住む人の心のなかにある楽しさややさしさを大切にし、美しく住むことによって、博物館とし

ての輝きを増したいと考えられました。これにより、曳山博物館や成田美術館の建設、博物館

通り、ゆう壱番街のまちなみ整備、旧長浜駅舎をモチーフとしたＪＲ長浜駅の改築など、まち

づくりを加速させてきました。さらに、都市景観やアメニティづくりとしての取り組みは、市

街地だけでなく、周辺地域においてもまちづくりの取り組みとして展開し、近隣景観形成協定

による景観に配慮したまちづくりや田園や河川など環境の保全が進められてきました。 

こうしたまちづくりの取り組みが、全国に誇れる長浜らしい景観を形づくってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 長浜のまちを構成する景観の特性 

 (1) 深く広がる美しい北近江の山なみを望むまち 

市域の東側に遠くそびえる伊吹山から東北部に位置する金糞岳、北部の横山岳や土蔵岳、三

国岳、上谷山にかけて、雄大な山なみが深く広がっています。春は桜色が点在する柔らかい緑

の姿、夏は濃さを増した力強い緑の姿、秋は紅葉に色づく姿、冬は雪化粧した姿と春夏秋冬そ

れぞれにはっきりとした季節感あふれる美しい姿を見せています。これらの山なみを背景とし

て、市南東部になだらかに広がる横山の丘陵や田村山、中央部の虎御前山は風致地区に指定さ

れており、山本山や小谷山などとともに市民に身近な里山の原風景を保っています。また、こ

長浜城歴史博物館 長浜きもの大園遊会 
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うした里山とまちの景観が一体となることで、まちなみの美しい雰囲気をより一層、高めてい

ます。 

市域の東北部から北部にかけては、標高1,000ｍを超える山々が連なっており、広大なブナ林

や水源の森を抱え、奥深い豊かな自然を有しています。こうした高山や里山にあたる低山の多

くからは、湖北平野や琵琶湖、余呉湖、そして琵琶湖の背景となる対岸の山々まで望むことが

でき、近江盆地を感じさせる山なみの広がりを見せています。 

  歳時記を彩る美しい山なみは、このように、長浜の景観を構成する重要な要素となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

伊吹の山なみ                 八草峠周辺の山なみ 

  (2) 地域の風土が育む善い水と緑と農が豊かなまち 

  姉川や高時川に代表される河川の水につくられた平野部は、市街地の周辺に田園地帯を広げ、

そこに落ち着いた農村集落が点在しています。水田や畑が織りなす田園景観は、くらしの営み

が自然と一体となって緑あふれる景観を創り出しています。また、田園地帯に位置する集落の

なかには、近隣景観形成協定により地域の特性に応じた景観づくりが進められています。 

  長浜市を潤す河川のなかでも、広い範囲で市域を通過している姉川や高時川は、自然が多く

残され、原風景を感じさせる景観とも言えます。また、山あいを流れる草野川や杉野川、高時

川上流などの川沿いには、伝統的な建築様式の家屋が建ち並ぶ集落が点在しており、落ち着い

た景観を構成しています。さらに、市街地を中心に縫うように流れる米川や長浜新川など中小

の河川、農村地域の西池や早崎内湖ビオトープなどは、市民に身近な水辺環境となっています。 

  地域の風土が育む河川や田園は、このように、長浜の景観を構成する重要な要素となってい

ます。 
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八条山からみる田園風景                  草野川 

 (3) 悠久の営みを伝える琵琶湖と余呉湖を愛するまち 

 市域の西側が面している琵琶湖は、約400万年前の誕生以来、四季折々、また一日のなかでも

それぞれ違った風景を見せ、豊潤な水を湛え、恵みに満ちています。穏やかな湖面に水鳥を抱

き、湖魚など多様な生物を育む貴重な自然環境が残されています。また、湖岸近くで見られる

魞漁や秋のヨシ焼きの風景などは、琵琶湖そのものが人々のくらしの営みに密接に結びついて

いるとも言えます。 

また、琵琶湖を望む湖岸は、多様な顔を持ち、長浜港の近辺は、リゾートホテルやマンショ

ン、商業施設が立地するとともに、ヨットハーバーや豊公園が整備され、港湾に観光船や漁船

が行き交う光景などまちの機能に琵琶湖がとけ込んでいます。これらの地域は、港湾が整備さ

れていることもあって護岸が整備されていますが、それを挟む南北には砂浜が広がり、竹生島

を望む公園や緑地帯が整備されるなど市民の憩いの場になっています。 

さらに、奥琵琶湖と呼ばれる琵琶湖最北端の一帯は、ごつごつした岩石の湖岸が続き、やが

て荒々しい岩肌が深く湖水に切り込んで、湖は急激に深くなっています。その湖面は非常に穏

やかで、美しいさざなみが波紋のように広がっています。 

一方、30～40万年前の柳ケ瀬断層の活動により誕生した余呉湖には、古くから羽衣伝説や菊

石姫伝説が伝えられ、周囲の山々を湖面に映し出す鏡湖とも呼ばれてきました。湖畔の集落や

田畑とが一体となって、余呉湖の神秘的な景観を構成しています。 

 市民が愛し、かけがえのない財産となっている琵琶湖や余呉湖は、このように、長浜の景観

を構成する重要な要素となっています。 

 

 

 

 

 

 

竹生島の夕景 余呉湖と衣掛柳 
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(4) 真の歴史文化と香り高いくらしが息づくまち 

  長浜の町衆が育んできた歴史文化は、長浜曳山まつりの山蔵や米川に通じる石段、舟板塀、

ガス灯、うだつのある町家などまちのいたる所に見ることができます。また、黒壁ガラス館（旧

第百三十銀行長浜支店）や旧長浜駅舎、長浜旧開知学校などは、単なる文化遺産ではなく、歴

史を伝えながら、現在でも様々な形で活用されています。さらには、これらを意識した大通寺

の門前や北国街道のまちなみなどは、まさに長浜らしさとも言うべき景観を創り出し、まちの

にぎわいを生み出しています。 

また、古くから近畿と北陸、東海の結節点にあった長浜市には、北国街道の木之本宿や柳ケ

瀬宿、北国脇往還の郡上宿や伊部宿、そして塩津海道の塩津など、多くの宿場町が存在しまし

た。多くの旅人や物資が行き交ったこれらの街道筋には、かつての本陣などが姿をとどめ、往

時のにぎわいを色濃く残しています。 

一方で、農村集落においても、地域の歴史を活かした国友や雨森のまちなみや、地域が排出

した先人を顕彰するなかでの景観への配慮、まちづくりの取り組みのなかで生活文化を活かし

た取り組みなど、長浜らしい景観づくりが進められてきました。 

とりわけ、古代から己高山を中心として仏教文化が花開いた高月地区や木之本地区には、数

多くの観音様が今に伝わり、地域の人々によって手厚く守られてきました。また、延喜式神名

帳に記された由緒ある式内社は、現在も旧伊香郡を中心に多数分布しており、社や祠堂が大切

に受け継がれてきたことを物語っています。さらに、集落の中でもひときわ大きなケヤキや杉

などの巨木や老木は「野神さん」と呼ばれ、作物の豊穣を祈る神として大切にされ、何百年と

いう歴史を刻んできました。こうした篤い信仰心が村への愛着心や美化意識に反映され、落ち

着いた佇まいを醸し出しています。 

そのほか、西野水道や田川カルバート、金居原の土倉鉱山跡、廃線となった柳ケ瀬線など、

過去の人々のくらしや産業などを偲ばせる歴史的資源も、本市の景観を構成する要素の一つと

いえます。 

  長浜のまちとそこにくらす人々が共有してきた歴史文化は、このように、長浜の景観を構成

する重要な要素となっています。 

 

 

 

 

 

 

黒壁ガラス館（旧第百三十銀行長浜支店）       北国街道木之本宿のまちなみ 
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  (5) 新たな都市の魅力とにぎわいを生み出すまち 

 国道８号の沿道を中心として、幹線道路沿いに商業施設など様々な建物の集積が進み、道路

の街路樹などとあわせて新たな都市の魅力を育む都市景観の形成が進んでいます。これらのう

ち一部では、周囲の景観への配慮に欠けた看板など、様々な要因により、良好な景観が阻害さ

れているところも見られます。 

 また、幹線道路の周辺には、新興住宅街が形成され、古くからの町家や農村集落とは異なり、

様々な形態、色彩の住宅が建築されています。また、長浜駅周辺を中心に高層の集合住宅が建

設されるなど、新しいライフスタイルに対応したまちなみが形成されています。 

 幹線道路や駅を中心として形づくられる新しい景観は、このように、長浜の景観を構成する

重要な要素となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

国道8号                 主要地方道中山東上坂線 

 

４ 景観類型の設定 

 【景観類型】 

自然景観ゾーン 都市景観ゾーン 

山なみ 

田園・里山 

琵琶湖 

余呉湖 

河川 

市街地（商業地、住宅地、工業地） 

町衆文化 

歴史街道 

鉄道沿線 

幹線道路沿道 

都市拠点長浜駅周辺 

南長浜新都市 
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景観ゾーニング図 
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１ 社会環境の変化とその対応 

 (1) 心の豊かさへの取り組み 

  私たちのくらしは、物質的に豊かになった反面、経済活動や利便性を追求するあまり自然、

歴史、伝統などを大切にしてきたライフスタイルを忘れ、美しい景観が破壊されるなど心の豊

かささえも失ってきました。 

  一方で、今日、社会経済の成熟を背景に、失われつつある自然や歴史・伝統などを見直し、

守ろうとする気運も高まっています。また、私たちが忘れかけているライフスタイルを見直す

動きもみられるようになり、私たちの価値観は、物質的な豊かさから心の豊かさへと変化しつ

つあります。 

  今後は、くらしの営みから、心の豊かさを実感できる美しい景観を再生し、心豊かな人々が

くらすまちとすることが必要です。 

 (2) 定住化への対応と交流の促進 

  都市への止まることのない人口集積は、このまちにくらす人々を様々な形で流出し、少子・

高齢化を加速させています。その反面、まちづくりの取り組みにより築かれてきた美しいまち

なみ景観は、人々の心に響き、このまちを訪れる人を確実に増加させてきました。 

  このように美しいまちの景観は、私たちの誇りとも言え、まちを愛する心を養ってきました。

これからも、こうした景観を大切にし、誇り高く一人でも多くの人がくらし、訪れる人がさら

に増え続けるまちとすることが必要です。 

 (3) 地球環境へのいたわり 

 社会経済活動の拡大やエネルギーの大量消費などにより引き起こされている地球的規模での

環境を取り巻く問題は、すべての生物の生存に深刻な影響を与えています。こうした傾向と歩

調を合わせるかのように、私たちの周囲にある自然景観も、様々な状況から、かつての美しさ

が失われつつあります。 

  私たちは、かつて、くらしに潤いと安らぎを与えてくれる自然景観を大切に育んできました。

今こそ、日常生活や事業活動のあり方を見直し、環境への負荷の少ない行動を通して、これら

の景観を大切にし、かけがえのない美しい景観を将来へ引き継いでいくまちとすることが必要

です。 

 (4) 地方分権化時代への対応 

  平成７年に「地方分権推進法」が施行され、さらに、平成12年には「地方分権一括法」が施

行され、国と地方のあり方が大きく変わろうとしています。これからの市町村は、自らの判断

第２節 長浜らしい景観づくりの課題 
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と責任のもとに、地域の特性を十分に活かした地域社会の実現が求められています。  

  私たちの地域にあっても、こうした動きに対応し、生きがいと活力ある地域社会、個性豊か

で魅力あふれる地域社会、人と自然にやさしく、安心して暮らせる地域社会をめざして、市民

と理念を共有し、地域主体のまちづくりに取り組むことが必要になっています。 

  景観づくりにおいても地域主体の観点から、その主役となる市民、事業者、団体などとのパ

ートナーシップにより、地域の伝統や文化、豊かな自然を生かした個性ある景観を創造するま

ちとなっていくことが必要です。 

 

２ これまでのまちづくりが進めてきた景観づくりとその課題 

 (1) 新しいモノが輝く景観づくり 

  長浜の景観の特性でもある歴史文化を活かしたまちづくりの取り組みは、まちなみを美しく

整え、多くの人々が訪れ、低迷していたまちを元気づけるなど、大きな成功を収めましたが、

一方で、その着眼点が、古いモノを大事にすることに置かれたため、新しい景観づくりに対す

る考え方が脆弱な面もありました。長浜らしい景観づくりは、単に古いモノを大切にするだけ

でなく、ライフスタイルの変化に対応した新しさを追求することも必要です。これからは、古

いモノを大事にしながらも、個性ある新しいモノが輝く景観を創り出す感性と行動力も必要に

なっています。 

 (2) 美しくくらすことを促し育む景観づくり 

  長浜らしい景観づくりの理念とも言うべき博物館都市構想では、内面的な美を唱えていまし

たが、まちづくりの評価は、外面的な美しさや、場面としての美しさにとらわれがちでした。

美しい景観は、日々のくらしの蓄積のなかから生まれるモノが数多くあります。これは、私た

ちが日々のくらしのなかで、きれいにしたいという気持ちを持って、日常的に家の周囲や道路

を清掃する姿であり、こうした取り組みがまちの美しさとして表現されると言えます。美しく

くらすとは、こうした内面的な美しさがあってこそ、外面的な美しさとして魅力あるモノを形

づくることになります。これからは、くらしの営みのなかで、内面的な美しさによりいっそう

磨きをかけた美しい景観を育むことも必要になっています。 

 (3) もてなしの心が生み出す景観づくり 

  中心市街地における歴史的資源や文化的資源等を活かしたまちづくりの取り組みは、多くの

人々に注目され、にぎわいに満ちた、明るく、開放的な空間を創造してきました。これらの取

り組みは、訪れる人だけを考えるのではなく、地域に住む人々が楽しみながら形づくり、私た

ちの財産、大切にしているもの、美しいものを来訪者と共有するものとして進められてきまし

た。その結果、多くの人々が訪れるようになり、来訪者を温かく迎える「もてなしの心」も育



                                                第１章 基本計画 

 

18 

まれ、こうした心づかいが、まちの景観のなかにも感じられるようになってきました。今後は、

その心づかいがまちにあふれ、まちの魅力となるよう、ホスピタリティの豊かさが見える景観

づくりを進めることも必要になっています。 

 (4) 誇りと愛着が持てる景観づくり 

  これまでのまちづくりにおける景観づくりの取り組みは、主に旧市街地を中心に展開されて

きました。長浜らしい景観とは、歴史資産を活用した市街地の景観だけでなく、長浜の風土が

育んできた市域の東北部に広がる山なみや姉川、琵琶湖岸、郊外の美しい田園や農村集落の風

景でもあり、都市と農村、自然が調和した景観とも言えます。こうした風景を大切にした美し

く住みよいまちづくりは、近隣景観形成協定などを活用し展開されてきましたが、その取り組

みは一部の地域にとどまっていました。近年、農村集落の風景も変わりつつありますが、そこ

にくらす人々がいつまでも愛着を持って、誇れる地域となるよう、美しい自然や地域の歴史資

源などを活かした魅力ある景観づくりの取り組みを広げていくことも必要になっています。 

 (5) 次代へつなぐ景観づくり 

 地域固有の歴史文化を活かしたまちづくりにより生み出された景観は、様々な形でまちのな

かにとけ込み、育まれています。今、こうした景観も時間の経過とともに少しずつ変化が見ら

れるようになってきました。このため、これまで築いてきた景観を保全し、さらに高めていく

しくみも必要になってきています。一方で、長浜らしい景観を守り、創り出していく人づくり

も必要になっています。景観づくりの主役は、このまちにくらす私たちです。これまでに先人

たちが育ててきた景観や、これから創ろうとする新たな景観は、一個人の力で達成できるもの

ではありません。互いに理解しあい、補い合いながら実践できる仲間が必要となります。 

 いまをくらす私たち一人ひとりが、景観づくりの大切さを理解し、世代を超えて景観につい

て話し合い、参画するなかで次代の景観づくりへと繋げていくことも必要になっています。 

 

３ 類型別景観の現況・特性と課題 

 (1) 自然景観 

 ① 山なみ景観ゾーン 

  ○ 景観の現況と特性 

  ・市域の東部に展開する伊吹の山なみは、市民が身近に見渡すことのできる景観であること

から、眺望資源であるとともに、都市の背景を構成しています。 

  ・市域東北部から北部にかけては、金糞岳や三国岳、上谷山など標高1,000ｍを超える山々が

連なり、濃い緑の景観を形成しています。こうした山々の一部は、琵琶湖と日本海等との

分水嶺にもなっており、豊かで清らかな水を供給する貴重な水源でもあります。 
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横山岳から望む琵琶湖と余呉湖 

田園地帯から望む虎御前山 

  ・市域に広がる北近江の山々は、そのほとんど

から琵琶湖や余呉湖、湖北平野などを眺望す

ることができ、貴重な視点場となっています。 

  ・横山岳や七々頭ヶ岳などには広大なブナ林が

広がり、まぶしい新緑の季節や黄色く色づく

紅葉の季節は、自然の包容力を感じられる奥

深い景観を構成しています。 

  ・「日本の重要湿地500」や「日本水源の森百選」 

に選定されている山門水源の森は、貴重な生態系がみられる癒しの景観を生み出していま

す。 

  ○ 景観上の課題 

  ・自然環境の変化などにともなう自然林の立ち枯れや産業構造の変化にともなう林業の低迷

などにより、山林の荒廃や水源涵養機能の低下などが懸念されることから、豊かな緑の保

全に努める必要があります。 

  ・市街地内の建物の高層化などにより山なみへの眺望が遮られ、田園地帯に点在する鉄塔、

電波塔などの構造物が、美しい山なみ景観を阻害していることから、山なみの眺望景観を

守っていく必要があります。 

  ・市民に親しまれている眺望スポットからの眺めを保全、育成し、これらと調和したゆとり

のある景観づくりに努める必要があります。 

  ・山々の頂きから望む眺望や、山道・登山道にみられる緑の眺めを阻害することがないよう、

工作物や看板類の設置に配慮する必要があります。 

 ② 田園・里山景観ゾーン 

  ○ 景観の現況と特性 

  ・湖北平野に広がりを見せる田園は、くらしに

身近な農の緑であるとともに、そこに点在す

る集落の民家は、田園と調和し落ち着いた景

観を構成しています。 

  ・山なみの裾野や谷あいに位置する田園では、

棚田に代表される立体的な田園景観も見るこ

とができ、背後の山なみと調和した景観を構

成しています。 

・住宅地と山地の中間に位置する里山は、集落とその周辺の田畑や森林、河川などと一体と
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なり、人々がくらしてきた日本の原風景ともいえる身近な景観を形づくっています。 

  ・田園集落に点在する屋敷林や神社を包み込むような鎮守の森、季節を感じる藁干しや畦畔

木なども田園景観としての重要な景観資源となっています。 

・市街地周辺部や市街地内の農地は、重要な緑地景観とも言えますが、宅地化の進行にとも

ない農地が減少する傾向にあります。また、中山間地域では、農業従事者の高齢化や減少

により、耕作放棄地や遊休農地が見受けられます。 

・高時川上流の集落には、入母屋造草葺妻入の余呉型民家と呼ばれる地域特有の農家型民家

が点在し、周辺の田畑と山々の緑を背景とした人々のくらしぶりをうかがい知ることので

きる貴重な景観を構成しています。 

○ 景観上の課題 

  ・田園景観は、田畑や民家、水辺に加えて背後の山なみが一体となって景観を構成している

ことから、周囲の自然と調和した景観として保全する必要があります。 

  ・良好な田園景観は、農業生産活動により形づくられることから、減少する農業の担い手や

農地の管理者を確保するとともに、地域全体で農地を保全する活動を促進する必要があり

ます。 

  ・社会環境の変化とともに農村集落における生活様式も変化し、伝統的な農家住宅が減少す

るとともに農作業風景も変わりつつあることから、農村景観を保持するためのしくみづく

りが必要です。 

 ・人手を離れた空き家が散見される山あいの集落では、一部の家屋が長期間放置されて荒廃

し、場合によっては田園・里山景観を損なうおそれもあることから、古民家の再生・活用

や定住化の促進に向けたしくみづくりも必要です。 

 ③ 琵琶湖景観ゾーン 

  ○ 景観の現況と特性 

  ・豊公園を含めた琵琶湖の沿岸からは、穏やか

で広々とした琵琶湖を一望でき、周辺の緑地

などと水面が織りなす自然景観によって、開

放的な印象が創り出され、背景となる対岸の

山なみなどと一体となって琵琶湖の景観を構

成しています。 

  ・琵琶湖岸に点在する漁港には漁船が係留され、

また沖には魞などが設置されるなど、くらし 

と結びついた景観を強く感じる琵琶湖の景観を創り出しています。 

湖上から望む長浜港周辺 
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  ・長浜港周辺は、高層のリゾートホテルやマンションが立地し、琵琶湖と都市的建造物との

対比が新たな琵琶湖の景観を生み出しています。 

  ・琵琶湖八景の一つ「深緑・竹生島の沈影」として名高い竹生島は、琵琶湖沖に浮かぶ姿を

湖岸から広範に望むことができ、琵琶湖の眺望を構成する象徴的な存在となっています。 

  ・竹生島には国宝や重要文化財など多くの貴重な歴史的資源が残され、これらが自然景観と

一体となって島の景観を構成しています。 

・夕暮れ時には、琵琶湖岸の広い範囲から夕陽を望むことができます。特に、長浜地区の湖

岸や湖北地区の奥の洲などの夕景は「日本の夕陽百選」に選ばれるなど、貴重な景観資源

になっています。 

・琵琶湖の最北端にあたる奥琵琶湖一帯は、険しい山々のきわに湖岸線が入り組み、穏やか

な湖面にさざなみが広がっています。点在する集落には、漁港を中心に伝統的な建築様式

の家屋が建ち並び、奥琵琶湖独特の景観を構成しています。 

○ 景観上の課題 

  ・琵琶湖の沿岸は、自然の湖岸や漁港、公園緑地など変化のある景観を有しますが、動植物

の生息生育環境を保全し、琵琶湖の水の美しさを実感できる景観をつくる必要があります。 

  ・漁業者の減少などにより、琵琶湖とくらしを結びつける景観が少なくなりつつあることか

ら、琵琶湖の生態系に配慮するなかで、くらしの営みが琵琶湖に息づく景観をつくる必要

があります。 

  ・自然の湖岸としての景観を維持するとともに、湖の展望や周辺の市街地との景観の調和な

ど、湖岸周辺を含めた広い範囲で自然に配慮した景観をつくる必要があります。 

  ・琵琶湖は、行政区域を超えた貴重な自然資源であることから、自治体間の連携など、広域

的な景観づくりに取り組む必要があります。 

  ・竹生島や葛籠尾崎の先端部は、カワウのふん害や巣作りの際の枝折れにより、美しい緑の

木々が枯れて景観を損なっていることから、深い緑に包まれて、青い水面に映る美しい島

影を守り、復元する必要があります。 

  ・琵琶湖沖の竹生島を見とおせるよう湖岸からの眺望景観を守る必要があります。 

 ④ 余呉湖景観ゾーン 

  ○ 景観の現況と特性 

・余呉湖は、鏡のように静かな湖面をきらめかせながら、四季折々の彩り豊かな表情を湖面

に映し出し、周囲を取り囲む緑の山々や、湖畔に広がる集落や田畑、農作業風景などと相

まって、落ち着いた景観を構成しています。 
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高時川上流 

賤ヶ岳から望む余呉湖 

・古くから羽衣伝説や菊石姫伝説が伝わる余呉

湖は、俳人の句に詠まれ、あるいは数々の小

説の舞台にもされてきました。集落から離れ

た余呉湖南部には、ひっそりとした佇まいが

漂っています。 

・ワカサギ釣りのシーズンを迎える冬季は、早 

朝から大勢の太公望が桟橋を埋め尽くし、厳

しい寒さの中にもにぎわいあふれる景観を創 

り出しています。 

○ 景観上の課題 

・湖畔に広がる集落の佇まいや周囲の山々の眺望など、余呉湖周辺に広がる落ち着いた景観

を保全する必要があります。 

・余呉湖の湖底にはヘドロが堆積し、一時はアオコが大量発生するなど水質の悪化が進んだ

ことから、透明感のある湖面を保全するため、水質改善に向けた取組みを進める必要があ

ります。 

・余呉湖周辺の一部では、落ち着いた湖畔の景観にそぐわない広告物などが見受けられるこ

とから、調和のとれた景観形成を進める必要があります。 

⑤ 河川景観ゾーン 

  ○ 景観の現況と特性 

  ・姉川の中流では、河川敷に緑地が多く、川と

緑のコントラストが映える親水空間となって

います。 

  ・姉川や高時川の下流域で行われているやな漁

や、高時川上流や草野川、杉野川などにみら

れる遊漁の風景など、人の動きが見える河川

の景観を見ることができます。 

  ・草野川や高時川、余呉川、杉野川などは、山間の集落地に清流がきらめき、人々のくらし

と一体感のある奥行きのある景観を川沿いに創り出しています。 

  ・市街地周辺を流れる長浜新川や市街地を流れる米川や十一川などは、地域住民の日常生活

に潤いを与えているとともに、市民に身近な水辺環境となっています。 

  ・米川では、市民の河川環境整備の取り組みが継続して行われています。 

 ○ 景観上の課題 
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長浜駅前通り 

  ・姉川は、中流では緑地が整備されていますが、適切な維持管理により、良好な景観づくり

を誘導していく必要があります。 

  ・姉川や高時川の下流域などでは、雑木や雑草が繁茂し、潤いある水辺景観を損なっている

ことから、地域住民との連携による適切な保全・管理が必要です。 

  ・山間地を流れる河川は、山あいの集落を縫うようにして流れており、身近な親水空間とし

て、さらに良好な景観づくりを誘導していく必要があります。 

  ・市街地の中心を流れる河川では、ゴミの投棄などが良好な水辺の景観を害していることか

ら、潤いと安らぎを与える河川空間として、美化意識を高める必要があります。 

  ・河川は人々の生活に癒しを与える重要な景観資源であるため、その周囲と一体となった良

好な景観形成に努める必要があります。 

(2) 都市景観 

 ① 市街地景観ゾーン 

  ○ 景観の現況と特性 

  ・市街地の多くは、昭和46年の都市計画区域の

計画決定以降に形成され、市街化を計画的に

進めてきたことから、住宅地、商業地、工業

地が比較的バランスよく配置され、これらが

一体となって、都市の景観を構成する重要な

要素となっています。 

  ・住宅地、商業地、工業地ではそれぞれ次のよ

うな特性を有しています。 

  □住宅地 

  ・計画的に開発されたまとまりのある住宅地では、一定のルールのもとで整備され、直線的

な区画道路と低層の住宅が立地する整然とした景観を創り出しています。 

  ・市街地の周辺部では、低層の集合住宅の立地が進み、住宅地の景観の一部分を構成してい

ます。 

  ・長浜駅を中心に、市街地およびその周辺部では、高層の集合住宅の建設が進められ、新た

な住宅の景観が創出されています。 

  □商業地 

  ・国道８号や主要地方道中山東上坂線（以下「馬車道」といいます。）沿いは、土地利用が活

発に進められ、沿道型の商業施設が比較的多く立地し、新たな都市景観を形成しています。 

  ・幹線道路沿いに展開している商業施設は、平面的な建築物が多く建ち並んでいますが、近
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年は、大型商業施設やビジネスホテルが立地するなど、中高層の建築物の立地も進んでい

ます。 

  □工業地 

  ・東上坂町、国友町、田村町、細江町、川道町など郊外の工業地は、計画的な工業団地が多

く、工業地景観としてまとまりを見せています。 

  ・市街地の工業地は、住宅地に近接して立地していることから、住工が混在した印象を受け

る景観となっています。 

  ○ 景観上の課題 

  □住宅地 

  ・計画的に開発された住宅地では、周囲と調和した統一感のある家なみの創出や緑化の促進

などにより、良質で快適な住宅地の景観づくりを促す必要があります。 

  ・市街地の周辺部で立地が進む低層の集合住宅は、戸建て住宅と調和した景観づくりを進め

る必要があります。 

  ・高層の集合住宅などの建設が、立地場所によっては、良好な眺望景観を阻害し、周囲と調

和した景観が損なわれることから、適切な規制や誘導が求められます。 

  □商業地 

  ・幹線道路沿いの商業施設は、一部にデザインや色彩などに配慮した建物もありますが、相

対的には統一感のない景観になっていることから、景観に配慮した建築物へ誘導する必要

があります。 

  ・幹線道路の沿道の商業施設では、広告看板類の無秩序化が見られることから、周囲との調

和に配慮した屋外広告物の設置が求められます。 

  □工業地 

  ・住宅地に近接する工業地では、周囲の景観との調和や美観の維持に向けて、外周の塀や工

場などの色彩に配慮した、景観づくりを促す必要があります。 

  ・工業地は、人工的で殺風景な印象を与えるため、緩衝緑地や公共空地をできる限り確保す

るなど、潤いと安らぎを与える景観の創出が必要です。 

  ・琵琶湖岸や田園地帯の工業地は、前後の自然景観との調和を図るため、建物の色彩などへ

の配慮や緑化の促進など、良好な景観づくりへの誘導が必要です。 

 ② 町衆文化景観ゾーン 

  ○ 景観の現況と特性 

  ・北国街道などのまちなみは長い年月を経て形づくられ、歴史や文化を感じさせる景観や建

物などが、まちの面的な景観を構成しています。 
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ながはま御坊表参道 

  ・中心市街地の商店街などでは、自主的に景観

へ配慮した取り組みが展開され、周囲の景観

と調和した統一感のあるまちなみが形成され

ています。 

  ・大通寺や黒壁ガラス館（旧第百三十銀行長浜

支店）、旧長浜駅舎、慶雲館などの古い建物を

活かした景観づくりが、現在の中心市街地の 

にぎわいを創出する要素となっています。 

  ・中心市街地では高層の商業施設や集合住宅などが立地する一方で、空き店舗や空き家、老

朽化した家屋などの小規模な駐車場への転用が見られ、落ち着いたまちなみの連続性が失

われつつあります。 

  ○ 景観上の課題 

  ・歴史的なまちなみ景観が維持できるよう、地域住民と連携しながら、良好なまちなみづく

りを促す規制・誘導や支援策などを検討する必要があります。 

  ・周囲の景観と調和した統一感のあるまちなみが広がるよう、歴史的な建築物の保全や自主

的に景観へ配慮した取り組みを促す必要があります。 

  ・まちなみに不釣合いな電線や看板なども見られることから、周囲の景観と調和するよう誘

導する必要があります。 

  ・中心市街地の住宅地では、周囲と調和したまちなみを保全する必要があることから、空き

家対策や定住化の促進などが景観づくりにも必要となっています。 

③ 歴史街道景観ゾーン 

○ 景観の現況と特性 

  ・北国街道木之本宿は、北国脇往還との分岐に

あたる交通の要衝であり、かつての本陣や造

り酒屋、醤油屋などの古い町家が軒を連ねて

おり、まちなみに調和した自主的な建物改修

が行われるなど、宿場町として栄えた往時の

風情が漂っています。 

  ・木之本地蔵院として信仰を集める浄信寺には、

そのシンボルである日本最大の地蔵菩薩立像 

がそびえ立ち、地蔵縁日などには、門前の地蔵坂や北国街道は賑わいあふれる景観を創り

出しています。 

木之本地蔵院（浄信寺） 
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住宅地や田園を貫くＪＲ北陸本線 

・琵琶湖の水運を活かして日本海と畿内を結んだ塩津海道筋には、今も庄屋宅や船宿などが

残り、人の往来や物流の歴史の変遷を感じさせるまちなみを形成しています。 

・小谷城の城下町でもあり、東海と北陸を結ぶ北国脇往還の宿場町であった伊部や郡上には、

今も本陣屋敷が残るなど往時の繁栄ぶりを偲ばせるとともに、集落内の環境美化や緑化な

どが行われています。 

○ 景観上の課題 

  ・歴史的な街道筋には、伝統的な町家や旧家などが軒を連ね、あるいは点在していることか

ら、周囲の景観と調和した統一感のあるまちなみが広がるよう、歴史的な建築物の保全や

景観に配慮した自主的な取り組みを促す必要があります。 

  ・歴史的な風情の漂うまちなみ景観が維持できるよう、地域住民と連携しながら、良好なま

ちなみづくりを促すしくみづくりを検討する必要があります。 

  ・往時の歴史や文化を偲ばせる観光資源でもあることから、街道筋に設置される工作物や広

告物は、まちなみと調和したものとなるよう誘導する必要があります。 

④ 鉄道沿線景観ゾーン 

  ○ 景観の現況と特性 

  ・市の中心部を南北に縦断するＪＲ北陸本線や

琵琶湖西岸へ伸びるＪＲ湖西線は、まちを結

ぶ交流軸としての機能だけでなく、電車の往

来による都市の基本的景観を演出しています。 

  ・景観に配慮した長浜駅や、地域に密着した田

村駅、虎姫駅、河毛駅、高月駅、木ノ本駅、

余呉駅、近江塩津駅、永原駅は、鉄道をつな

ぐ電車の停車場としての機能だけでなく、コ 

ミュニティプラットホームとして鉄道軸を構成しています。 

  ・鉄道は景観の分断や阻害要素となる恐れもありますが、一方で線路の法面や鉄道敷きは都

市景観を構成する要素にもなっています。 

  ○ 景観上の課題 

  ・多くの乗客が目にする車窓からの景観は、雑然とした景観とならないよう、鉄道から見え

る景観への配慮も必要です。 

  ・駅から見える鉄道の景観が沿線に伸びることを意識し、鉄道沿線の景観に対する関心を高

める必要があります。 

  ・鉄道が平地より高所を通行するため景観を損なうことがないよう、線路の法面や防護策な
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国道８号 

どの付属物への工夫など周辺景観への配慮が求められます。 

 ⑤ 幹線道路沿道景観ゾーン 

  ○ 景観の現況と特性 

  ・市の中央を南北に縦断する国道８号は、市街

地の中心部では、沿道にまちの活気を感じる

商業施設が集中し、看板などの大型屋外広告

物が数多く建ち並んでいます。 

  ・国道８号、ＪＲ長浜駅と国道８号を結ぶ主要

地方道大津能登川長浜線、県道間田長浜線の

一部（以下「駅前通り」といいます。）、馬

車道などの幹線道路では、道路空間の多くが 

街路樹によって緑化・修景され、緑のある道路景観となっています。 

  ・市南部や北部の国道８号や国道365号、国道303号の沿道では、緑あふれる田園景観や山な

み景観が続いています。 

  ・北陸自動車道長浜インターチェンジは、都市景観を構成する拠点となっており、その周辺

は、自動車交通の緩衝的な役割を果たす緑化スペースが設けられ、一部では、やわらぎの

ある景観を見ることができます。 

  ○ 景観上の課題 

  ・沿道の大規模な屋外広告物やガードレール、電線類、野積みなど景観への配慮が不足し、

まちなみや眺望を損ねているケースがみられることから適切な規制・誘導が必要です。 

  ・ゆとりや潤いのある都市景観を形成するため、街路樹などによる新たな緑の創出や地域の

景観特性、まちづくりのテーマなど沿道の特性に応じた歩行者空間など、快適で親しみの

ある道路空間の整備が求められています。 

  ・伊吹に連なる北近江の山なみや琵琶湖が見とおせる通りでは、眺望景観に配慮する必要が

あるため、沿道のまちなみを含めた良好な道路空間の整備・演出が必要です。 

・長浜インターチェンジ周辺は、沿道型商業施設が建ち並び通過車両が多いことから、緑の

空間が不足する印象を受けるため、潤いのある景観づくりが必要です。 

 ⑥ 都市拠点長浜駅周辺景観ゾーン 

  ○ 景観の現況と特性 

  ・平成18年10月に改築された長浜駅は、旧長浜駅舎鉄道資料館をモチーフとした長浜らしさ

を感じる建物としてまちの景観にとけ込むとともに、まちの新たなシンボルとして駅周辺

の特徴的な景観を創出しています。 
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長浜バイオ大学 

ＪＲ長浜駅舎 

  ・駅の東西をつなぐ開放感あふれる自由通路は、

眺望景観を楽しめる新たな展望スポットの機

能も合わせ持ち、多くの観光客が行き交う景

観拠点となっています。 

  ・長浜駅周辺は、駅の東側に生活や観光の拠点

として商業施設が集積するなど、駅を中心と

したにぎわいのある都市空間を形成しています。 

  ・駅前通りは、シンボルロードとして、電線類の地中化など市の中心部を東西に伸びるメイ

ンストリートにふさわしい修景が進められています。 

 ○ 景観上の課題 

  ・駅は、多くの人が利用するとともに、来訪者にとっては、まちの印象を最初にイメージす

るまちの顔となることから、駅周辺の低未利用地の活用とともに、駅とその周辺が調和の

とれたまちなみとなるよう整備する必要があります。 

  ・駅や駅前からの眺望景観に配慮するとともに、シンボルロードにふさわしい景観づくりを

促すため、遮へい物など景観を阻害する要素を取り除く規制や誘導が必要です。 

  ・駅前通りの電線類地中化工事は進んでいますが、その沿道には小規模駐車場や空き地が点

在し、建築物の統一感もあまりみられないことから、メインストリートにふさわしい品格

のある都市景観を創出する必要があります。 

・駅周辺は放置自転車などが発生しやすい状況にあるため、周辺の景観に配慮し、出会いや

交流の場にふさわしい景観づくりを進める必要があります。 

 ⑦ 南長浜新都市景観ゾーン 

○ 景観の現況と特性 

・ゾーンの中心となる田村駅舎は老朽していま

すが、広い敷地が機関車の付け替えを行って

いた名残をとどめるとともに、駅から伊吹山

や琵琶湖への眺望が広がるなど味わいのある

景観を創り出しています。 

・以前は、地域に密着した駅として利用されて

いましたが、駅の東西に改札口が設けられ、 

長浜バイオ大学や長浜ドーム利用者、長浜サイエンスパーク立地企業関係者など、駅を利

用する風景に変化が見られるようになっています。 

・駅を中心として、東側には、滋賀文教短期大学や長浜地方卸売市場が、駅の西側には、長
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浜バイオ大学や長浜ドーム、長浜サイエンスパークの研究・工場等などが立地するととも

に、琵琶湖が近接し、田園や琵琶湖などの自然景観と駅や近代的な大規模施設が混在して

います。 

○ 景観上の課題 

  ・周辺施設と駅との調和や駅前からの眺望景観などに配慮した景観づくりを進める必要があ

ります。 

  ・市南部の拠点として、新たな市街地の形成にあわせ、駅や周辺施設と琵琶湖や田園の自然

景観とが調和した環境美化や緑化など、地域の特性に合わせた景観づくりを進める必要が

あります。 
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第３節 景観まちづくりの基本的な考え方 

 

１ 景観をキーワードとしたまちづくり 

 (1) 景観まちづくりとしての取り組み 

  良好な景観の形成は、美しく風格のあるまちを形づくり、潤いのある豊かな生活環境を創造

することによって、個性的で活力ある地域社会が実現することになると景観法の目的に定義さ

れています。 

  良好な景観とは、豊かな自然や歴史や文化、風土といった地域特性が、日々のくらしのなか

で活かされ、相互に関連することによって生まれるものです。優れた景観がつくられることに

よって、市民がまちに親しみや愛着を抱き、まちに誇りを持ち、くらしの意義を見いだすこと

になります。その一方で、このまちを訪れる人々を魅了することにもなります。このような景

観をつくることは、単に美しい形をしたまちをつくることではなく、まちの個性や魅力を高め

るまちづくりの一つと言えます。 

  私たちのまちは、これまで博物館都市構想により、まさにこうした取り組みを進めてきたと

言えますが、そのなかで様々な課題も生じています。こうした課題を踏まえ、これまで以上に

魅力あるまちをつくっていくために、『景観をキーワードとしたまちづくり』を長浜のまちづく

りの一分野として確立し、『景観まちづくり』として積極的に取り組んでいく必要があります。 

 (2) 景観まちづくりとは 

 これまでの博物館都市構想に基づくまちづくりの取り組みは、多方面から高く評価をいただ

き、長浜らしい景観づくりとしても、一定の成果を見ましたが、これらは、高い見識を持った

市民の長浜のまちに対する情熱の表れでもありました。そして、このまちづくりの経験は、「長

浜力」とも呼ぶべき市民パワーを高め、貴重な財産として蓄えられました。その結果、現在、

長浜のアイデンティティを高め、オリジナルのまちづくりとして「長
たけ

高
たか

い市民都市（※次頁参

照）」をつくりつつあります。今後、私たちが取り組むべき景観まちづくりとは、博物館都市構

想をもう一度見直し、その趣旨を深めていくだけではなく、高い見識と豊富な経験に裏打ちさ

れた市民が相互に協力し、さらなるまちづくりの一歩として、長浜らしさにこだわり、長浜ら

しさを追い求めることで、さらに洗練された長高い市民都市を築きあげていくことと言えます。 

 長浜らしさの追求に、終着点はありません。市民一人ひとりの情熱と叡智が枯渇することな

く持続可能なまちづくりとして取り組むには、ヒューマンスケールのまちづくりとして、日々

の営みのなかで、人と人がかかわり、楽しみながら景観をつくっていくことにほかならないも

のです。そして、こうした取り組みを進めることが、さらなる市民パワーの強化につながり「長

浜力」を高めていくことになります。 
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２ 景観まちづくりの基本的な考え方 

 私たちがくらす長浜市は、輝きと風格あるまちをめざしていますが、そこには長浜らしく美

しくくらすことがその根元になるものと考えています。 

 長浜らしく美しくくらすとは、外見を整えることではなく内面的な美により創り出されるも

のです。内面的な美は、市民一人ひとりの心のなかにある真・善・美・愛といった精神であり、

そうした美しい心を基調としてくらすことが、そこに住む人々や街を訪れる人々の心に響き、

共感を生み、外面的な美しさを追究する心を養うと考えられています。 

 近年、本市がまちづくりで高く評価されていることは、外面的な美しさにとらわれがちです

が、内面的な美しさが長浜らしい景観として体現された結果であったものと考えています。一

方で、この景観が、私たちのかけがえのない財産にもなっています。 

 次代においても個性あふれるなかに、魅力があり、美しいまちでありつづけるためには、長

浜らしい景観を、活かし、育み、創り出し、繋げることが大切です。このため、多様な主体が

協働して、「歴史や自然の息吹を感じて美しくくらす」ことを景観まちづくり計画の基本的な考

え方とします。 

 

３ めざすべきまちの姿 

 基本的な考え方を実践していくなかで、そこにくらす市民が共有する価値観の表現として、

長浜らしさにこだわり、地域が受け継いできた歴史や文化と地域が持つ風土などを織り交ぜた

「長高い市民都市」と呼ぶべき景観づくりを進めます。 

 これにより、長浜力を高め、まちの魅力や地域への愛着がより深まり、住むことが誇りとな

るまちとして『長
たけ

高
たか

い自然と独自の歴史文化がとけあうまち』をめざします。 

 ※【長
たけ

高
たか

い】格調が高く壮大である。気高くのびのびしている。崇高で壮大な美しさがある。 

 

４ 景観まちづくりの基本姿勢 

  基本的な考え方を踏まえて、基本目標を達成するために、次の４つの行動を私たちが取り組

むべき基本姿勢とします。 

  多様な主体がそれぞれの役割に応じて参画し、長浜らしい景観を構成する歴史、風土、個性

を、くらしのなかで、 

  「活かします。」「育みます。」「創出します。」「繋げます。」 
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５ 景観まちづくりの主体と役割 

 (1) 景観まちづくりの主体 

 景観まちづくりを進めるには、多様な主体の協力と理解が重要であり、市民・事業者・民間

団体・市など各主体が、その役割を認識し、それぞれが力を合わせ、積極的に取り組んでいく

ことが必要となります。このため、景観づくりにかかわるすべての主体は、景観法第２条の基

本理念にのっとり、景観が市民共有の公共的な財産であることを認識し、個性豊かな美しい景

観を大切に守り育てながら、長浜にふさわしい風格と魅力ある景観まちづくりを進めるために、

それぞれの役割に応じて積極的に景観まちづくりに取り組むこととします。 

 (2) 各主体の役割 

  ① 各主体共通の取り組み 

   ○ 長浜の自然、歴史などの資源を活かした景観を育みます。 

   ○ 長浜の景観特性となる琵琶湖や緑豊かな山なみなどへの良好な眺望を保全します。 

   ○ 地域にふさわしい魅力的なまちなみを育みます。 

  ② 市の役割 

 ○ 景観まちづくりを推進するため、総合的に取り組み、その計画的な実施に努めます。 

 ○ 施策の策定、実施にあたっては、市民の意見を反映するよう努めます。 

 ○ 公共施設の整備および建築行為などにあたっては、都市景観づくりの先導的役割を果たす

よう努めます。 

 ○ 市民・事業者・民間団体などの景観まちづくりの活動への支援に努めます。 

 ○ 景観まちづくりに関する意識の高揚や知識の普及などに努めます。 

 ○ 国やその他地方公共団体などに対し都市景観の形成について協力を要請します。 

 ○ 周辺自治体と協力、連携し、広域的な景観まちづくりの取り組みを進めます。 

  ③ 市民の役割 

 ○ 日々のくらしのなかで、自らが景観まちづくりの役割を担うことを認識し、景観まちづく

りへの積極的な取り組みに努めます。 

 ○ 景観まちづくりについて関心を持ち、理解を深めるよう努めます。 

 ○ 景観づくりを組織的に行う団体の結成に努めます。 

 ○ 周辺の景観との調和に配慮し、個性と創意を発揮した良好な景観づくりに努めます。 

 ○ 景観まちづくりに関する取り組みに参加・協力するよう努めます。 

  ④ 事業者の役割 

 ○ 日常の事業活動を進めるなかで、自らが景観まちづくりの役割を担う共同体であることを

認識し、景観まちづくりへの積極的な協力に努めます。 
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 ○ 景観まちづくりについて理解を深め、周知するよう努めます。 

 ○ 景観づくりを組織的に行う団体の支援・協力に努めます。 

 ○ 周辺の景観との調和に配慮し、個性と創意を発揮した良好な景観づくりに努めます。 

 ○ 景観まちづくりに関する取り組みに参加・協力するよう努めます。 

  ⑤ 民間団体の役割 

 ○ 市民や事業者、行政と協働・連携しながら、景観まちづくり活動に積極的に取り組みます。 

 ○ 民間レベルでの広域的な景観まちづくり活動に取り組みます。 

 ○ 優れた景観づくりに関する情報収集・提供に努めるとともに、市民や事業者の景観まちづ

くり活動を応援します。 
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第第第第２２２２章章章章    景観景観景観景観計画計画計画計画    

 

第１節 景観計画の区域 

 

１ 景観計画区域 

 良好な景観は、私たちの資産として、また、市民一人ひとりの参画と協働により、活かし、

育み、次代へ継承すべきものとして、景観や地域に応じて建築物や工作物の規制誘導を行うな

ど、市内全域が一定の考え方により、良好な景観の形成に取り組む必要があります。このため、

景観計画の区域は、長浜市全域とし、全市域を対象として景観形成を進めます。 
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２ 景観形成重点区域 

 (1) 景観形成重点区域の指定 

 長浜の貴重な景観資源として、良好な景観の形成が特に必要とされ、地域の特性を活かした

景観まちづくりを促進する必要のある区域を以下の基準により「景観形成重点区域」として指

定し、地域の特色ある景観まちづくりを展開することとします。 

 また、景観形成重点区域は、今後、地域の実情に即して拡大するなど、随時、見直すことと

します。 

［景観形成重点区域の基準］ 

  ・市民に親しまれ、市民の誇りとなる優れた景観を有する区域 

  ・長浜の象徴として風格と潤いのある良好な景観を創造する区域 

  ・既に景観形成に関する規制誘導が行われており、地域の良好な景観を積極的に保

全・創造すべき区域 

  ・市民が主体となった景観づくりの活動が進められており、積極的な景観づくりを

展開することにより効果が期待できる区域 

 なお、指定する景観形成重点区域は、広域的に景観づくりを進める必要がある区域を広域景

観形成重点区域に、一定のコミュニティが形成されている地域内において景観づくりを進める

区域を特定景観形成重点区域に区分することとします。 
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 (2) 広域景観形成重点区域 

 ① 琵琶湖沿岸景観形成重点区域 

 ② 国道365号沿道景観形成重点区域 

 ③ 姉川河川景観形成重点区域 

 

  ［ 区域図 ］ 
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 (3) 特定景観形成重点区域 

 ① ながはま御坊表参道景観形成重点区域 

 ② 博物館通り景観形成重点区域 

 ③ 北国街道景観形成重点区域 

 ④ ゆう壱番街景観形成重点区域 

 ⑤ 大手門通り景観形成重点区域 

 ⑥ やわた夢生小路景観形成重点区域 

 ⑦ 北国街道木之本宿景観形成重点区域 

 

  ［ 区域図（中心市街地周辺） ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記①～⑥の各重点区域は、道路の中心線から30ｍの範囲をその区域とします。 
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［ 区域図（木之本地区） ］ 

 

 

※北国街道木之本宿景観形成重点区域は、道路および道路縁両側から15ｍの範囲をその区域

とします。 
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第２節 良好な景観の形成に関する方針 

 

１ 景観まちづくりの基本方針 

 (1) 活力に満ちた風格のある景観の形成 

 都市の魅力ある景観は、都市の風格を見せてくれます。長浜らしい景観は、このまちを誇り

に思う市民のみなさんにより、豊かな自然や地域の風土、独自の歴史や個性ある高度な文化と

いったまちの資源をくらしのなかに活かしながら育まれてきました。 

 こうした取り組みを継承し、発展させるなかで、新たな文化を育み、長浜力を高める、活力

に満ちた風格のある景観まちづくりを進めます。 

 (2) 歴史の重みと個性ある文化が洗練する景観の形成 

 まちの象徴とも言うべき歴史的な建物を中心として、個性あるまちなみが広がりを見せてい

る中心市街地の景観は、歴史に育まれた固有の文化を背景に、進取の気性に富む町衆によって

造り込まれてきました。 

 まちの個性でもある歴史資源を、現代の町衆がくらしのなかに活かしながら、さらに磨きを

かけ、景観を造り込む、歴史の重みと個性ある文化が洗練する景観まちづくりを進めます。 

 (3) 心に潤いと安らぎを与える景観の形成 

 緑が広がる田園、自然の恵みを与えてくれる琵琶湖や河川など本市の貴重な自然空間は、そ

こに生息する生き物と一体となって豊かな自然景観を生み出しています。 

 まちに息づく自然を身近に感じ、環境への負荷の低減や生態系への配慮などくらしと調和を

図りながら、琵琶湖をはじめ、河川、山なみなどの自然を愛し、慈しみ、大切にした、水と緑

が心に潤いと安らぎを与える景観まちづくりを進めます。 

 (4) 人の顔が映える景観の形成 

 まちなみや、路地裏、農村の集落などまちの景観は、日々のくらしと密接に関係し、様々な

くらしの営みにより生み出されています。 

 このまちにくらす私たちが、日々の営みのなかでくらし方を考え、生活環境を向上させる取

り組みを自ら実践することで、まちを誇りと思い美しくくらす、人の顔が映える景観まちづく

りを進めます。 

 (5) にぎわいと交流を生む新しい景観の形成 

 近年、幹線道路を中心とした商業施設の集積は、都市としてのにぎわいや交流を創り出して

います。また、高層の集合住宅の建設は、新たな住環境を創出し、これらが新たなまちの顔を

つくりつつあります。 

 新しい都市景観は、ややもすると周辺の景観を損なうことから、山なみなどに配慮した適切
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な都市景観、また、商業とともに発達してきた長浜のまちにふさわしい品格と格調のある都市

景観をつくる、にぎわいと交流を生む景観まちづくりを進めます。 

 

２ 類型別景観形成の方針 

 (1) 自然景観 

 ① 山なみ景観ゾーン 

  『北近江の山なみを活かした景観まちづくり』 

  ・風致地区を保全するとともに、山なみ景観を構成する重要な要素である山林や、自然の生

態系を守ります。 

  ・大規模な工作物などが景観に及ぼす影響を軽減できるよう、山なみ景観に配慮した取り組

みを促進します。 

  ・住宅地や田園から望む山なみの眺望景観を確保するとともに、山々から望む湖や湖北平野

の眺望景観の保全に努めます。 

 ② 田園・里山景観ゾーン 

  『農の営みを感じる景観まちづくり』 

  ・地域住民と連携し、周囲の自然と調和した良好な農村景観を保全します。 

  ・必要に応じて、景観農業振興地域整備計画を策定し、魅力ある農村景観づくりに取り組み

ます。 

  ・農家、土蔵、屋敷林、生垣など伝統的な農村集落の保全を促すとともに、環境に配慮した

農業の取り組みを進め、良好な農村環境を保全します。 

  ・市民農園などによる農地の活用など、農業とふれあう機会づくりを通して、農業景観の保

全に努めます。 

 ③ 琵琶湖景観ゾーン 

  『琵琶湖と人がともにくらす景観まちづくり』 

  ・琵琶湖の水や自然の湖岸、竹生島などを保全するとともに、周辺からの琵琶湖への展望を

守ります。 

  ・湖上を吹く風や、色彩、水のにおいなどに配慮するとともに、琵琶湖を取り巻くスカイラ

インの保持や、落ち着きのある自然景観の保全に努めます。 

  ・琵琶湖の水質の保全・浄化を通じて、美しい湖畔景観を形成するとともに、琵琶湖の恵み

とくらしの営みを大切にした景観づくりに努めます。 

  ・琵琶湖と周辺のまちなみの景観が一体となった良好な景観を育むため、景観形成のルール

づくりを進めます。 
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  ・貴重な資源である竹生島や葛籠尾崎の美しい緑の木々を守るため、カワウの糞害対策を進

めるなど、景観保全に努めます。 

  ・湖岸から竹生島の姿を見とおせるよう、琵琶湖の眺望景観の確保に努めます。 

 ④ 余呉湖景観ゾーン 

  『湖面のきらめきを守る景観まちづくり』 

・余呉湖の水質の保全・浄化や、湖畔の環境美化活動を通じて、神秘的な雰囲気の漂う湖畔

の景観づくりに努めます。 

・余呉湖と周辺の集落や田園風景とが一体となった良好な景観を育むため、景観形成のルー

ルづくりに向けて検討します。 

⑤ 河川景観ゾーン 

  『水と緑が織りなす景観まちづくり』 

  ・河川沿いの農地や河川敷と一体となった水辺空間として、良好な景観づくりに努めます。 

  ・河川周辺の緑と水辺の動植物の貴重な生息・生育環境として、水辺空間を保全するととも

に、水辺に親しめる親水空間の整備に努めます。 

  ・市街地の中心を流れる河川は、まちなみと調和した空間として、河川美化に努めるととも

に、建物の壁面などに配慮を促す景観まちづくりを進めます。 

 (2) 都市景観 

 ① 市街地景観ゾーン 

  『都市の活力を創造する景観まちづくり』 

  □住宅地 

  ・地域の景観まちづくり活動を誘導し、地域の景観特性に即した自主的なルールづくりや統

一感のあるまちなみづくり、緑化などを促進します。 

  ・高層の集合住宅などの建設が景観を損なわないよう、必要に応じた規制や誘導を適切に進

めます。 

  □商業地 

  ・個々の商業施設がまちなみと調和するよう、色彩や形態、周囲の緑化などに配慮した施設

づくりに努め、個性豊かで活力とにぎわいのある景観づくりを進めます。 

  ・まちになじまない色彩の建物や屋外広告物などを規制・誘導し、市街地にふさわしいにぎ

わいと景観が両立した商業地の展開を促します。 

  □工業地 

  ・敷地内の緑化、外周の塀や工場などの色彩への配慮を促し、周辺環境と調和した安全かつ

快適な工業地景観を形成します。 
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  ・屋外における物品集積または貯蔵について適切な規制・誘導を行うとともに、緩衝緑地や

公共空地をできる限り確保するなど、良好な工業地景観への配慮を促します。 

② 町衆文化景観ゾーン 

  『歴史と文化が融合する景観まちづくり』 

  ・これまで自主的に取り組まれてきた近隣景観形成協定を尊重し、継続した取り組みが展開

できるしくみづくりを検討するなど、趣のあるまちなみ景観を守る取り組みを進めます。 

  ・必要に応じて景観法に基づく景観重要建造物の指定を進めるとともに、地域における歴史

的風致の維持及び向上に関する法律に基づく認定歴史的風致維持向上計画に沿って、歴史

的な建造物を保全します。 

  ・色彩や高さ、看板などの規制や誘導を進めるとともに、電線や電柱のない景観づくりを検

討するなど、まちなみと調和した景観づくりを進めます。 

  ・中心市街地の空き店舗の活用や、定住化を促進するとともに、転用された駐車場の修景な

どに配慮します。 

③ 歴史街道景観ゾーン 

  『歴史的まちなみの風情を活かした景観まちづくり』 

  ・歴史的な建造物やその周辺のまちなみを保全し、往時の人々のくらしや文化のかおりが漂

う良好な景観を次代へつなげるため、景観形成のルールづくりに向けて検討します。 

  ・これまでの自主的な景観形成の取り組みをさらに促進し、歴史的な風情の漂うまちなみづ

くりを誘導します。 

④ 鉄道沿線景観ゾーン 

  『鉄路を活かした景観まちづくり』 

  ・沿線の景観づくりに対する情報提供を行うとともに、屋外における物品の集積などについ

て制限するなど、鉄道沿線の景観について意識を高め、良好な沿線景観の形成に努めます。 

  ・樹木の植栽などとともに質の高い建物や広告物のデザインなどを誘導し、鉄道が見える景

観だけでなく、鉄道から見える景観についても配慮を促します。 

  ・沿線の防護策が周辺の景観と調和するようデザインや色彩、素材への配慮を促すとともに

線路の法面の緑化に努めます。 

⑤ 幹線道路沿道景観ゾーン 

  『まちを結ぶ快適空間が演出する景観まちづくり』 

  ・街路樹の植栽やガードレール、電線類などに配慮した連続性のある道の景観づくりや沿道

のまちなみ整備など、都市の幹線にふさわしい景観づくりを進めます。 

  ・歩行者空間の整備・演出を行い、地域の特性などを身近に感じながら歩くことのできる道
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路の景観づくりを進めます。 

  ・沿道の建築物や工作物、屋外広告物や野積みなどは、沿道の景観を損ねるものもあること

から、必要に応じた規制や誘導などのルールづくりを適切に進めるなど、良好な沿道景観

の形成に努めます。 

  ・市民との協働による道路清掃や、可能な範囲での街路樹の育成、植樹桝での花壇づくりな

ど、都市の魅力を高め、ゆとりや潤いのある道路景観の形成を進めます。 

⑥ 都市拠点長浜駅周辺景観ゾーン 

  『都市の格調を高める景観まちづくり』 

  ・まちのイメージづくりとして駅と調和した駅東西広場、シンボルロードなどの駅周辺整備

を進めるなど、長浜らしさが実感できる都市空間の創出に努めます。 

  ・駅や駅周辺からの眺望を阻害する遮へい物や、駅周辺、シンボルロードの美観を損ねる行

為などに対し、必要に応じて規制や誘導などを適切に進めるなど、良好な駅周辺景観の形

成に努めます。 

  ・出会いや交流の場を演出する景観となるよう、花や緑などによる潤いの創出、夜間のライ

ティングなどにより、駅を中心とした魅力ある都市景観づくりを進めます。 

 ⑦ 南長浜新都市景観ゾーン 

  『地域の拠点を創出する景観まちづくり』 

  ・駅周辺の施設と駅との調和に配慮した環境美化や緑化などに取り組むとともに、田村駅前

広場の駐輪場整備を進め、整然としたなかに安らぎのある駅前の景観づくりを進めます。 

  ・田村駅からの眺望景観や周辺の琵琶湖や田園などの自然景観に配慮するとともに、これら

の景観資源を活用し、駅がコミュニティプラットホームとして地域の核となる景観づくり

を進めます。 

 

３ 広域景観形成重点区域における景観形成の方針 

 (1) 琵琶湖沿岸景観形成重点区域 

 ○ 区域の概要と特性 

  重要な景観資源の一つに数えられる琵琶湖は、

日本一広大な湖として、大きさに比例するよう

に、その姿や、そこに生息する生物も多様です。

周囲の山なみと一体となって美しい佇まいを見

せる湖は、その姿を少しずつ変えながらも、古

の時を経て現代に受け継ぐ資源であり、隣接する自治体が共有する極めて重要な財産です。
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とりわけ険しい山々が迫る奥琵琶湖一帯は、点在する集落にすむ人々のくらしと相まって、

独自の文化的景観を構成しています。 

 琵琶湖岸に沿って設けられ、地域の人々や観光客が利用する幹線道路となっている主要地

方道大津能登川長浜線、県道湖北長浜線（以下「湖岸道路」といいます。）から、対岸までは

琵琶湖の幅が最も広くなっているため、視野が広がり壮大な景観を見せています。特に夕暮

れには、湖と夕陽とのコントラストが幻想的で、日本の夕陽百選に選ばれています。 

 また、湖上の竹生島やヨシ、奥の洲、魞などは、琵琶湖の変化に富んだ景観を構成し、こ

れらの琵琶湖の景観が、地域を象徴するものとなっています。 

 ○ 景観形成の目標 

    潤いと魅力ある琵琶湖景観を保全し、創造します 

 ○ 景観形成の方針 

  ・湖岸道路沿道から琵琶湖にかけての湖畔の区域は、景観形成のうえで、また、展望地とし

て重要な地域であることから、特に琵琶湖に配慮した景観の形成に取り組みます。 

  ・琵琶湖と都市的景観、琵琶湖と自然景観など地域の特性に応じて、琵琶湖と調和した良好

な景観づくりに取り組みます。 

  ・湖岸の草木や、ヨシ、奥の洲、竹生島の深緑など水に緑が映える美しい湖の自然景観の保

全、創造に努めます。 

 (2) 国道365号沿道景観形成重点区域 

 ○ 区域の概要と特性 

 国道365号は、歴史的にも北国脇往還として、

東海と北陸を結ぶ街道の役割を果たしてきまし

たが、現在は、幹線道路としてだけでなく、田

園地帯を駆け抜ける基幹道路として地域の多く

の人々に利用されています。 

 沿道には、集落が点在し、瓦屋根の家が建ち

並び、田園や山なみと一体となって落ち着きの

ある景観をつくっていますが、近年、一部の区間では、沿道に商業施設などが立地するなど

市街化し、屋外広告物などにより周囲と調和しない景観も散見されます。 

 ○ 景観形成の目標 

    田園や山なみと調和した快適な沿道景観を形成します 

 ○ 景観形成の方針 

  ・沿道のなかでも田園地帯は、自然景観や眺望景観に配慮する必要があることから、周辺景
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観と調和した魅力ある沿道景観の形成に努めます。 

  ・地域の歴史など特性を感じる沿道景観の創出や街路樹の植栽などによる沿道の緑化など、

景観が楽しめる道づくりを促します。 

 (3) 姉川河川景観形成重点区域 

 ○ 区域の概要と特性 

 姉川は、古来より、長浜をはじめ近隣の土地

を育み、今も変わらぬ恵みを与えてくれていま

す。中流から河口部にいたるまでには、いくつ

かの河川が合流して、豊かな川の流れと川をわ

たる風が多様な生物を育んでいます。 

 川沿いには、自然景観や、緑が印象づけられ

る河川の景観が広がっています。また、姉川の

両岸には、田畑が開け、伝統的な建築様式の家屋で構成された集落が点在していることから、

くらしと河川が結びついた特徴的な景観を見せています。 

 ○ 景観形成の目標 

    田園の広がりに配慮し、落ち着きのある河川景観を保全します  

 ○ 景観形成の方針 

  ・河口部にいたるまで途切れることのない緑を大切にし、周辺景観と調和した落ち着きのあ

る河川景観を保全します。 

  ・景観を阻害する要因となりやすい物件の集積や建築物の色彩やデザインなどについては、

周辺景観に配慮します。 

  ・建築物や工作物の設置にあたっては、適正な位置や規模を検討し、河川の眺望や景観の広

がりに配慮した、良好な河川景観の形成に取り組みます。 

 

４ 特定景観形成重点区域における景観形成の方針 

 (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域 

 ○ 区域の概要と特性 

 大通寺の参道に位置し、山門に向けて直線に伸びる地域です。古くから門前町として栄え、

現在は、町家風に修景した門前の商店街としてにぎわいを見せています。かつては、近代化

した商店街としてアーケードも整備されていましたが、郊外型商業施設の進出と商店街の求

心力の低迷にともない地域が持つ歴史性や価値観を追求するまちなみづくりが進められ、ア

ーケードを撤去し、形態や色彩にこだわった共通の外観を取り入れることで、統一感のある
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まちなみを形づくっています。一文字瓦を使用

し、外観を白壁に統一するとともに、雁木を利

用して各店舗がセットバックしています。また、

これにあわせて、路面の石畳化や針屋橋の改修

なども行われ、往時の参道をイメージさせるま

ちなみがつくられています。 

 ○ 景観形成の目標 

  大通寺の参道にふさわしく、歩くことが楽しく、くつろぎのある景観をつくります 

 ○ 景観形成の方針 

  ・大通寺の参道にふさわしいまちなみ景観に配慮する必要があることから、伝統的な建築様

式の町家が並ぶ情緒ある景観の保全に努めます。 

  ・通りのシンボルとなる大通寺山門が見通せるよう、大通寺の山門への眺望を阻害しない景

観づくりを進めます。 

 (2) 博物館通り景観形成重点区域 

 ○ 区域の概要と特性 

 曳山博物館に面した南北に延びる地域で、か

つては製造問屋の大店が軒をならべていました

が、時代の流れとともに本来美しくあった町家

のシルエットが崩れてきたことから、元の姿を

取り戻すため、建物を修復し、それを連続化さ

せることでまちなみの骨格を形づくっています。

また、改築された近代的な建物も、一定のルー

ルに従い改修し、形態、色彩に配慮し、デザインや質感にこだわりを持つことにより景観に

とけ込ませ調和させています。これにあわせて、ファサード整備や道路のカラー舗装、電柱

や街灯のセットバックなどが進められ、また、通りに面する各店舗がストリ－トミュージア

ムづくりを行うなど統一感のあるまちなみがつくられています。 

 ○ 景観形成の目標 

   誰もが住みよく美しいまちとなるよう曳山博物館と調和した景観を創造します 

 ○ 景観形成の方針 

  ・曳山博物館との調和に配慮するとともに、歴史文化価値の高い建築物が残るまちなみの保

全に努めます。 

  ・新たに建築する建物も長浜特有の風土を活かし、まちなみと調和した形態、仕様、素材、
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色彩に配慮します。 

 (3) 北国街道景観形成重点区域 

 ○ 区域の概要と特性 

 大手門通りと交差する南北に延びる地域で、

昔からの商家や明治期の土蔵が並ぶなど長浜ら

しいまちなみとして、風情のある雰囲気を醸し

出しています。 

 これらのまちなみの中心に位置する黒壁は、

ガラスを中心とした事業展開とあわせて、まち

なみを活用し、地域の人々が呼応して、崩れ始

めていたまちなみの整備に取り組み、伝統的な木造建築をそのまま残す努力をしながらも、

一方では古いものと同化する新しい建物も許容してきました。景観の阻害要因となる電柱の

移設や街路灯の修景、看板の見直し、建物に付属する室外機などの覆いなどが進められ、こ

れにあわせて道路の修景舗装や石畳化が行われ、歴史を感じる美しいまちなみが広がってい

ます。 

 ○ 景観形成の目標 

   北国街道に愛着と誇りを持って住みたくなる美しい景観づくりを進めます 

 ○ 景観形成の方針 

  ・長浜らしい伝統的な様式の町家や建造物などを保全・継承するとともに、これらを活用し

た景観づくりを進めます。 

  ・建築物等の形態、仕様、素材、色彩などは、伝統的なまちなみとの調和に配慮し、景観を

損なわない工夫に努めます。 

 (4) ゆう壱番街景観形成重点区域 

 ○ 区域の概要と特性 

 ながはま御坊表参道や博物館通り、北国街道と交差する東西に延びる地域で、中心市街地

活性化法によるＴＭＯ事業構想によりまちなみ整備が進められました。 

 かつては、通りのすべてにアーケードが設け

られていましたが、通りの東側半分はアーケー

ドを撤去し、道路はカラー舗装され、通りの広

さを実感できるよう電柱は私有地へ移設されま

した。店舗は、セットバックし、伝統的な町家

の形態に統一されています。また、平成21年度
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には、中心市街地活性化事業として、空き店舗や駐車場を活用して町家ホテルが整備され、

まちなみの連続性が高められました。一方、通りの西側半分は自然採光が取り込めるアーケ

ードに改修され、通りは白を基調とした明るい空間となっています。また、通りの一角には

ステンドグラスのフットライトが整備されるなど、伝統と新しさが融和したまちなみが広が

っています。 

 ○ 景観形成の目標 

   伝統と新しさが融和した美しいまちなみ景観を創出します 

 ○ 景観形成の方針 

  ・周辺の通りやまちの回遊性に配慮し、歴史文化と調和した連続性のあるまちなみづくりを

進めます。 

  ・新しい建築物などが違和感なくまちなみにとけ込むよう、歴史的な趣を残す工夫をするな

ど、通りの個性や魅力を高める景観の創出に努めます。 

 (5) 大手門通り景観形成重点区域 

 ○ 区域の概要と特性 

 ながはま御坊表参道や博物館通り、北国街道

と交差し、中心市街地を東西に延びる地域で、

伝統的なまちなみを意識した通りが多いなかに

あって新しい雰囲気のある建物もあり、新しさ

とまちなみが調和した通りとなっています。通

りの大半はまちなみと合致した天蓋開閉式のア

ーケードが設置され、通りには太陽光発電によ

る統一感のある照明灯の設置、橋の修景などが行われています。 

 通りの各店舗が、主体的に歴史的な文化や建物とまちなみとの調和を進め、全体としてに

ぎわいのなかに長浜らしさがある通りを形づくっています。 

 ○ 景観形成の目標 

   快適な歩行空間とにぎわいのあるまちなみ景観を創出します 

 ○ 景観形成の方針 

  ・通りの奥行きに配慮し、視認性を確保したまちなみ景観づくりに努めます。 

  ・建築物等の形態、仕様、素材、色彩などに配慮し、新しさが伝統的な風情を損なわない景

観の創造を進めます。 

(6) やわた夢生小路景観形成重点区域 

 ○ 区域の概要と特性 
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 ながはま御坊表参道から長浜八幡宮の一の鳥

居まで東西に延びる地域で、かつては岐阜県谷

汲山華厳寺への参道にあたる谷汲道の一部でし

た。長浜曳山まつりの際は全ての曳山がここを

巡行し、通りは華やいだ雰囲気に包まれます。 

 これまで統一的な街路灯の整備や空き家とな

った町家の改修、フラワーポットによる緑化な

どが行われ、近年は中心市街地活性化事業の一環として町家の新築や改築が進められてきま

した。主に最寄品や買回品を扱う商店と住宅とが混在した、生活感が色濃く漂うまちなみが

広がっています。 

 ○ 景観形成の目標 

   長浜八幡宮の参道にふさわしい落ち着いたまちなみ景観を創出します 

 ○ 景観形成の方針 

  ・曳山の巡行路にふさわしいまちなみ景観となるよう、貴重な伝統文化や伝統工芸の息づか

いが感じられるまちなみづくりを進めます。 

・通りのシンボルである長浜八幡宮の鳥居が見通せるよう、建築物の形態や電柱・街路灯等

の工作物の位置について、景観を阻害しないよう努めます。 

(7) 北国街道木之本宿景観形成重点区域 

 ○ 区域の概要と特性 

北国街道と北国脇往還の分岐にあたる交通の

要衝であり、古くから宿場町として栄えてきた

地域です。また宿場の中心には、木之本地蔵院

として有名な浄信寺があり、その門前町として

もにぎわいを見せていました。現在も、かつて

の本陣や造り酒屋、醤油屋などの古い町家が軒

を連ねており、宿場町としての風情が漂ってい

ます。さらに宿場の南部には、かつて湖北銀行木之本支店として建てられ、現在は改修して

利用されている洋風建築物の「きのもと交遊館」があり、古いまちなみの中で、木之本宿の

近代の発展を示す重要な要素になっています。 

   これまで木之本宿では、周辺環境に配慮し、伝統的な町家形式を踏襲した町家の改修が行

われるなど、住民らによる景観への配慮がなされています。 

  



                                                第２章 景観計画 

 

50 

○ 景観形成の目標 

   宿場町としての木之本の風情を後世に受け継いでいけるよう、伝統と新しさが調和した景

観づくりを進めます 

 ○ 景観形成の方針 

  ・木之本宿にふさわしいまちなみ景観になるよう、伝統的な様式の町家を保存・継承すると

ともに、これらを活かした風情あるまちなみづくりを進めます。 

・新しい建築物等が伝統的なまちなみと調和するよう、形態、仕様、素材、色彩などに配慮

し、まとまりのある景観づくりに努めます。 
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景観まちづくり計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観まちづくりの基本的な考え方 

「歴史や自然の息吹を感じて美しくくらす」 

めざすべきまちの姿 

 「長高い市民都市」と呼ぶべき景観づくりを進め、 

『長高い自然と独自の歴史文化がとけあうまち』をめざします 

景観まちづくりの基本方針 

歴史の重みと個性あ

る文化が洗練する景

観の形成 

心に潤いと安らぎを

与える景観の形成 

人の顔が映える景観

の形成 

にぎわいと交流を生

む新しい景観の形成 

活力に満ちた風格のある景観の形成 

多様な主体がそれぞれの役割に応じ

て参画し、長浜らしい景観を構成する

歴史、風土、個性を、くらしのなかで、

「活かします。」「育みます。」 

「創出します。」「繋げます。」 

市民・事業者・民間団体・市など各

主体が、その役割を認識し、それぞ

れが力を合わせ、積極的に景観まち

づくりに取り組むこととします 

景観まちづくりの基本姿勢 景観まちづくりの主体と役割 

【自然景観】 

 ○北近江の山なみを活かした景観まちづくり 

 ○農の営みを感じる景観まちづくり 

 ○琵琶湖と人がともにくらす景観まちづくり 

 ○湖面のきらめきを守る景観まちづくり 

 ○水と緑が織りなす景観まちづくり 

類型別の景観形成の方針 
【都市景観】 

 ○都市の活力を創造する景観まちづくり 

 ○歴史と文化が融合する景観まちづくり 

 ○歴史的なまちなみの風情を活かした景観まちづくり 

 ○鉄路を活かした景観まちづくり 

 ○まちを結ぶ快適空間が演出する景観まちづくり 

 ○都市の格調を高める景観まちづくり 

 ○地域の拠点を創出する景観まちづくり 

景観形成重点区域の景観形成の目標 

【琵琶湖沿岸景観形成重点区域】 

 潤いと魅力ある琵琶湖景観の保全・創造 

【国道365号沿道景観形成重点区域】 

 田園や山なみと調和した快適な沿道景観の形成 

【姉川河川景観形成重点区域】 

 田園の広がりに配慮した落ち着きのある河川景観の 

 保全 

【ながはま御坊表参道景観形成重点区域】 
 大通寺の参道にふさわしく､歩くことが楽しく､くつろぎのある景観づくりの推進
【博物館通り景観形成重点区域】 
 誰もが住みよく美しいまちとなるよう曳山博物館と調和した景観の創造 
【北国街道景観形成重点区域】 
 北国街道に愛着と誇りを持って住みたくなる美しい景観づくりの推進 
【ゆう壱番街景観形成重点区域】 
 伝統と新しさが融和した美しいまちなみ景観の創出 
【大手門通り景観形成重点区域】 
 快適な歩行空間とにぎわいのあるまちなみ景観の創出 
【やわた夢生小路景観形成重点区域】 
 長浜八幡宮の参道にふさわしい落ち着いたまちなみ景観の創出 
【北国街道木之本宿景観形成重点区域】 
  宿場町としての木之本の風情を後世に受け継いでいけるよう、伝統と新しさが調

和した景観づくりの推進 
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第３節 良好な景観の形成のための行為の制限 

 

１ 市全域における制限 

 市全域における良好な景観の形成のため、景観計画に基づく行為の制限の基準は、次のとお

りとします。  

  ただし、市長が景観審議会の意見を聴いたうえで認めるものについては、この限りではあり

ません。  

 (1) 基本的な基準 

① 大規模な建築などの行為は、周辺の景観に様々な影響を及ぼすことから、地域の歴史、風土、

個性を大切にし、周辺の景観と調和した魅力ある景観の形成を進めます。 

② 行為にあたっては、長浜市景観まちづくり計画に沿って、良好な景観の形成を進めます。 

 (2) 建築物に関する基準  

事 項 基     準 

形 態 ○周辺に圧迫感を与えない形態とするよう配慮します。  

○自然景観やまちなみ景観、建築デザインなど周辺の環境との調和に配慮します。 

○統一感のあるまちなみ形成に配慮した形態とします。 

意 匠 ○敷地内や建築物に付属する設備、機器については、次のとおりとします。  

・当該建築物との一体性が図られるよう意匠を工夫します。  

・道路、公園など公共の場所から見えにくい位置に設けるか、見えにくくします。 

・屋上設備はルーバーの設置や覆いをするなど遮へいに努めます。  

色 彩 ○自然景観やまちなみ景観、建築デザインなど周辺の環境との調和に配慮します。 

○基調となる色彩は、落ち着いた低彩度のものとします。 

○外壁の色彩は、日本工業規格Z8721（色の三属性による表示方法）により 

・彩度10以上の色彩は使用しないこととします。 

・無彩色（Ｎ）は、明度１～9.5の範囲とします。 

ただし、着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分

の色彩または建築物の見付面積の10分の１未満の範囲内で外観のアクセント色

として着色される部分の色彩は、除きます。  

素 材 ○地域の景観を特長づける素材や材料の使用に努めます。  

緑 化 

( 植栽 ) 

○敷地内の緑化に努めます。 

○敷地の周囲には、気候や風土に適した植栽に努めます。 
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 ○敷地内に生育する樹木などは、できるだけ残します。やむを得ず伐採する必要が

生じたときは、必要最小限にとどめます。ただし、樹姿または樹勢が優れた樹木

は、移植の適否を判断し、周辺への移植に努めます。移植後は十分な管理を行い、

樹勢の回復に努めます。 

その他 ○屋外照明は、過剰な光量とせず、適切な照射範囲とし、周囲との調和に配慮しま

す。 
 

 (3) 工作物に関する基準  

基     準 

○建築物に関する基準に準じるものとします。ただし、やむを得ない場合は、工作物の種類お

よび用途に応じて形態などを工夫し、周囲の景観との調和を図ります。  

○垣、さく、へいなどは地域の景観に配慮し、高さや意匠を工夫します。 

色 彩 ○外観の色彩の制限は、景観形成の方針に沿って周辺の景観との調和に配慮するこ

とを基本とし、高明度・高彩度のものは使用しないこととします。  

ただし、着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分

の色彩または工作物の見付面積の10分の１未満の範囲内で外観のアクセント色と

して着色される部分の色彩は、除きます。 
 

 (4) 屋外における物品の集積または貯蔵に関する基準  

事 項 基     準 

位 置  ○敷地外からの出入口は、できる限り限定するとともに、道路などの公共空間や主

要な視点場から見えにくい位置となるよう配慮します。  

○やむを得ない場合は、敷地の周囲を緑化した塀の設置などにより遮へいし、周辺

の環境との調和に配慮します。 

方 法  ○高さを可能な限り抑えるとともに、適切かつ整然とした集積または貯蔵に努めま

す。  

その他 ア 長大な法面、擁壁などが生じないように配慮します。ただし、やむを得ない場合

は、次のことを工夫します。  

・勾
こう

配はできる限り緩やかなものとします。  

・周辺の景観と調和した形態および材料とするように配慮します。  

・できる限り自然植生と調和した緑化などにより修景します。  

イ 跡地利用計画を考慮した行為の実施を心掛けるとともに、行為終了後、速やかに

当該計画を実施します。 
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   ウ 前記イの場合を除き、行為終了後は、周囲の地形と違和感が生じないように、

法面、擁壁などを含めて、自然植生と調和した緑化などにより速やかに修景を行

います。  
 

 (5) 木竹の伐採に関する基準  

事 項 基     準 

方 法  ○伐採する土地が広範囲にならないよう必要最低限度の伐採とし、周辺景観との調

和に配慮します。  

その他  ○伐採後は、その周辺環境を良好に維持できるよう、可能な限り植樹を行うなど、

自然植生と調和した緑化に配慮します。  
 

 (6) 鉱物の掘採または土石等の採取に関する基準 

  (4)屋外における物品の集積または貯蔵に関する基準のその他の項に準じるものとします。   

 (7) 土地の区画形質の変更に関する基準   

事 項 基     準 

変更後

の形状  

○屋外における物品の集積または貯蔵に関する基準のその他の項に準じるものとし

ます。  

その他  ○行為終了後、土地の不整形な分割または細分化は避けます。  
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［参考：届出対象行為］ 

 景観計画区域（重点区域を除く）における届出対象行為は、次のとおりとします。 

 ① 届出対象行為 

 ・ 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もしくは模様替

えまたは色彩の変更 

 ・ 工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替

えまたは色彩の変更 

 ・ 都市計画法第４条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為 

 ・ 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採、その他の土地の形質の変更 

   （都市計画法第４条第12項に規定する開発行為を除く。） 

 ・ 木竹の伐採 

 ・ 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の集積または貯蔵 

 ・ 屋外における夜間の建築物、工作物への照射 

  （景観法施行令（平成16年政令第398号）第４条第６号の特定照明をいいます。） 

② 届出対象の除外となる行為 

項目 規模 

１ 建築物（建築基準法第 85条第５項の

規定により特定行政庁が許可した仮設

建築物を除く。以下同じ。）の新築、増

築、改築又は移転 

当該建築物の高さ（増築又は改築の場合にあって

は、当該増築又は改築後の高さ）が 10メートル以

下で、かつ、建築面積（増築又は改築にあっては、

増築後又は改築後の床面積の合計）が 1,000 平方メ

ートル以下のもの 

２ 建築物の外観を変更することとなる

修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 

当該建築物の高さが 10メートル以下及び建築面積

が1,000平方メートル以下のもの及びこれらの行為

による当該建築物の一つの面における垂直投影面

積（以下「見付面積」という。）に対する外観の変

更の範囲が当該見付面積の２分の１以内又は 1,000

平方メートル以下のもの 

３ 工作物の新

設、増築、改築

又は移転 

垣（生垣を除く。）、さ

く、塀、擁壁その他こ

れに類する工作物 

高さ（増築又は改築の場合にあっては、当該増築又

は改築後の高さ）が５メートル以下で、かつ、長さ

（増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改

築後の長さ）が 10メートル以下のもの 
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鉄筋コンクリート造

の柱、鉄柱、木柱その

他これらに類する工

作物 

高さ（増築又は改築の場合にあっては、当該増築又

は改築後の高さ）が 15メートル以下のもの又は旗

ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法（昭和 39

年法律第 170 号）第２条第１項第 10 号に規定する

電気事業者及び同項第 12号に規定する卸供給事業

者の保安通信設備用のもの 

上記以外の工作物 高さが 15メートル以下で、かつ、築造面積（増築

又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の

面積）1,000 平方メートル以下のもの 

４ ３に規定する規模の工作物の修繕、模

様替え又は色彩の変更 

当該変更に係る部分の面積の合計が、外観の 10分

の１以下のもの 

５ 法第 16 条第１項第３号に掲げる行 

 為 

当該行為に係る部分の面積が、1,000 平方メートル

（都市計画法（昭和 43年法律第 100 号）第７条の

区域区分の定めがない地域にあっては、3,000 平方

メートル）以下のもの 

６ 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 

地形の外観の変更に係る土地の面積が1,000平方メ

ートル以下のもの 

７ 土石等の堆積 その高さが５メートル以下で、かつ、その用に供さ

れる土地の面積が1,000平方メートル以下のもの又

は堆積期間が 90 日を超えないもの 

８ 木竹の伐採 当該行為に係る部分の面積が、1,000 平方メートル

以下のもの 

９ 特定照明 １及び３に掲げる建築物又は工作物の外観の見付

面積の２分の１以下で、継続して 90 日を超えない

特定照明又はその照明方法の変更 

10 法令に基づく許可、認可又は届出等を

要する行為で規則で定めるもの 

  

11 規則で定める事業の執行に係る行為   

12 その他市長が景観審議会の意見を聴

いて、良好な景観形成に支障を及ぼさな

いと認める行為 
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２ 広域景観形成重点区域における制限 

 広域景観形成重点区域における良好な景観の形成のため、景観計画に基づく行為の制限の基

準は、次のとおりとします。  

  ただし、市長が景観審議会の意見を聴いたうえで認めるものについては、この限りではあり

ません。  

 (1) 琵琶湖沿岸景観形成重点区域 

  ① 建築物に関する基準  

地区
事項 

市街地周辺地区の基準 市街地地区の基準 

位 置 ○原則として、建築物の外壁は湖岸道路から２ｍ以上後退します。また、琵琶湖に

直接面する敷地または汀
てい

線から10ｍ以内の敷地にあっては汀
てい

線から10ｍ以上か

つ琵琶湖側の敷地境界線から２ｍ以上、汀
てい

線から10ｍ超の敷地にあっては琵琶湖

側の敷地境界線から２ｍ以上、内湖に直接面する敷地にあっては内湖側の敷地境

界線から２ｍ以上、それぞれ後退します。ただし、古くから発達した集落の地区

で、湖岸または湖岸道路に接して連たんしている建築物（大規模建築物を除く。）

が、周辺の建築物の配置状況を勘案して、景観形成上支障がない場合は、除きま

す。 

○建築物は湖岸道路、琵琶湖側および内湖側の敷地境界線から可能な範囲で後退し

ます。 

○水泳場施設（売店、更衣室など）は、できるだけ樹林の後背部に設けるなどの処

置により湖岸から目立たないようにするなど周辺の環境との調和に配慮します。 

形 態 ○周辺景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある形態とします。 

○周囲の建築物の多くが入母屋、切妻などの伝統的な建築形態の屋根を持った地区

は、原則として、適度に軒を出した勾
こう

配のある屋根を設けます。 

○敷地内や建築物に付属する設備（屋上に設ける設備を含む。）は、設置位置を考

慮するなど目立たないように努めるとともに、建築物本体および周辺景観との調

和に配慮したものとします。やむを得ない場合は、覆いをするなど修景します。  

意 匠 ○平滑な大壁面が生じないよう、陰影効果に配慮します。 

○大規模建築物は、屋根、壁面、開口部などの意匠に配慮し、威圧感および圧迫感

を軽減するように努めます。 

○周辺の建築物の多くが伝統的な様式の建築物で形成された地区では、周辺の建築

物の様式を継承した意匠とします。やむを得ない場合は、これを模した意匠とし

ます。 

  ○近代的な様式の建築物で形成された



                                                第２章 景観計画 

 

58 

地区は、湖と一体となった都市美が形

成できるよう意匠に配慮します。 

色 彩 ○けばけばしい色彩とせず、外壁の色彩

の推奨値を基調とし、周辺景観との調

和を図ります。 

○色彩を組み合わせる場合は、建築物に

落ち着きを持たせるため、その性質を

十分考慮します。 

○周辺景観の色相と対比する色相を使

用する場合は、対比調和の効果が発揮

できるよう十分考慮します。 

○外壁の色彩は、日本工業規格Z8721（色

の三属性による表示方法）により 

・基準値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10Ｙ 10以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

・推奨値を次のとおりとします。 

使用する色相 明度 彩度 

0.1Ｒ～10ＹＲ ５以上 10以下 

0.1Ｙ～10Ｙ ７以上 ６以下 

上記以外の色相  ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 
 

○けばけばしい色彩を基調とせず、周辺

の建築物の色彩との調和を図ります。 

○外壁の色彩は、日本工業規格Z8721（色

の三属性による表示方法）により 

・基準値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10Ｙ 10以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

・推奨値を次のとおりとします。 

使用する色相 明度 彩度 

0.1Ｒ～10ＹＲ ５以上 6.5以下 

0.1Ｙ～10Ｙ ７以上 ６以下 

上記以外の色相  ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 
 

ただし、着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分

の色彩または建築物の見付面積の10分の１未満の範囲内で外観のアクセント色

として着色される部分の色彩は、除きます。  

素 材 ○周辺景観になじみ、かつ、耐久性および耐候性に優れた素材を使用します。 

○伝統的な様式の建築物で形成された地区にあっては、周辺の建築物と同様の素材

とします。やむを得ない場合は、これを模した素材とします。 

○冷たさを感じさせる素材または反射

光のある素材を壁面などの大部分に

わたって使用することは避けます。 

○自然素材の使用に努め、やむを得ない
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場合は、これを模したものを用いるこ

ととします。これらの素材を用いるこ

とができない場合は、周辺の緑化など

により周辺の景観を形成する素材と

調和が図れるように配慮します。 

規 模 ○都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条に規定する用途地域以外の区域にお

ける大規模建築物などに該当する建築物については、次に掲げる措置を講じるこ

ととします。 

 (ｱ) 建築物の規模は、中景および遠景域から眺望した際に、主要な眺望景観に著

しい影響を与えないように努めます。 

 (ｲ) 中景域の主要な視点場から眺望した際に、前景に樹林帯がある場合は、建築

物の規模は、樹冠の連続性に影響を与えないように配慮します。やむを得ず樹

冠から突出するときは、その突出量が少なくなるよう努めるとともに、形態や

意匠、色彩などを総合的に考慮して、樹林帯の景観との調和を図ります。 

 (ｳ) 中景および遠景域の主要な視点場から眺望した際に、背景に独立峰がある場

合は、建築物の規模は、その独立峰の特徴的な容姿に著しい影響を与えないよ

うにします。なお、重要な眺望景観に対しては、独立峰を大きく遮へいしたり、

独立峰に並び建つなどして、特徴的な容姿に影響を与えることのない規模とし

ます。 

 (ｴ) 中景および遠景域の主要な視点場から眺望した際に、背景に山なみがある場

合は、建築物の規模は、山なみの連続性に著しい影響を与えないようにします。

なお、重要な眺望景観に対しては、山なみを大きく遮へいしない規模とします。 

 (ｵ) 中景および遠景域の主要な視点場から俯瞰
ふ か ん

した際に、背景に琵琶湖・内湖が

ある場合は、建築物の規模は、大きく湖面を遮へいしないようにします。 

高 さ ○敷地地盤から13ｍ以下を原則としま

す。ただし、社寺などの伝統様式によ

る建築物、公益施設は除きます。 

○湖岸道路と琵琶湖の間の都市計画法

第９条第５項による第１種住居地域

は、敷地地盤から13ｍ以下を原則とし

ます。ただし、社寺などの伝統様式に

よる建築物、公益施設は除きます。 

緑 化 

( 植栽 ) 

○敷地内の空き地は、多くの緑量がある緑化に努めます。 

○汀
てい

線、湖岸および湖岸道路から後退してできる空地には、特に中高木または生垣

による緑化に努めます。ただし、湾岸施設、造船所などにおいて、機能上建築物

と一体になって湖に接して設ける空き地は、除きます。 
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○建築物が周辺景観と融和し、良好な景観の形成および周辺環境と調和するよう、

樹種の構成および樹木の配置を考慮して植栽します。 

○大規模建築物は、周辺に与える威圧感、圧迫感、および突出感を和らげるよう、

その高さを考慮した樹種および樹木を選び、その植栽位置を考慮します。 

 ○植栽にあたっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とします。 

○敷地内に生育する樹木などは、できるだけ残します。やむを得ず伐採する必要が

生じたときは、必要最小限にとどめます。ただし、樹姿または樹勢が優れた樹木

は、移植の適否を判断し、周辺への移植に努めます。移植後は十分な管理を行い、

樹勢の回復に努めます。 

 ○次に該当する建築物は、敷地の面積の

20％以上の敷地を緑化します。 

○次に該当する建築物は、敷地の面積の

20％以上の敷地を緑化します。 

・計画戸数が５戸以上の集合住宅など

（共同住宅、マンション、ワンルーム

マンション、寄宿舎、社宅その他これ

らに類するものをいいます。） 

・店舗、工場などの床面積が、都市計画

法第７条に規定する区域区分の定め

のない地域では150㎡を超えるもの、

その他の地域では50㎡を超えるもの 

・上記以外の自己用住宅でないもの 

・敷地の面積が、0.1haを超えるもの 

・計画戸数が５戸以上の集合住宅など

（共同住宅、マンション、ワンルーム

マンション、寄宿舎、社宅その他これ

らに類するものをいいます。） 

・店舗、工場などの床面積が、50㎡を超

えるもの 

・上記以外の自己用住宅でないもの 

その他 屋外照明は、過剰な光量とせず、適切な照射範囲とし、周囲との調和に配慮します。 

 

  ② 垣、さく、へい（建築物に付属するものを含む。）その他これらの類するものに関する基準 

市街地周辺地区の基準 市街地地区の基準 

○周辺景観および敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態および意匠とします。 

○古くから湖辺に発達した集落地や低・中高層建築物が連たんする都市的地域を除き、建築

物の敷地では、自然素材の使用に努め、やむを得ない場合は、これを模した仕上げとなる

意匠とします。 

○湖岸および湖岸道路に面する場合は、できるだけ樹木（生垣）によることとします。 

○屋外照明は、過剰な光量とせず、適切な照射範囲とし、周囲との調和に配慮します。 

○できるだけ落ち着いた色彩で、周辺景観お ○けばけばしい色彩を避け、周辺景観との調
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よび敷地内の状況と調和が得られるものと

します。 

○具体的には、①建築物に関する基準の色彩

とします。 

和が得られるものとします。 

○具体的には、①建築物に関する基準の色彩

とします。 

 

  ③ 門（建築物に付属するものを含む。）に関する基準 

  ○周辺景観および敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態および意匠とします。 

  ○周辺景観および敷地内の状況に配慮し、落ち着いた色彩とします。 

  ○屋外照明は、過剰な光量とせず、適切な照射範囲とし、周囲との調和に配慮します。 

 ④ 擁壁に関する基準 

○湖岸および湖岸道路に面するものは、構造に支障のない限り低くします。 

○琵琶湖および内湖の水面に面するものは、できるだけ多孔質な構造とするなど生物の生息環

境に配慮したものとします。 

○自然素材の使用に努め、やむを得ない場合はこれに模したものを用います。これらの素材を

用いることができない場合は、修景緑化などを行います。 

○地域の景観を特徴づける擁壁などの構造物が残されている付近では、その様式、材料などを

継承し、地域的な景観の創出に努めます。 

 ⑤ その他の工作物に関する基準 

○原則として、湖岸道路から２ｍ以上後退します。また、琵琶湖に直接面する敷地または汀
てい

線

から10ｍ以内の敷地にあっては汀
てい

線から10ｍ以上かつ琵琶湖側の敷地境界線から２ｍ以上、

汀
てい

線から10ｍ超の敷地にあっては琵琶湖側の境界線から２ｍ以上、内湖に直接面する敷地に

あっては内湖側の敷地境界線から２ｍ以上、それぞれ後退します。ただし、彫刻その他これ

に類するもの（以下「彫刻物」といいます。）で、芸術性または公共性があり、周辺の景観

と調和するものなどは、除きます。 

○湖岸道路、琵琶湖側および内湖側の敷地境界線から可能な範囲で後退します。 

○高さは、敷地地盤から15ｍ以下を原則とし、周辺の建物よりも突出したものとしません。 

○汀
てい

線、湖岸および湖岸道路から後退してできる空地は、特に緑化に努めます。 

○メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類す

る遊技施設（以下「遊技施設など」といいます。）、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製造施設（以下「製造施設など」と

いいます。）、または、石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類す

る施設（以下「貯蔵施設など」といいます。）は、敷地（都市計画法第８条に規定する用途
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地域内は、当該施設にかかる敷地の面積が0.1ha以上であるとき。）の面積の20％以上の敷

地を緑化します。 

○遊技施設などを除き、すっきりした形態および意匠に努めるととともに、けばけばしい色彩

とせず、周辺景観になじむものとします。ただし、彫刻物の形態および意匠は、周辺景観に

なじむものとし、やむを得ない場合は、湖岸および湖岸道路から容易に望見できないよう遮

へいします。なお、芸術作品展などの開催にともない一時的に措置されるものは、除きます。 

○汚水または排水を処理する施設は、平滑な大壁面が生じないよう、陰影効果に配慮するとと

もに、外部に設ける配管類は、設置位置を考慮するなど目立たないように努め、敷地外周部

は、生垣などで緑化し、容易に望見できないようにします。 

○製造施設などや貯蔵施設などは、できるだけ壁面、構造などの意匠が周辺景観になじむよう

配慮し、外部に設ける配管類は、設置位置を考慮するなど目立たないように努めます。 

○必要に応じて、常緑の中高木を取り入れた樹木により修景緑化します。ただし、製造施設な

ど、貯蔵施設などは、常緑の中高木を主体とする樹木により、施設の規模に応じて修景緑化

します。また、遊技施設などの場合、敷地外周部には、施設の規模に応じた樹木により周辺

景観との緩衝帯として植栽します。 

○植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とします。 

  ○屋外照明は、過剰な光量とせず、適切な照射範囲とし、周囲との調和に配慮します。 

○都市計画法第８条に規定する用途地域以外の区域における大規模建築物などに該当する工

作物については、次に掲げる措置を講じます。 

    (ｱ) 工作物の規模は、中景および遠景域から眺望した際に、主要な眺望景観に著しい影響を

与えないように努めます。 

    (ｲ) 中景域の主要な視点場から眺望した際に、前景に樹林帯がある場合は、工作物の規模は、

樹冠の連続性に影響を与えないように配慮します。やむを得ず樹冠から突出するときは、

その突出量が少なくなるよう努めるとともに、形態や意匠、色彩などを総合的に考慮して、

樹林帯の景観との調和を図ります。 

    (ｳ) 中景および遠景域の主要な視点場から眺望した際に、背景に独立峰がある場合は、工作

物の規模は、その独立峰の特徴的な容姿に著しい影響を与えないようにします。なお、重

要な眺望景観に対しては、独立峰を大きく遮へいしたり、独立峰に並び建つなどして、特

徴的な容姿に影響を与えることのない規模とします。 

    (ｴ) 中景および遠景域の主要な視点場から眺望した際に、背景に山なみがある場合は、工作

物の規模は、山なみの連続性に著しい影響を与えないようにします。なお、重要な眺望景

観に対しては、山なみを大きく遮へいしない規模とします。 
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    (ｵ) 中景および遠景域の主要な視点場から俯瞰
ふ か ん

した際に、背景に琵琶湖・内湖がある場合は、

工作物の規模は、大きく湖面を遮へいしないようにします。 

 ⑥ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系（その支持物を含む。）

に関する基準 

○鉄塔は、原則として、景観形成重点区域内または湖岸もしくは湖岸道路沿いには設置しませ

ん。やむを得ず設置する場合には、整理統合を図ります。 

○電柱は、できるだけ整理統合を図るとともに、目立たないよう配置します。 

○電柱は、原則として、湖岸沿いおよび樹林の生育域内には配置しません。 

○形態の簡素化を図ります。 

○色彩は、落ち着いた色彩となるよう努め、周辺景観との調和を図ります。 

○古くから湖辺に発達した集落地や低・中高層建築物が連たんする都市的地域では、鉄塔の基

部周辺の修景緑化に努めます。 

○都市計画法第８条に規定する用途地域以外の区域における大規模建築物などに該当する当

該工作物については、⑤の規定（(ｱ)から(ｵ)まで）に掲げる措置を講じます。 

 ⑦ 木竹の伐採に関する基準 

○伐採する土地が広範囲にならないよう必要最低限度の伐採とし、周辺景観との調和に配慮し

ます。 

○湖岸または湖岸道路から望見できる樹姿または樹勢が優れた樹木は、伐採せず、周辺に移植

するよう努めます。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努めます。 

○高さ10ｍ以上または枝張り10ｍ以上の樹木は、できるだけ伐採しません。 

○一団となって生育する樹林は、景観および生態的な連続性を途切れさせないように考慮しま

す。 

○伐採した場合は、その周辺環境を良好に維持できるよう、必要な代替措置を講じます。 

 ⑧ 屋外における物品の集積または貯蔵に関する基準 

○原則として、湖岸道路から２ｍ以上後退します。また、琵琶湖に直接面する敷地または汀
てい

線

から10ｍ以内の敷地にあっては汀
てい

線から10ｍ以上かつ琵琶湖側の敷地境界線から２ｍ以上、

汀
てい

線から10ｍ超の敷地にあっては琵琶湖側の境界線から２ｍ以上、内湖に直接面する敷地に

あっては内湖側の敷地境界線から２ｍ以上、それぞれ後退します。 

○湖岸道路、琵琶湖側および内湖側の敷地境界線から可能な範囲で後退するとともに、既存樹

林の保全に努めます。 

○遮へい措置を要するものの集積または貯蔵の高さは、その遮へい措置に見合った高さまでと

します。 
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○事業所における原材料・製品、スクラップなどまたは建設工事などにおける資材などの集積

または貯蔵にあっては、外部から容易に望見できないよう敷地外周部に遮へい措置を講じま

す。特に湖または湖岸道路に面する部分では、常緑の中高木などで遮へいします。 

○農林水産品置場、商品の展示場、ヨット・ボートヤードなどは、物品を整然と集積または貯

蔵するとともに、必要に応じ、その敷地の周囲に修景のため植栽します。 

○植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とします。 

 ⑨ 鉱物の掘採または土石の類の採取 

○湖岸および湖岸道路からできるだけ望見できないよう、常緑の中高木により遮へいします。 

○跡地の整正を行うとともに、周辺環境を考慮しつつ、芝、低木および中高木の植栽など必要

な緑化を行います。 

 ⑩ 土地の形質の変更 

○造成などにかかる切土および盛土の量は、構造に支障のない限り少なくするとともに、のり

面整正は土羽によるものとします。やむを得ず擁壁などの構造物を設ける場合は、必要最小

限のものとします。 

○のり面が生じる場合は、周辺景観および周辺環境に配慮し、芝、低木および中高木の植栽な

ど必要な緑化を行います。 

○行為終了後、土地の不整形な分割または細分化は避けます。  

○駐車場を設置する場合は、周辺の景観との調和に配慮し、敷地外周部を修景緑化するととも

に、内部空間においても中高木を取り入れて修景緑化し、単調な空間とならないよう配慮し

ます。ただし、やむを得ない場合は、湖岸および湖岸道路から望見できないよう、植栽によ

り遮へいします。 

○広場、運動場その他これらに類するものを設置する場合は、当該施設にかかる敷地（都市計

画法第７条に規定する市街化区域内は、当該施設にかかる敷地の面積が0.1ha以上であると

き。）の面積の20％以上の敷地を緑化します。 

   

 （注）「樹林帯」とは、湖辺の樹木の高さがおおむね10ｍを超える樹林帯や河畔林などで、線

的、面的にまとまりのある樹木群をいいます。 

    「主要な視点場」とは、湖岸、湖上、湖岸道路、琵琶湖近傍の史跡名勝等において不特

定多数の人が利用する場所で、景観資源を眺望できるものをいいます。 

        「主要な眺望景観」とは、主要な視点場から眺望できる琵琶湖、内湖、樹林、独立峰、

山なみ等の景観をいいます。 

        「重要な眺望景観」とは、主要な眺望景観のうち特に優れた景観をいいます。 
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 (2) 国道365号沿道景観形成重点区域 

 ① 建築物に関する基準  

位 置 ○原則として、建築物の外壁は国道365号の道路敷（以下この区域の基準において

「道路」といいます。）から２ｍ以上後退します。 

○建築物は道路側の敷地境界線から可能な範囲で後退します。 

○樹姿または樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に活

かせるよう配慮します。 

形 態 ○周辺景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある形態とします。 

○周囲の建築物の多くが入母屋、切妻などの伝統的な建築形態の屋根を持った地区

または、周辺に山りょうもしくは樹林地がある地区では、原則として、適度

に軒を出した勾
こう

配のある屋根を設けます。 

○敷地内や建築物に付属する設備（屋上に設ける設備を含む。）は、設置位置を考

慮するなど目立たないように努めるとともに、建築物本体および周辺景観との調

和に配慮したものとします。やむを得ない場合は、覆いをするなど修景します。  

意 匠 ○平滑な大壁面が生じないよう、陰影効果に配慮します。 

○大規模建築物は、屋根、壁面、開口部などの意匠に配慮し、威圧感および圧迫感

を軽減するように努めます。 

○周辺の建築物の多くが伝統的な様式の建築物で形成された地区では、周辺の建築

物の様式を継承した意匠とします。やむを得ない場合は、これを模した意匠とし

ます。 

色 彩 ○けばけばしい色彩とせず、外壁の色彩の推奨値を基調とし、周辺景観および敷地

内の状況と調和を図ります。 

○色彩を組み合わせる場合は、建築物に落ち着きを持たせるため、その性質を十分

考慮します。 

○周辺景観の色相と対比する色相を使用する場合は、対比調和の効果が発揮できる

よう十分考慮します。 

○外壁の色彩は、日本工業規格Z8721（色の三属性による表示方法）により 

・基準値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10Ｙ 10以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 
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・推奨値を次のとおりとします。 

使用する色相 明度 彩度 

0.1Ｒ～10ＹＲ ５以上 6.5以下 

0.1Ｙ～10Ｙ ７以上 ６以下 

上記以外の色相  ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

ただし、着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分

の色彩または建築物の見付面積の10分の１未満の範囲内で外観のアクセント色

として着色される部分の色彩は、除きます。  

素 材 ○周辺景観になじみ、かつ、耐久性および耐候性に優れた素材を使用します。 

○冷たさを感じさせる素材または反射光のある素材を壁面などの大部分にわたっ

て使用することは避けます。 

○伝統的な様式の建築物で形成された地区にあっては、周辺の建築物と同様の素材

とします。やむを得ない場合は、これを模した素材とします。 

高 さ ○敷地地盤から13ｍ以下を原則とします。ただし、社寺などの伝統様式による建築

物、公益施設は除きます。 

緑 化 

( 植栽 ) 

○敷地内の空き地は、多くの緑量がある緑化に努めます。 

○次に該当する建築物は、敷地の面積の20％以上の敷地を緑化します。 

・都市計画法第７条に規定する区域区分の定めのない地域で、敷地の面積が、0.3ha

を超えるもの 

・計画戸数が５戸以上の集合住宅など（共同住宅、マンション、ワンルームマンシ

ョン、寄宿舎、社宅その他これらに類するものをいいます。） 

・店舗、工場などの床面積が、都市計画法第７条に規定する区域区分の定めのない

地域では150㎡を超えるもの、その他の地域では50㎡を超えるもの 

・上記以外の自己用住宅でないもの 

○道路から後退してできる空地には、特に中高木または生垣による緑化に努めま

す。 

○建築物が周辺景観と融和し、良好な景観の形成および周辺環境との調和が図れる

よう、樹種の構成および樹木の配置を考慮した植栽を行います。 

○大規模建築物は、周辺に与える威圧感、圧迫感、および突出感を和らげるよう、

その高さを考慮した樹種および樹木を選び、その植栽位置を考慮します。 

○植栽にあたっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とします。 
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 ○敷地内に生育する樹木などは、できるだけ残します。やむを得ず伐採する必要が

生じたときは、必要最小限にとどめます。ただし、樹姿または樹勢が優れた樹木

は、移植の適否を判断し、周辺への移植に努めます。移植後は十分な管理を行い、

樹勢の回復に努めます。 

その他 屋外照明は、過剰な光量とせず、適切な照射範囲とし、周囲との調和に配慮します。 
   

 ② 垣、さく、へい（建築物に付属するものを含む。）その他これらの類するものに関する基準 

○周辺景観および敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態および意匠とします。 

○道路に面する場合は、できるだけ樹木（生垣）によることとします。 

○けばけばしい色彩を避け、周辺景観および敷地内の状況と調和が得られるものとします。 

○具体的には、①建築物に関する基準の色彩の項に準じるものとします。 

  ○屋外照明は、過剰な光量とせず、適切な照射範囲とし、周囲との調和に配慮します。 

  ③ 門（建築物に付属するものを含む。）に関する基準 

  (1) 琵琶湖沿岸景観形成重点区域の基準とします。 

 ④ 擁壁に関する基準 

○道路に面して設けるものは、構造に支障のない限り低くします。 

○自然素材の使用に努め、やむを得ない場合はこれに模したものを用いることとします。これ

らの素材を用いることができない場合は、修景緑化などをします。 

 ⑤ その他の工作物に関する基準 

  (1) 琵琶湖沿岸景観形成重点区域の基準とし、「湖岸道路」、「汀
てい

線、湖岸および湖岸道路」お

よび「湖岸および湖岸道路」を「道路」に、「湖岸道路、琵琶湖側および内湖側の敷地境界線」

を「道路の敷地境界線」に読み替え、「また、琵琶湖に直接面する敷地または汀
てい

線から10ｍ以

内の敷地にあっては汀
てい

線から10ｍ以上かつ琵琶湖側の敷地境界線から２ｍ以上、汀
てい

線から10

ｍ超の敷地にあっては琵琶湖側の境界線から２ｍ以上、内湖に直接面する敷地にあっては内湖

側の敷地境界線から２ｍ以上、それぞれ後退します。」、「（都市計画法第８条に規定する用途

地域内は、当該施設にかかる敷地の面積が0.1ha以上であるとき。）」を削り、「都市計画法

第８条に規定する用途地域以外の区域における大規模建築物などに該当する工作物に関する

措置」を除きます。 

 ⑥ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系（その支持物を含む。）

に関する基準 

  (1) 琵琶湖沿岸景観形成重点区域の基準とし、「景観形成重点区域内または湖岸もしくは湖岸

道路沿い」および「湖岸沿いおよび樹林の生育域内」を「道路沿い」に、「古くから湖辺に発

達した集落地や低・中高層建築物が連たんする都市的地域」を「沿道に住宅や沿道サービス施
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設が形成され、今後もこれらの立地が予想される地域」に読み替え、「都市計画法第８条に規

定する用途地域以外の区域における大規模建築物などに該当する工作物に関する措置」を除き

ます。 

○やむを得ず電柱を設置する場合には、道路からできるだけ後退して設置します。 

 ⑦ 木竹の伐採に関する基準 

  (1) 琵琶湖沿岸景観形成重点区域の基準とし、「湖岸または湖岸道路」を「道路」に読み替え

ます。 

 ⑧ 屋外における物品の集積または貯蔵に関する基準 

 (1) 琵琶湖沿岸景観形成重点区域の基準とし、「湖岸道路」および「特に湖または湖岸道路」を

「道路」に、「湖岸道路、琵琶湖側および内湖側の敷地境界線」を「道路の敷地境界線」に、

「農林水産品置場、商品の展示場、ヨット・ボートヤードなど」を「農林水産品置場、商品の

展示場など」に読み替え、「また、琵琶湖に直接面する敷地または汀
てい

線から10ｍ以内の敷地に

あっては汀
てい

線から10ｍ以上かつ琵琶湖側の敷地境界線から２ｍ以上、汀
てい

線から10ｍ超の敷地に

あっては琵琶湖側の境界線から２ｍ以上、内湖に直接面する敷地にあっては内湖側の敷地境界

線から２ｍ以上、それぞれ後退します。」を削ります。 

 ⑨ 鉱物の掘採または土石の類の採取 

  (1) 琵琶湖沿岸景観形成重点区域の基準とし、「湖岸および湖岸道路」を「道路」に読み替え

ます。 

 ⑩ 土地の形質の変更 

○のり面が生じる場合は、芝、低木および中高木の植栽など必要な緑化を行います。やむを得

ない場合は、石材などの自然素材を用い、これらの素材を用いることができない場合は、こ

れを模したものを用います。 

○広場、運動場その他これらに類するものを設置する場合は、当該施設にかかる敷地（都市計

画法第７条に規定する区域区分の定めのない地域は、当該施設にかかる敷地の面積が0.3ha

以上であるとき、都市計画法第７条に規定する市街化区域内は、当該施設にかかる敷地の面

積が0.1ha以上であるとき。）の面積の20％以上の敷地を緑化します。 
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 (3) 姉川河川景観形成重点区域 

 ① 建築物に関する基準  

位 置 ○原則として、建築物の外壁は、姉川の河川区域（以下この区域の基準において「河

川」といいます。）から２ｍ以上後退します。ただし、河川に面して建築物が連

たんしている地区では、周辺の建築物の配置状況を勘案し、景観形成上支障がな

い場合は、除きます。 

○建築物は河川側の敷地境界線から可能な範囲で後退します。 

形 態 ○周辺景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある形態とします。 

○周囲の建築物の多くが入母屋、切妻などの伝統的な建築形態の屋根を持った地区

または、周辺に山りょうもしくは樹林地がある地区では、原則として、適度

に軒を出した勾
こう

配のある屋根を設けます。 

○敷地内や建築物に付属する設備（屋上に設ける設備を含む。）は、設置位置を考

慮するなど目立たないように努めるとともに、建築物本体および周辺景観との調

和に配慮したものとします。やむを得ない場合は、覆いをするなど修景します。  

意 匠 (2) 国道365号沿道景観形成重点区域の基準とします。 

色 彩 ○けばけばしい色彩とせず、外壁の色彩の推奨値を基調とし、周辺景観および敷地

内の状況と調和を図ります。 

○色彩を組み合わせる場合は、建築物に落ち着きを持たせるため、その性質を十分

考慮します。 

○外壁の色彩は、日本工業規格Z8721（色の三属性による表示方法）により 

・基準値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10Ｙ 10以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

・推奨値を次のとおりとします。 

使用する色相 明度 彩度 

0.1Ｒ～10ＹＲ ５以上 6.5以下 

0.1Ｙ～10Ｙ ７以上 ６以下 

上記以外の色相  ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 
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ただし、着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分

の色彩または建築物の見付面積の10分の１未満の範囲内で外観のアクセント色

として着色される部分の色彩は、除きます。  

素 材 ○周辺景観になじみ、かつ、耐久性および耐候性に優れた素材を使用します。 

○冷たさを感じさせる素材または反射光のある素材を壁面などの大部分にわたっ

て使用することは避けます。 

○地域性のある素材の活用に努めます。 

高 さ (2) 国道365号沿道景観形成重点区域の基準とします。 

緑 化 

( 植栽 ) 

○敷地内の空き地は、多くの緑量がある緑化に努めます。 

○河川から後退してできる空地には、特に中高木または生垣による緑化に努めま

す。 

○次に該当する建築物は、敷地の面積の20％以上の敷地を緑化します。 

・都市計画法第７条に規定する区域区分の定めのない地域では、敷地の面積が、

0.3haを超えるもの、都市計画法第７条に規定する市街化区域では、敷地の面積

が、0.1haを超えるもの 

・計画戸数が５戸以上の集合住宅など（共同住宅、マンション、ワンルームマンシ

ョン、寄宿舎、社宅その他これらに類するものをいいます。） 

・店舗、工場などの床面積が、都市計画法第７条に規定する区域区分の定めのない

地域では150㎡を超えるもの、その他の地域では50㎡を超えるもの 

・上記以外の自己用住宅でないもの 

○建築物が周辺景観と融和し、良好な景観の形成および周辺環境との調和が図れる

よう、樹種の構成および樹木の配置を考慮した植栽を行います。 

○大規模建築物は、周辺に与える威圧感、圧迫感、および突出感を和らげるよう、

その高さを考慮した樹種および樹木を選び、その植栽位置を考慮します。 

○植栽にあたっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる

樹種とします。 

○敷地内に生育する樹木などは、できるだけ残します。やむを得ず伐採する必要が

生じたときは、必要最小限にとどめます。ただし、樹姿または樹勢が優れた樹木

は、移植の適否を判断し、周辺への移植に努めます。移植後は十分な管理を行い、

樹勢の回復に努めます。 

その他 屋外照明は、過剰な光量とせず、適切な照射範囲とし、周囲との調和に配慮します。 
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  ② 垣、さく、へい（建築物に付属するものを含む。）その他これらの類するものに関する基準 

(2) 国道365号沿道景観形成重点区域の基準とし、「道路」を「河川」に読み替えます。 

 ③ 門（建築物に付属するものを含む。）に関する基準 

  (1) 琵琶湖沿岸景観形成重点区域の基準とします。 

 ④ 擁壁に関する基準 

(2) 国道365号沿道景観形成重点区域の基準とし、「道路」を「河川」に読み替えます。 

 ⑤ その他の工作物に関する基準 

 (1) 琵琶湖沿岸景観形成重点区域の基準とし、「湖岸道路」、「汀
てい

線、湖岸および湖岸道路」およ

び「湖岸および湖岸道路」を「河川」に、「湖岸道路、琵琶湖側および内湖側の敷地境界線」

を「河川の境界線」に読み替え、「また、琵琶湖に直接面する敷地または汀
てい

線から10ｍ以内の

敷地にあっては汀
てい

線から10ｍ以上かつ琵琶湖側の敷地境界線から２ｍ以上、汀
てい

線から10ｍ超の

敷地にあっては琵琶湖側の境界線から２ｍ以上、内湖に直接面する敷地にあっては内湖側の敷

地境界線から２ｍ以上、それぞれ後退します。」を削り、「都市計画法第８条に規定する用途地

域以外の区域における大規模建築物などに該当する工作物に関する措置」を除きます。 

 ⑥ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系（その支持物を含む。）

に関する基準 

  (1) 琵琶湖沿岸景観形成重点区域の基準とし、「景観形成重点区域内または湖岸もしくは湖岸

道路沿い」および「湖岸沿いおよび樹林の生育域内」を「区域内」に、「古くから湖辺に発達

した集落地や低・中高層建築物が連たんする都市的地域」を「中低層の建築物が連たんする地

域」に読み替え、「都市計画法第８条に規定する用途地域以外の区域における大規模建築物な

どに該当する工作物に関する措置」を除きます。 

○やむを得ず電柱を設置する場合には、河川からできるだけ後退して設置します。 

 ⑦ 木竹の伐採に関する基準 

  (1) 琵琶湖沿岸景観形成重点区域の基準とし、「湖岸または湖岸道路」を「河川」に読み替え

ます。 

 ⑧ 屋外における物品の集積または貯蔵に関する基準 

  (1) 琵琶湖沿岸景観形成重点区域の基準とし、「湖岸道路」および「特に湖または湖岸道路」

を「河川」に、「湖岸道路、琵琶湖側および内湖側の敷地境界線」を「河川の境界線」に、「農

林水産品置場、商品の展示場、ヨット・ボートヤードなど」を「農林水産品置場、商品の展示

場など」に読み替え、「また、琵琶湖に直接面する敷地または汀
てい

線から10ｍ以内の敷地にあっ

ては汀
てい

線から10ｍ以上かつ琵琶湖側の敷地境界線から２ｍ以上、汀
てい

線から10ｍ超の敷地にあっ

ては琵琶湖側の境界線から２ｍ以上、内湖に直接面する敷地にあっては内湖側の敷地境界線か
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ら２ｍ以上、それぞれ後退します。」を削ります。 

 ⑨ 鉱物の掘採または土石の類の採取 

  (1) 琵琶湖沿岸景観形成重点区域の基準とし、「湖岸および湖岸道路」を「河川」に読み替え

ます。 

 ⑩ 土地の形質の変更 

  (1) 琵琶湖沿岸景観形成重点区域の基準とし、「湖岸および湖岸道路」を「河川」に、「（都市

計画法第７条に規定する市街化区域内は、当該施設にかかる敷地の面積が0.1ha以上であると

き。）」を「（都市計画法第７条に規定する区域区分の定めのない地域は、当該施設にかかる

敷地の面積が0.3ha以上であるとき、同法同条に規定する市街化区域内は、当該施設にかかる

敷地の面積が0.1ha以上であるとき。）」に読み替えます。 
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３ 特定景観形成重点区域における制限 

 特定景観形成重点区域における良好な景観の形成のため、景観計画に基づく行為の制限の基

準は、次のとおりとします。  

  ただし、市長が景観審議会の意見を聴いたうえで認めるものについては、この限りではあり

ません。  

 (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域 

 ① 建築物に関する基準  

位 置 ○周囲のまちなみに調和するよう壁面の位置をそろえ、通りの連続性に配慮しま

す。 

形 態 

意 匠 

○周囲のまちなみの景観と調和に配慮した形態・意匠を基調とします。 

○原則として、適度に軒を出した勾
こう

配のある一文字瓦の屋根、雁木、格子窓を設

け、壁面は白壁となるよう努めます。 

○敷地内や建築物に付属する設備（屋上に設ける設備を含む。）は、建物と一体と

なったデザインとし、設置位置を考慮するなど目立たないように努めるととも

に、建築物本体および周辺景観との調和に配慮したものとします。やむを得ない

場合は、覆いをするなど修景します。 

○日よけテントなどを設置する場合は、必要最小限度とし、デザインや色彩は、周

囲と調和するよう工夫します。  

色 彩 ○けばけばしい色彩とせず、外壁の色彩の推奨値を基調とし、周辺景観および敷地

内の状況と調和を図ります。 

○外壁の色彩は、日本工業規格Z8721（色の三属性による表示方法）により 

・基準値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1ＹＲ～10Ｙ 6.5以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

・推奨値を次のとおりとします。 

使用する色相 明度 彩度 

0.1ＹＲ～10ＹＲ ５以上 6.5以下 

0.1Ｙ～10Ｙ ７以上 ６以下 

上記以外の色相  ２以下 
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無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

ただし、着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分

の色彩または建築物の見付面積の10分の１未満の範囲内で外観のアクセント色

として着色される部分の色彩は、除きます。  

素 材 ○周辺景観になじみ、かつ、耐久性および耐候性に優れた素材を使用します。 

○屋根は和風感のある瓦、または、これに準ずる素材を基本とし、周囲のまちなみ

の景観と調和したものとします。 

○外部に面する建具は、落ち着いた色のカラーサッシ、その他これに類するものと

し、可能な範囲で木製を用いることとします。 

○地域性のある素材の活用に努めます。 

高 さ ○敷地前面の道路から13ｍ以下を原則とし、できるだけ低くするよう努めます。た

だし、社寺などの伝統様式による建築物、公益施設は除きます。 

緑 化 

( 植栽 ) 

○敷地の周辺は、できる限り緑化に努めます。 

○敷地内に生育する樹木などは、できるだけ残します。やむを得ず伐採する必要が

生じたときは、必要最小限にとどめます。ただし、樹姿または樹勢が優れた樹木

は、移植の適否を判断し、周辺への移植に努めます。移植後は十分な管理を行い、

樹勢の回復に努めます。 

その他 ○屋外照明は、過剰な光量とせず、適切な照射範囲とし、周囲との調和に配慮しま

す。 
 

 ② 門、垣、さく、へい（建築物に付属するものを含む。）その他これらの類するものに関する

基準 

○周囲のまちなみに調和するよう壁面の位置をそろえ、通りの連続性に配慮します。 

○周辺景観および敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態および意匠とします。 

○けばけばしい色彩を避け、周辺景観および敷地内の状況と調和が得られるものとします。 

○具体的には、①建築物に関する基準の色彩の項に準じるものとします。 

○屋外照明は、過剰な光量とせず、適切な照射範囲とし、周囲との調和に配慮します。 

 ③ 擁壁に関する基準 

○外観は周辺景観および敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態および意匠とします。 

  ○外観は周辺景観および敷地内の状況に配慮し、調和の得られる素材を用います。 

 ④ その他の工作物に関する基準 

○すっきりした形態および意匠に努めるとともに、けばけばしい色彩とせず、周辺景観になじ
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むものとします。ただし、彫刻物の形態および意匠は、周辺景観になじむものとし、やむを

得ない場合は、道路から容易に望見できないよう遮へいします。なお、芸術作品展などの開

催にともない一時的に措置されるものは、除きます。 

○高さは、敷地地盤から15ｍ以下を原則とし、周辺の建物よりも突出したものとしません。 

○外部に設ける配管類など付属する設備（屋上に設ける設備を含む。）は、工作物と一体とな

ったデザインとし、設置位置を考慮するなど目立たないように努めるとともに、工作物本体

および周辺景観との調和に配慮したものとします。やむを得ない場合は、覆いをするなど修

景します。 

○屋外照明は、過剰な光量とせず、適切な照射範囲とし、周囲との調和に配慮します。 

○自動販売機は、周囲のまちなみに調和するよう、通りの連続性に配慮した設置、または、周

辺景観に配慮したデザインや色彩によるものとします。 

○郵便ポストは、周辺景観と調和するよう、周囲の修景、または、周辺景観に配慮したデザイ

ンや色彩によるものとします。 

 ⑤ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系（その支持物を含む。）

に関する基準 

○電柱は、民有地に移設するなど極力目立たないよう配置し、できるだけ道路の路面には配置

しないように努めます。 

○色彩は、落ち着いた色彩となるよう努め、周辺景観との調和を図ります。 

○空中を横断する配線は、可能な限り控えます。 

 ⑥ 屋外における物品の集積または貯蔵に関する基準 

  ２広域景観形成重点区域における制限の(2)国道365号沿道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑦ 土地の形質の変更 

○造成などにかかる切土および盛土の量は、構造に支障のない限り少なくするとともに、擁壁

などの構造物を設ける場合は、必要最小限のものとします。 

○のり面が生じる場合は、周辺景観および周辺環境に配慮し、必要な修景を行います。 

○行為終了後、土地の不整形な分割または細分化は避けます。  

○駐車場を設置する場合は、道路から望見できないよう、垣、さく、へいなどの工作物や植栽

などによる遮へいに努めるなど、周辺の景観との連続性や調和に配慮します。 

○広場、運動場その他これらに類するものを設置する場合は、当該施設にかかる敷地の面積の

20％以上の敷地を緑化します。 
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 (2) 博物館通り景観形成重点区域 

 ① 建築物に関する基準  

位 置  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

形 態 

意 匠 

○周囲のまちなみの景観と調和に配慮した形態・意匠を基調とします。 

○原則として、適度に軒を出した勾
こう

配のある屋根を設けます。やむを得ない場合

は、周囲の景観に配慮した屋根の形態とします。 

○ショーウィンドウの形態は、出窓形式の構造とします。 

○２階建てを基本とし、３階以上の階層を設ける場合は、通りの連続性に配慮しま

す。 

○敷地内や建築物に付属する設備（屋上に設ける設備を含む。）は、建物と一体と

なったデザインとし、設置位置を考慮するなど目立たないように努めるととも

に、建築物本体および周辺景観との調和に配慮したものとします。やむを得ない

場合は、覆いをするなど修景します。 

○日よけテントなどを設置する場合は、必要最小限度とし、デザインや色彩は、周

囲と調和するよう工夫します。  

色 彩 ○けばけばしい色彩とせず、外壁の色彩の推奨値を基調とし、周辺景観および敷地

内の状況と調和を図ります。 

○外壁の色彩は、日本工業規格Z8721（色の三属性による表示方法）により 

・基準値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10ＹＲ 10以下 

0.1Ｙ～10Ｙ 6.5以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

・推奨値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10ＹＲ ６以下 

0.1Ｙ～10Ｙ ４以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 
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ただし、着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分

の色彩または建築物の見付面積の10分の１未満の範囲内で外観のアクセント色

として着色される部分の色彩は、除きます。  

素 材  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

高 さ  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

緑化(植栽)  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

その他 ○屋外照明は、過剰な光量とせず、適切な照射範囲とし、周囲との調和に配慮しま

す。 

○奥行きのある長い敷地の中庭の活用に努めます。 
 

 ② 門、垣、さく、へい（建築物に付属するものを含む。）その他これらの類するものに関する

基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ③ 擁壁に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ④ その他の工作物に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑤ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系（その支持物を含む。）

に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑥ 屋外における物品の集積または貯蔵に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑦ 土地の形質の変更 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 
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 (3) 北国街道景観形成重点区域 

 ① 建築物に関する基準  

位 置  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

形 態 

意 匠 

○周囲のまちなみの景観と調和に配慮した形態・意匠を基調とします。 

○原則として、適度に軒を出した勾
こう

配のある屋根を設けます。 

○敷地内や建築物に付属する設備（屋上に設ける設備を含む。）は、建物と一体と

なったデザインとし、設置位置を考慮するなど目立たないように努めるととも

に、建築物本体および周辺景観との調和に配慮したものとします。やむを得ない

場合は、覆いをするなど修景します。 

○日よけテントなどを設置する場合は、必要最小限度とし、デザインや色彩は、周

囲と調和するよう工夫します。  

色 彩 ○けばけばしい色彩とせず、外壁の色彩の推奨値を基調とし、周辺景観および敷地

内の状況と調和を図ります。 

○外壁の色彩は、日本工業規格Z8721（色の三属性による表示方法）により 

・基準値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10ＹＲ 10以下 

0.1Ｙ～10Ｙ 6.5以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

・推奨値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10ＹＲ ６以下 

0.1Ｙ～10Ｙ ４以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

ただし、着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分

の色彩または建築物の見付面積の10分の１未満の範囲内で外観のアクセント色

として着色される部分の色彩は、除きます。 

素 材  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 
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高 さ ○敷地前面の道路から13ｍ以下を原則とし、できるだけ低くするよう努めます。た

だし、社寺などの伝統様式による建築物、公益施設は除きます。 

○通りに面する建物は、３階までとします。 

緑化(植栽)  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

その他  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 

 ② 門、垣、さく、へい（建築物に付属するものを含む。）その他これらの類するものに関する

基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ③ 擁壁に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ④ その他の工作物に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑤ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系（その支持物を含む。）

に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑥ 屋外における物品の集積または貯蔵に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑦ 土地の形質の変更 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 
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 (4) ゆう壱番街景観形成重点区域 

 ① 建築物に関する基準  

位 置  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

形 態 

意 匠 

○周囲のまちなみの景観と調和に配慮した形態・意匠を基調とします。 

○原則として、適度に軒を出した勾
こう

配のある屋根を設けます。やむを得ない場合

は、周囲の景観に配慮した屋根の形態とします。 

○敷地内や建築物に付属する設備（屋上に設ける設備を含む。）は、建物と一体と

なったデザインとし、設置位置を考慮するなど目立たないように努めるととも

に、建築物本体および周辺景観との調和に配慮したものとします。やむを得ない

場合は、覆いをするなど修景します。 

○日よけテントなどを設置する場合は、必要最小限度とし、デザインや色彩は、周

囲と調和するよう工夫します。  

色 彩 ○けばけばしい色彩とせず、外壁の色彩の推奨値を基調とし、周辺景観および敷地

内の状況と調和を図ります。 

○外壁の色彩は、日本工業規格Z8721（色の三属性による表示方法）により 

・基準値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10Ｙ 10以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

・推奨値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10ＹＲ ６以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

ただし、着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分

の色彩または建築物の見付面積の10分の１未満の範囲内で外観のアクセント色

として着色される部分の色彩は、除きます。 

素 材  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

高 さ  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

緑化(植栽)  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 
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その他  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 

 ② 門、垣、さく、へい（建築物に付属するものを含む。）その他これらの類するものに関する

基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ③ 擁壁に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ④ その他の工作物に関する基準 

(1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とし、「高さは、敷地地盤から15ｍ以下を原

則とし、周辺の建物よりも突出したものとしません。」に「ただし、アーケードおよびアーケ

ードに付属する設備は除きます。」を加えます。 

○アーケードは通りのイメージに合ったデザインとし、付随する広告物等は周囲の景観を阻害

しないものとします。 

 ⑤ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系（その支持物を含む。）

に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑥ 屋外における物品の集積または貯蔵に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑦ 土地の形質の変更 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 
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 (5) 大手門通り景観形成重点区域 

 ① 建築物に関する基準  

位 置  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

形 態 

意 匠 

○周囲のまちなみの景観と調和に配慮した形態・意匠を基調とします。 

○原則として、適度に軒を出した勾
こう

配のある屋根を設けます。やむを得ない場合

は、周囲の景観に配慮した屋根の形態とします。 

○敷地内や建築物に付属する設備（屋上に設ける設備を含む。）は、建物と一体と

なったデザインとし、設置位置を考慮するなど目立たないように努めるととも

に、建築物本体および周辺景観との調和に配慮したものとします。やむを得ない

場合は、覆いをするなど修景します。 

○日よけテントなどを設置する場合は、必要最小限度とし、デザインや色彩は、周

囲と調和するよう工夫します。  

色 彩 ○けばけばしい色彩とせず、外壁の色彩の推奨値を基調とし、周辺景観および敷地

内の状況と調和を図ります。 

○外壁の色彩は、日本工業規格Z8721（色の三属性による表示方法）により 

・基準値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10Ｙ 10以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

・推奨値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10ＹＲ ６以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

ただし、着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分

の色彩または建築物の見付面積の10分の１未満の範囲内で外観のアクセント色

として着色される部分の色彩は、除きます。 

素 材  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

高 さ  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

緑化(植栽)  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 
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その他  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

  

 ② 門、垣、さく、へい（建築物に付属するものを含む。）その他これらの類するものに関する

基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ③ 擁壁に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ④ その他の工作物に関する基準 

  (4) ゆう壱番街景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑤ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系（その支持物を含む。）

に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑥ 屋外における物品の集積または貯蔵に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑦ 土地の形質の変更 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 



                                                第２章 景観計画 

 

84 

(6) やわた夢生小路景観形成重点区域 

 ① 建築物に関する基準  

位 置  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

形 態 

意 匠 

○周囲のまちなみの景観と調和に配慮した形態・意匠を基調とします。 

○原則として、適度に軒を出した勾
こう

配のある屋根を設けます。やむを得ない場合

は、周囲の景観に配慮した屋根の形態とします。 

○敷地内や建築物に付属する設備（屋上に設ける設備を含む。）は、建物と一体と

なったデザインとし、設置位置を考慮するなど目立たないように努めるととも

に、建築物本体および周辺景観との調和に配慮したものとします。やむを得ない

場合は、覆いをするなど修景します。 

○日よけテントなどを設置する場合は、必要最小限度とし、デザインや色彩は、周

囲と調和するよう工夫します。  

色 彩 ○けばけばしい色彩とせず、外壁の色彩の推奨値を基調とし、周辺景観および敷地

内の状況と調和を図ります。 

○外壁の色彩は、日本工業規格Z8721（色の三属性による表示方法）により 

・基準値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10ＹＲ 10以下 

0.1Ｙ～10Ｙ 6.5以下 

0.1ＧＹ～10Ｇ ４以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

・推奨値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10ＹＲ ６以下 

0.1Ｙ～10Ｙ ４以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

ただし、着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分

の色彩または建築物の見付面積の10分の１未満の範囲内で外観のアクセント色

として着色される部分の色彩は、除きます。 



                                                第２章 景観計画 

 

85 

素 材  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

高 さ  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

緑化(植栽)  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

その他  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

  

 ② 門、垣、さく、へい（建築物に付属するものを含む。）その他これらの類するものに関する

基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ③ 擁壁に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ④ その他の工作物に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑤ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系（その支持物を含む。）

に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑥ 屋外における物品の集積または貯蔵に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑦ 土地の形質の変更 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 
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(7) 北国街道木之本宿景観形成重点区域 

 ① 建築物に関する基準  

位 置  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

形 態 

意 匠 

○周囲のまちなみの景観と調和に配慮した形態・意匠を基調とします。 

○原則として、適度に軒を出した勾
こう

配のある屋根を設けます。やむを得ない

場合は、周囲の景観に配慮した屋根の形態とします。 

○敷地内や建築物に付属する設備（屋上に設ける設備を含む。）は、建物と一体と

なったデザインとし、設置位置を考慮するなど目立たないように努めるととも

に、建築物本体および周辺景観との調和に配慮したものとします。やむを得ない

場合は、覆いをするなど修景します。 

○日よけテントなどを設置する場合は、必要最小限度とし、デザインや色彩は、周

囲と調和するよう工夫します。  

色 彩 ○けばけばしい色彩とせず、外壁の色彩の推奨値を基調とし、周辺景観および敷地

内の状況と調和を図ります。 

○外壁の色彩は、日本工業規格Z8721（色の三属性による表示方法）により 

・基準値を次のとおりとします。  

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10Ｒ 10以下 

0.1ＹＲ～10Ｙ ４以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

・推奨値を次のとおりとします。 

使用する色相 彩度 

0.1Ｒ～10Ｒ ６以下 

0.1ＹＲ～10Ｙ ４以下 

上記以外の色相 ２以下 

無彩色は、Ｎ１～Ｎ9.5 

ただし、着色していない木材、土壁、ガラス等の材料によって仕上げられる部分

の色彩または建築物の見付面積の10分の１未満の範囲内で外観のアクセント色

として着色される部分の色彩は、除きます。 
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素 材 ○周辺景観になじみ、かつ、耐久性および耐候性に優れた素材を使用します。 

○屋根は和風感のある瓦、または、これに準ずる素材を基本とし、周囲のまちなみ

の景観と調和したものとします。 

○外部に面する建具は、可能な範囲で木製を用いることとします。 

○地域性のある素材の活用に努めます。 

高 さ ○敷地前面の道路から13ｍ以下を原則とします。ただし、社寺などの伝統様式によ

る建築物、公益施設は除きます。 

緑化(植栽)  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

その他  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

② 門、垣、さく、へい（建築物に付属するものを含む。）その他これらの類するものに関する

基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ③ 擁壁に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ④ その他の工作物に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑤ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路または空中線系（その支持物を含む。）

に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑥ 屋外における物品の集積または貯蔵に関する基準 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 

 ⑦ 土地の形質の変更 

  (1) ながはま御坊表参道景観形成重点区域の基準とします。 
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［参考：届出対象行為］ 

 景観形成重点区域における届出対象行為は、次のとおりとします。 

 ① 届出対象行為 

 ・ 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もしくは模様替

えまたは色彩の変更 

 ・ 工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替

えまたは色彩の変更 

 ・ 都市計画法第４条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為 

 ・ 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 

   （都市計画法第４条第12項に規定する開発行為を除く。） 

 (注)広域景観形成重点区域のみ 

 ・ 木竹の伐採 

 (注)広域景観形成重点区域のみ 

 ・ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の集積または貯蔵 

   （堆積期間が30日を超える場合） 

 ・ 屋外における夜間の建築物、工作物への照射 

  （景観法施行令（平成16年政令第398号）第４条第６号の特定照明をいいます。） 

② 届出対象の除外となる行為 

項目 規模 

１ 建築物の新築、増築、改築又は移転 当該建築物の高さ（増築又は改築の場合にあって

は、当該増築又は改築後の高さ）が５メートル以下

で、かつ、床面積（増築又は改築にあっては、増築

後又は改築後の床面積の合計）が 10 平方メートル

以下のもの 

２ 建築物の外観を変更することとなる

修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 

当該建築物の変更の面積が 10平方メートル以下の

もの 

３ １及び２に規定する規模を超える建

築物 

設置期間が 90日を超えないもの 

４ 工作物の新

設、増築、改築

又は移転 

垣（生垣を除く。）、さ

く、塀、擁壁その他こ

れに類する工作物 

高さが 1.5 メートル以下で、かつ、長さ（増築又は

改築の場合にあっては、当該増築又は改築後の長

さ）が 10メートル以下のもの 
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上記以外の工作物 高さが５メートル以下のもの 

５ ４に規定する規模の工作物の修繕、模

様替え又は色彩の変更 

当該変更に係る部分の面積の合計が、10 平方メート

ル以下のもの 

６ 法第 16 条第１項第３号に掲げる行 

 為 

当該行為に係る部分の面積が、100 平方メートル以

下のもの又は当該行為によって生じるのり面の高

さが 1.5 メートル以下で、かつ、長さ 10 メートル

を超えないもの 

７ 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 

地形の外観の変更に係る土地の面積が100平方メー

トル以下のもの 

８ 土石等の堆積 その高さが 1.5 メートル以下で、かつ、その用に供

される土地の面積が1,000平方メートル以下のもの

又は堆積期間が 30日を超えないもの 

９ 木竹の伐採 木竹の高さが５メートル以下のもの 

10 特定照明 １及び４に掲げる建築物又は工作物の外観の見付

面積の２分の１又は 10平方メートル以下又は継続

して 90 日を超えない特定照明若しくはその照明方

法の変更 

11 法令に基づく許可、認可又は届出等を

要する行為で規則で定めるもの 

  

12 規則で定める事業の執行に係る行為   

13 その他市長が景観審議会の意見を聴

いて、良好な景観形成に支障を及ぼさな

いと認める行為 
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４ 景観形成重点区域と周辺景観との調和について 

 (1) 景観形成重点区域における建築物等の高さ制限と景観影響調査について 

 景観形成重点区域に建築される大規模な建築物や工作物は、周囲の景観に何らかの影響を及

ぼすことから、建築物や工作物の高さを制限しているところです。この場合に、公益上必要な

施設や伝統的な建築様式により建築される建築物について、高さの制限を除外しているのは、

周囲の景観への配慮を前提に建築すべきと考えられるからであって、やむを得ず建築物の高さ

が制限を超える場合でも、計画・設計の段階から周囲に及ぼす影響を考慮し、その影響を最小

限にとどめるよう工夫する必要があります。 

  このため、公益上必要な施設や伝統的な建築様式により新築する建築物の高さが制限を超え

る場合は、計画段階で周囲の景観に与える影響の調査（景観影響調査）を行うものとします。 

 ※景観影響調査 

      建築物の新築が景観に及ぼす影響を調査、予測および評価するとともに、これらを行う過

程でその行為にかかる景観形成のための措置を検討し、この措置が講じられた場合の景観影

響を総合的に評価することをいいます。 

 (2) 景観形成重点区域が重複する場合の取り扱いについて 

 景観形成重点区域のうち、交差点など景観形成重点区域が重複する区域において行為を実施

する場合は、特に周辺の通りの景観に配慮することが必要になります。 

   一方で、接するそれぞれの通りなどの景観形成基準に適合させることは、形態などに一貫性

を欠くこととなり、その結果、良好な景観形成に影響を及ぼす恐れもあります。 

  このため、交差点など景観形成重点区域が重複する区域において実施する行為は、接するい

ずれかの区域に適用される景観形成基準を選択できるものとします。ただし、景観形成基準の

部分的な選択や行為に応じた選択はできないこととします。 

 (3) 特定景観形成重点区域における駅前通りの取り扱いについて 

 駅前通りは、これまでから都市計画で高度な土地利用が誘導されてきたことから、特定景観

形成重点区域のなかでも駅前通りに接する区域は、駅前通りに接しない区域と比べて容積率が

異なるなど、違った性格を有し、特に周辺の通りの景観に配慮することが必要になります。 

  このため、特定景観形成重点区域内で駅前通りに接して行為を実施する場合は、駅前通りの

容積率が適用される区域に限り、該当する特定景観形成重点区域の景観形成基準または市全域

における景観形成基準のいずれかを選択できるものとします。ただし、景観形成基準の部分的

な選択や行為に応じた選択はできないこととします。 
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第４節 良好な景観形成に必要な事項 

 

１ 景観重要建造物または景観重要樹木の指定の方針  

 景観重要建造物、景観重要樹木の指定の方針は、景観上の特性から判断するものであって、

歴史的、文化的価値のあるものだけを指定するのではなく、新しいものであっても、それが、

地域の良好な景観を形成しているものであれば指定の対象とします。 

 なお、指定された景観重要建造物、景観重要樹木は、所有者などに、管理義務が生じ、その

現状を変更する場合は、市長の許可が必要となります。  

 (1) 景観重要建造物の指定の方針 

 地域の自然・歴史・文化などから見て、外観が景観上の特徴を持つものや、地域の良好な景

観を形成するうえで重要な役割を果たしているもので、景観資源として、市民の共通認識が得

られる建造物（敷地や建造物周辺の工作物などを含む。）を景観重要建造物に指定します。 

 景観重要建造物は、道路など公共の場所から外観の概ねの姿を誰もが容易に見ることができ、

維持管理を行う個人または団体があるもので、次のいずれかに該当するものとします。なお、

建造物の所有者ならびに占有者または管理者の意見を聞き、同意を得たうえで指定します。 

   ○ 優れた形態・意匠を有し、地域の景観を特徴づけ、良好な景観形成に寄与するもの 

   ○ 街角やアイストップに位置するなど、地域の景観形成に取り組むうえで重要な位置にあ

るもの  

   ○ 市民に親しまれているもの 

     ○ 優れた技術や技能が用いられ、再現することが容易でないもの 

     ○ 造形の規範になっているもの 

     ○ 地域の自然、歴史、文化、生活などの特性が、建造物の外観に現れたものであり、地域

を象徴する建造物であるもの  

 (2) 景観重要樹木の指定の方針 

 樹高があり樹幹が太く、枝ぶりが良好である単独のものや、地域の自然・歴史・文化などか

ら見て地域の良好な景観を形成するうえで、重要な役割を果たしているもので、景観資源とし

て、市民の共通認識が得られる樹木を景観重要樹木に指定します。 

 景観重要樹木は、道路など公共の場所から誰もが容易に見ることができ、維持管理を行う個

人または団体があるもので、次のいずれかに該当するものとします。なお、樹木の所有者なら

びに占有者または管理者の意見を聞き、同意を得たうえで指定します。 

   ○ 樹高や樹形など樹容が優れ、地域の景観を特徴づけ、良好な景観形成に寄与するもの 

   ○ 街角やアイストップに位置するなど、地域の景観形成に取り組むうえで重要な位置にあ
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るもの  

     ○ 市民に親しまれているもの 

     ○ 市内の他の地域では見ることができない希少なもの 

     ○ 相当の樹齢を重ねたものや巨大なもの 

     ○ 地域の自然、歴史、文化、生活などの特性があり、地域を象徴するもの  

 

２ 景観重要公共施設の整備に関する事項  

  都市の骨格を構成する道路、湖、河川、公園などの公共施設のうち、その周辺の土地利用と

調和した整備や管理を行うことにより、効果的に良好な景観を形成することが可能となる公共

施設であって、本市の景観形成を先導的に進めるうえで、特に重要な施設については、施設管

理者との協議のうえ、本計画に景観重要公共施設として位置づけます。指定した景観重要公共

施設は、景観形成の方針に沿った整備や利用ができるよう、良好な景観の形成に配慮し、積極

的に整備を進めます。 

  また、必要に応じて、国や他の地方公共団体に対しても協力を求めることとします。  

  なお、景観重要公共施設は、必要に応じて指定することとし、景観重要公共施設を指定した

段階で、施設管理者と協議のうえ、景観重要公共施設ごとに整備に関する方針および占用許可

の基準などを示すこととします。 

 

３ 屋外広告物の表示およ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 

 (1) 屋外広告物の表示・掲出に関する基本的な考え方  

  屋外広告物は、周囲に与える影響が大きく、良好な景観を形成する重要な要素であり、その

使い方によっては都市景観をより魅力あるものに引き立てます。また、私たちの日常生活のな

かでは情報源として必要なものでもあり、商業地などでは、にぎわいを演出するものもありま

す。 

その一方で、周囲の景観を無視して無秩序・過剰に乱立し、派手でけばけばしく、見晴らし

を遮るような圧迫感のある屋外広告物は、景観を阻害する大きな要因となり、交通安全、生活

環境、自然環境、市街地の美しさなどへの配慮も求められることから、一定の設置基準により、

周囲の景観と調和した適正な広告物の表示・掲出が必要です。 

  このため、本市全域における屋外広告物の望ましいあり方を示します。 

     ○ 必要最低限度の規模にとどめ、良好な景観を阻害しない場所に設置します。 

   ○ 建築物の敷地内に納め、複数の広告物は集約化します。 

     ○ 高彩度の色彩の使用は避け、建築物の規模、デザイン、色彩、素材や、周辺や後背地の
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景観との調和に配慮します。 

     ○ 公共の場所から誰もが容易に見ることができる場所では、屋上・壁面・窓面への掲出を

できる限り控えます。 

 (2) 屋外広告物の設置に関する行為の制限 

  屋外広告物は、長浜市屋外広告物条例（平成23年長浜市条例第45号）に基づき、表示および

屋外広告物を掲出する物件を設置することとし、(1)屋外広告物の表示・掲出に関する基本的な

考え方により周囲の景観へ十分に配慮したものとします。 
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１ 文化的景観の区域と現況 

長浜市の西部には、豊かな水をたたえる琵琶湖が広がっています。人々は、古くから琵琶湖

で漁を営み、またその水運を利用した湖上交通や湖上輸送を盛んに行ってきました。 

中でも、奥琵琶湖と呼ばれる琵琶湖の最北端にあたる一帯は、周りを険しい山々に囲まれ、

複雑に入り組んだ湖岸線が特徴的です。その穏やかな湖面には美しいさざなみが波紋のように

広がり、太陽の光を受けてきらめいています。 

奥琵琶湖一帯には、港を中心としていくつかの集落が点在しています。この地域は、日本海

と畿内を結ぶ結節点にあり、一部の集落は、陸路と琵琶湖の水運を活かし人や物資が行き交う

宿場町として栄えてきました。一方、こうした宿場町以外の集落では、漁港や船溜を集落内に

構え、琵琶湖と背後の山々との間の比較的平たんな土地に伝統的な家屋が建ち並び、漁業や農

業などを中心として生業をたてるくらしが営まれてきました。さらに、賤ヶ岳を挟んで奥琵琶

湖と接する余呉湖には、湖畔に集落と田畑が広がり、落ち着いた佇まいを形成しています。 

こうした奥琵琶湖一帯には、現在も往時の面影を残す旧家や船宿、土蔵、さらには常夜灯や

石積みなどの建造物が残り、これらがまちなみのアクセントとなって奥琵琶湖地域特有の情緒

や風情を漂わせています。したがって、こうした奥琵琶湖一帯の区域を、本市の文化的景観を

有する区域とします。 

※【文化的景観】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

地で我が国の国民の生活又は生業の理解に欠くことのできないもの（文化財保護法第 2 条第

1 項第 5 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 文化的景観に関する事項 

竹生島上空からみる奥琵琶湖地域 
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「奥琵琶湖の文化的景観」の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菅浦 

大浦 

塩津浜 

片山 
石川 

尾上 
東尾上 

余呉湖 

菅浦  にみる文化的景観 

水運の町にみる文化的景観 

漁村  にみる文化的景観 

余呉湖 にみる文化的景観 

月出 山梨子 

飯浦 
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（1）菅浦にみる文化的景観 

西浅井地区の菅浦は、周囲を琵琶湖と険しい山々とに囲まれ、周囲とやや隔絶したその地理

的環境から、独自の歴史と文化を育んできました。往時の菅浦の人々は、自分たちのくらしの

規範を自ら定めて「掟」としました。隣村の大浦とは、土地をめぐって南北朝時代から室町時

代にかけて約 150 年間にわたり法廷闘争や武力衝突を繰り返し、こうしたことにより村人の結

びつきはより強いものになって、惣村と呼ばれる村落共同体の機能が高められました。現在も

菅浦の東西に残る「四足門
し そ く も ん

」という茅葺の門は、非常時には警備の村人が詰めて村の出入りを

検断した自治の名残であり、惣村という抽象的な概念を具体的に眼で確認できる大変貴重な建

造物です。集落内には石積みの施された細い道がめぐり、伝統的な建築様式の家屋や土蔵が建

ち並んでいます。集落の裏手に険しい山々が迫る地形のため、耕作地は極めて少なく、田畑は

琵琶湖岸にほど近い低地や、谷あいの緩やかなところに棚田という形で存在し、奥琵琶湖の穏

やかな景観を構成する重要な要素になっています。 

このように、菅浦集落は、中世惣村の名残を色濃く残す独特の文化的景観を形成しています。 

 

 

 

 

 

 

奥琵琶湖パークウェイから望む菅浦集落          集落内の石積み 

 

 

 

 

 

 

        集落の周囲に配された四足門               須賀神社 

（2）水運のまちにみる文化的景観 

西浅井地区の塩津浜や大浦は、高島市の海津とともに「湖北三湊」の一つに数えられ、古く

から湖上交通の要衝として栄えました。水運の主役を担った丸子船と呼ばれる帆船は、二つ割

りにした丸太を胴の両側に付けた琵琶湖独特のものであり、江戸時代には塩津（塩津浜の旧名）

と大浦で約 130 隻を有する琵琶湖最大の湖上輸送中継地として重要な役割を担いました。 
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塩津浜は、琵琶湖がいちばん北の奥まで入り組んだところにある集落であり、琵琶湖と日本

海を結ぶ陸路である塩津海道の起点にあたります。集落の中ほどには、ひときわどっしりとし

た佇まいの旧家があり、江戸時代は問屋や造り酒屋を営まれていました。その他にも旅人たち

を迎えた船宿などが数件残り、さらに集落の北はずれには天保 5 年（1834）に近在の馬借によ

って奉納された常夜灯が残るなど、かつての宿場町の情緒が漂っています。 

また、塩津海道を境にして西側には、大浦型民家と呼ばれる入母屋造草葺の農家型民家が点

在しており、奥琵琶湖地域の文化的景観を構成する一要素となっています。 

 

 

 

 

 

 

      塩津海道の旧問屋「澤田家」              塩津海道の常夜灯 

（3）漁村にみる文化的景観 

奥琵琶湖一帯には、月出や飯浦、山梨子、片山、石川、東尾上、尾上など、かつて漁業を中

心とした生業が広く行われていた集落が点在しています。これらの集落の大半は 10～30 戸の比

較的小さな集落ですが、その集落内には漁港や船溜が設けられており、ひっそりとした景観を

形成しています。 

こうした集落の琵琶湖岸沿いや集落内の生活道路などには、1～3ｍ程度の石積みが施されて

いるところがあります。古くは琵琶湖の波によって家屋や道路が被害を受けたことから、波風

除けのために設けられたもので、湖岸沿いの石積みはかつてそこが汀線であったことを示して

います。また、石積みによってできた平坦な土地は畑に利用されるなどしています。琵琶湖と

背後の山々に囲まれた地理的条件の中で生き抜いてきた人々のくらしを窺い知ることができる

文化的景観です。 

 

 

 

 

 

 

山梨子集落と船溜               月出集落内の石積み 
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（4）余呉湖にみる文化的景観 

  奥琵琶湖の北東に位置する賤ヶ岳の北東側には、余呉湖が位置しています。鏡湖と呼ばれる

こともある余呉湖は、鏡のように美しい湖面を輝かせながら、四季折々の美しい表情を映し出

します。その湖畔には伝統的な建築様式の家屋が建ち並び、周囲に広がる田畑では農作業が行

われ、余呉湖を中心とした人々の生活感が色濃く漂う文化的景観を構成しています。 

 

 

 

 

 

 

湖面にきらめく朝日が美しい余呉湖          湖畔に広がる集落と田園 

 

２ 文化的景観を取り巻く課題 

 ○古くから人々の営みがあった奥琵琶湖地域の集落には、文化的景観の重要な構成要素となる

歴史的な建造物が多く分布しています。しかしながら、菅浦集落の東西に配された四足門な

ど、破損・老朽化の進行した建造物も見受けられます。したがって、こうした建造物につい

て十分な調査を行うとともに、その価値を損なうことのないよう保存修理を行い、これらを

適切に維持するためのしくみづくりが必要です。 

○滋賀県では、戦後に地域開発や琵琶湖総合開発により、湖岸道路や琵琶湖大橋、近江大橋な

どが新設され、湖岸堤や湖岸遊園、休憩所、港湾などが整備されました。奥琵琶湖一帯にお

いても、湖岸道路の整備が進められるとともに、新賤ヶ岳トンネル（昭和 43 年）や奥琵琶湖

パークウェイ（昭和 46 年）が開通したことで、交通利便性は格段に向上し、親水性が高まっ

たところもあります。とりわけ菅浦集落にとっては、それまでは船で往来するのが一般的な

陸の孤島でしたが、奥琵琶湖パークウェイの開通によって地域住民の利便性が高まりました。

しかしながらその一方で、湖岸の人工化が進んだことでかつての汀線が失われるなど湖岸景

観が単調化し、また交通量の増加によって住環境が悪化した地域もごく一部に見られます。

したがって、手つかずのまま残された湖岸風景を保全するとともに、やむを得ず整備を行う

場合には、周囲の景観への影響を最小限に抑える配慮が必要です。 

 ○かつて宿場町や漁村としてにぎわいを見せた奥琵琶湖地域の集落には、往時をしのばせる庄

屋宅や船宿をはじめ、伝統的な建築様式の家屋や土蔵、石積みなどが残り、人々のくらしや

営みがまちなみに表れています。しかしながら、そのような集落景観と調和しない形態意匠
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や色彩の建築物が一部に散見されるほか、リゾート化が進んだ一帯には、欧州風の別荘など

が点在するところも見られます。したがって、周囲のまちなみや自然に調和した建築物や工

作物への誘導が必要です。 

 ○琵琶湖岸の集落の背後に迫る険しい山なみは、濃い緑の広がりを見せており、奥琵琶湖の文

化的景観を構成する一要素になっています。しかしながら、こうした山なみの一部は急傾斜

地でもあり、土砂災害などを未然に防ぐ措置を講じなければならない箇所があります。した

がって、砂防堰堤などの防災施設整備にあたっては、極力、周囲の景観を損なわないよう配

慮することが必要です。 

○奥琵琶湖に最も突き出た葛籠尾崎は、容易に人が入ることができない濃い緑に包まれた岬で

す。この葛籠尾崎の約 2 ㎞南に位置する竹生島は、国内最大のカワウの集団営巣地（コロニ

ー）ですが、平成 21 年に葛籠尾崎でも初めてカワウの群れが確認され、現在も生息数と生息

範囲が拡大していることから、ふん害や巣作りの際の枝折れによる樹木の枯死や漁業被害が

危惧されています。したがって、奥琵琶湖の自然景観を構成する重要な要素である葛籠尾崎

の緑を保全するため、被害の拡大防止に向けた対策が早急に必要です。 

 ○奥琵琶湖の文化的景観を保全するためには、地域住民や来訪者によるその価値の再認識が不

可欠です。したがって、奥琵琶湖地域のすぐれた景観や文化財的価値を調査し、内外に発信

することで、関係者や関係機関、来訪者等の意識を高めることが必要です。 

 

３ 文化的景観を保護する意義 

  これまで奥琵琶湖の文化的景観が受け継がれてきたのは、日本海と畿内とを結ぶ重要な交通

結節点にあったことや、琵琶湖と険しい山々によってやや隔絶された地理的要因があることは

言うまでもありません。しかしながら、何よりもこの地に住む人々が積み重ねてきた日々の営

みや、土地や文化、そしてくらしそのものを大切に守ってきた努力があったことも忘れてはな

りません。 

  文化的景観を保護していくためには、地域住民による文化的景観の価値の理解とそれを維持

する協力が不可欠です。地域固有の文化によって映し出された景観が、自分たちのかけがえの

ない財産であるという意識が高まれば、地域の個性を大切にすることになり、自分たちの考え

でその地域にふさわしいまちづくりを進めていくことに繋がります。したがって、ふるさと滋

賀の風景を守り育てる条例に基づく近隣景観形成協定制度等を活用しながら地域住民の気運の

向上を図ります。 

  こうして、奥琵琶湖固有の貴重な文化的景観を再認識し、これを保護することにより、「長
たけ

高
たか

い自然と独自の歴史文化がとけあうまち」の実現をめざします。 
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第３章第３章第３章第３章    景観まちづくりの実現化方策景観まちづくりの実現化方策景観まちづくりの実現化方策景観まちづくりの実現化方策    

 

第１節 景観まちづくりの進展に向けて 

 

さらなる景観まちづくりの推進に向けて、景観形成重点区域の拡大や景観重要建造物・景観重

要樹木の保全、屋外広告物の規制誘導など、景観まちづくり計画の充実に取り組みます。 

 

１ 景観形成重点区域の拡大 

  長浜の大切な景観資源として、景観まちづくりを促進する必要がある区域については、居住

する市民などが主体となった景観形成促進区域協議会制度を活用するなかで、地域の良好な景

観を誘導するルールづくりを促進し、景観形成重点区域に指定することとします。 

  また、景観形成重点区域では、必要に応じて、より積極的な景観形成を進める景観地区や地

区計画、景観協定などの制度の活用を検討します。 

  □特定景観形成重点区域の候補例 

・長浜駅前通り 

・北国街道景観形成重点区域の南北延伸 

・明治ステーション通り 

・地蔵坂（木之本地区） など 

  □広域景観形成重点区域の候補例 

    ・余呉湖周辺 

    ・国道365号沿道景観形成重点区域の北伸（木之本地区・余呉地区） 

 

２ 景観まちづくり計画の充実 

  本計画で定める建築物等の高さ規制や緑化の基準などについては、関連計画に反映させると

とともに、より実効性のあるしくみの検討を進めます。 

  また、視点場からの眺望景観を保全するため、市民の参画を得るなかで、主要な視点場の選

定や、背景を確保する景域の設定などを進めます。 

 

３ 景観重要建造物・景観重要樹木の保全 

 長浜を象徴する景観として、まちのなかに点在する重要な建造物や樹木が、次代においても

まちの魅力を保ち続けられるよう、広く市民のみなさんから景観重要建造物や景観重要樹木の

候補を募集し、指定を進めるとともに、日常的に管理しやすいしくみの検討や老朽化に対応し

た改修などの支援を進めます。 
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４ 景観と調和する屋外広告物の規制誘導 

 独自の歴史的なまちなみや自然景観、都市景観を守り、より魅力ある景観づくりを推進する

ため、本市では独自の屋外広告物条例を平成24年４月１日から施行しています。条例では、規

制地域を市内全域にするとともに、市域を６つの地域に分け、各地域にふさわしい許可基準を

設けることで、地域の特性や用途に合ったきめ細かな規制誘導に取り組んでいます。また、琵

琶湖景観を保全するため色彩基準を導入するとともに、特に夜間において景観への影響が大き

い電光掲示板については、大きさや数量を制限するなど、屋外広告物の新たな取り組みを開始

しています。 

 今後は、違反広告物を是正指導するためのルールづくりを進めるとともに、違反広告物の簡

易除却を行うボランティア制度の導入などを検討します。 

 

５ 重要文化的景観の選定に向けた取り組み 

奥琵琶湖地域一帯の文化的景観は、琵琶湖水運を活かした湖上輸送や漁などによって脈々と

受け継がれてきた人々のくらしや営みと、入り組んだ湖岸線と険しい山々に囲まれた独特の地

形や風土が重なり合って、独特の文化的景観を形づくってきました。 

  こうした本市固有の文化的景観について、文化財保護法に基づく重要文化的景観の選定を目

指し、必要な調査や規制誘導、支援等を行います。 
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第２節 景観づくりを誘導する当面の取り組み 

 

 現在進められている各種計画や今後取り組むべき事業を景観づくりを誘導する当面の取り組み

と位置づけ、景観まちづくりを進めます。 

 

１ 歩いてみたくなる奥ゆきのある景観づくり 

 (1) メインストリートの顔づくり 

 長浜のメインストリートとなる道を中心として、沿道の修景やモニュメント、ポケットパー

クなどの整備、街路樹の植樹など、歩く視点で広がりのある景観、楽しくなる景観、絵になる

景観など心ときめく道路空間の演出に取り組みます。 

 （取組事業例）  ・シンボルロードの整備 

 (2) 心ときめくまちの小径づくり 

 中心市街地など住宅が密集した地域で、生活道路や路地裏などに広がるくらしと深く結びつ

いた景観については、庭や塀などの修景や植木などの緑を増やす取り組みなど、心ときめくな

かに郷愁を感じる景観づくりを促します。 

 （取組事業例）  ・近隣景観形成の促進支援 

          ・景観形成促進事業の創設・推進 

 

２ まちの魅力を高める間のある景観づくり 

 (1) 町家を活かしたまちなみづくり 

 長浜のまちの伝統的なくらしのスタイルが現れている町家の保全、活用や、これにあわせた

ファサードの改修を促すとともに、まちづくりファンドなどによるまちなみの連続した空間を

守るしくみを整え、住むことが楽しくなる景観づくりを進めます。 

 （取組事業例）  ・町家再生型まちなか居住プロジェクトの展開 

          ・まちなみを保全する住民参加型まちづくりファンドの活用 

 (2) まちなみを活かす間合いづくり 

 まちなみの空間としてのオープンスペースや眺望を大切にし、北国街道の電線類の修景や社

寺の持つ広がりのある空間の活用、通りが交差する辻から見通す眺望景観の保全など、間合い

を活かしたまちなみづくりを進めます。 

 （取組事業例）  ・北国街道の電線類の修景 

          ・眺望景観の保全計画 

          ・やわた夢生小路の道路整備 
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          ・大通寺周辺の道路整備 

 (3) 拠点としての魅力を高める都市空間づくり 

 鉄道駅の拠点であって、まちの中心を構成する長浜駅周辺では、伊吹山や琵琶湖の眺望を大

切にした都市空間の形成に取り組みます。また、新都市としての可能性と魅力をあわせ持つ田

村駅周辺では、駅周辺ランドマークとなっている長浜ドームや大学などの都市的施設と調和し

た新都市をイメージできる空間づくりに努めます。 

 （取組事業例）  ・長浜駅周辺拠点地区整備構想 

          ・南長浜新都市拠点地区整備構想 

 

３ くらしの移ろいを感じる広がりのある景観づくり 

 (1) 川を活かしたまちなみづくり 

 まちなみの骨格を構成する市街地の米川や十一川などの中小河川では、橋や石段、住宅の修

景など川とくらしの場が密接に結びついた景観の保全を促進します。 

 新たな景観要素となる長浜新川では、川沿いに並木のある景観を創り出すなど、都市の魅力

を感じ散策を楽しめる景観づくりに取り組みます。 

 （取組事業例）  ・近隣景観形成の促進支援 

          ・景観形成促進事業の創設・推進 

 (2) 緑が生きる山なみづくり 

 山なみの緑を守るため、里山の枯れ木の除去や下草狩り、間伐など山の手入れなどの森林整

備を進めるとともに、市民が山なみの眺望を保全・活用するしくみづくりに取り組みます。 

 （取組事業例）  ・里山のリニューアル事業 

          ・長浜市森づくり倶楽部による里山林整備の推進 

 (3) 農の営みがつくる里づくり 

 郊外の集落地では、農村の形態を保持している地域を貴重な景観資源ととらえ、農地の適切

な保全とともに、古民家の再生、田園の水路の保全・活用など農村集落の魅力ある景観づくり

を進めます。また、河川景観にくらしが色濃く現れている草野川周辺では、河岸と集落の家な

みの連続性が活かされる景観づくりを促します。 

 （取組事業例）  ・近隣景観形成の促進支援 

          ・景観形成促進事業の推進 

          ・農地・水・環境の保全向上対策 
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第３節 市民活動の推進に向けて 

 

景観まちづくりの主体となる市民活動を促すため、市民との協働による景観づくりのしくみを

整えるとともに、景観資産の発掘や景観づくり活動への支援などを進めます。 

 

１ 市民・NPOとの協働 

  これまで、長浜市では、市民の積極的なまちづくりの取り組みから景観形成もその一環とし

て進められてきました。こうした取り組みが、広がりのある市民活動として展開されるために

は、今後、地域における景観まちづくり活動の推進とあわせて、多様な主体により、新たな時

代に向けた取り組みが必要なことから、景観形成重点区域の拡大を視野に入れた、市民活動を

促進するしくみを整えます。 

 (1) 地域に応じた緩やかなルールづくり 

 これまでから活用されてきた近隣景観形成協定制度を引き続き活用し、地域の特性に応じた

緩やかなルールづくりを促し、創意と工夫に満ちた地域の景観づくりを進めます。 

 ※【近隣景観形成協定制度】滋賀県では、湖国にふさわしい潤いと個性ある風景を守り育て、

後世に伝えるため、昭和60年にふるさと滋賀の風景を守り育てる条例を施行しました。この

条例では、自治会など地域のまとまりのあるコミュニティ組織を単位として、建築物の形態・

意匠・色彩や緑化など、地域の景観を守り育てていくうえで重要な取り決めを結ぶことがで

きる協定制度が設けられています。 

 (2) 景観形成促進区域協議会制度の推進 

 コミュニティや土地利用などを単位として市民が主体となって景観づくりに重点的に取り組

む地域では、景観形成促進区域協議会の組織化を促し、地域の現状と課題の把握、景観の将来

像の検討を進めます。こうした地域を景観形成促進区域に指定し、景観まちづくりの目標や方

針、地域の特性を活かすための基準など良好な景観を誘導するルールづくりを促します。 

 (3) 景観形成重点区域協議会制度の推進 

 景観形成重点区域では、地域住民による景観形成重点区域協議会の組織化を促し、景観計画

に定めるルールに基づき、地域の魅力を高める景観づくりを進めます。また、行為の制限に関

する届出については、景観形成重点区域協議会において事前に審査し、地域の意向が十分に反

映された景観となるよう誘導します。 
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景観まちづくり市民活動展開図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルールに沿った景観づくり活動 

市民主体の景観づくり～長高い市民都市をめざして～ 

規制･誘導ルールによる 

景観づくりに取り組む 

地域の身近な景観 

づくりに取り組む 

景観形成促進区域の指定 

近隣景観形成協定の締結 

(自主的な景観づくりの取り決め) 

規制誘導に取り組むルールづくり 

景観づくり活動 

・まちの由緒書きなど表示板の設置 

・まちの空間を小道具で演出 

・フラワーポットなどの設置 

・地区のシンボルとなるポケット 

 パーク・コーナースポットなど 

 の設置・整備 

・緑化による景観整備  など 

景観形成促進区域協議会の組織化 

景観形成の将来像・景観づくりの進

め方を検討 

景観形成重点区域の指定 地区計画 

景観協定 

景観地区 

【長浜市景観まちづくり計画のしくみ】 【ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例のしくみ】 

 

景観形成重点区域の指定の提案 

景観形成重点区域協議会の組織化 
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長浜市内の近隣景観形成協定地区 

 

 

№ 協定地区名 協定名 協定者数 認定年度 

1 長浜市高月町雨森 ふるさと雨森の風景を守り育てる協定 115  S60 

2 長浜市今町 ふるさと今町美しいまちづくり協定 74  S62 

3 長浜市今川町 やすらぎ今川地域景観づくり協定 123  H1 

4 長浜市北国街道町衆の会 北国街道を守り育てる協定 68  H2 

5 長浜市下八木町 
「好きです！しもやぎ」うるわしい下八木の景観

を育てる協定 
109  H4 

6 長浜市元浜町 「博物館通り」住みよい美しい町づくり協定 42  H6 

7 長浜市西浅井町集福寺 青垣にキラリとひかる集福寺の郷づくり協定 51  H6 

8 長浜市南浜町 美しい南浜の景観を守り育てる協定 152  H6 

9 長浜市益田町 
「真清水の湧きでるまち、住んでみたい益田」の

景観を守り育てる協定 
59  H7 

10 長浜市西浅井町黒山 緑かおる黒山の歴史と石仏の里づくり協定 40  H9 

11 長浜市湖北町海老江 
光明皇后ゆかりの里大字海老江の明るいふる

里づくり協定 
53  H9 

12 長浜市西浅井町山門 山門区花と緑豊かなまちづくり協定 63  H11 

13 長浜市高月町東阿閉 東阿閉区ドイツの鐘が鳴る美しいまちづくり協定 90  H12 

14 長浜市高月町渡岸寺 洗心の郷渡岸寺美しい景観を育てる協定 37  H15 

15 長浜市神前西町、宮町、金屋町地区 やわた夢生小路癒しのまちづくり協定 36  H17 



                                       第３章 景観まちづくりの実現化方策 

 

108 

 (4) 地域を限定しない市民活動グループ（テーマ型）の育成 

 景観まちづくりは、地域を限定した取り組みだけでなく、市全域の景観づくりや景観資源に

応じたテーマ型などの景観づくりを進めることも大切であることから、横山はらっぱ倶楽部や

米川支流環境づくり協議会などの団体などからの申し出により景観まちづくり市民団体として

認定し、幅広い市民活動の展開を促します。 

 (5) 公共施設の整備への市民参加 

 公共建築物や公共施設の整備にあたっては、その形態や意匠に対して景観まちづくりを先導

する役割が求められます。このため、施設などの整備計画の段階から、関係する地域の住民を

はじめとして広く市民の意見を求め、長浜にふさわしい景観の創造に努めます。  

 

２ 景観資源の発掘と保全・活用 

 まちには、美しい自然、先人から受け継いできた歴史や伝統・文化など、長浜らしさを感じ

させる景観資源が数多く存在しています。また、このような歴史・文化資産や自然景観だけで

はなく、まちかどの石碑、道標、樹木、優れた生垣、橋など地域の人々が日常的に大切にして

いる小さな景観資産もたくさんあります。これらの地域景観を景観資源として発掘し、市民が

景観に目を向ける機会を創出するとともに、それらを評価、顕彰し、情報を広く公開するなど

市民の価値観の共有に努めます。 

 (1) 景観資源の情報蓄積と提供 

 長浜の景観や風景を市民みんなで共有し、地域の景観の状況や動向を把握するため、広域的

な自然景観などから地域の身近な景観まで長浜らしさを感じる景観資源を広く市民から募集し、

長浜の景観を構成する重要な要素として一元的に整理するなど、情報の収集と蓄積に努めます。

また、これらの地域の景観に関する情報を容易に提供できるよう景観資源を選定し、これらの

景観要素を活かし、様々な活動主体を有機的に結びつける景観まちづくりの展開を進めます。 

 (2) 景観まちづくりの顕彰 

 都市景観まちづくりに関する市民意識を向上させ、市民や事業者による積極的な取り組みを

促進するために、（仮称）景観まちづくり賞を設け、景観まちづくりに寄与する建築物や行為な

ど各種の優れた取り組みを評価し、表彰するしくみを整えます。実施にあたっては、頻度や部

門などを検討するとともに、市民参加による選定、受賞した取り組み事例の効果的な広報など、

市民に親しまれる賞となるよう取り組みます。 
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第４節 景観まちづくり情報の提供などの推進 

 

景観まちづくりに対する意識を高めるため、様々な手法により市民への情報提供や学習機会の

充実に努めるとともに、市民の相談に的確に対応できる体制づくりを進めます。  

 

１ 景観まちづくりに対する意識の醸成  

  景観まちづくりに対する意識を高めるため、景観まちづくりの考え方や景観資源をパンフレ

ットや広報紙、ホームページを活用した情報発信、景観まちづくりの方策や優れた事例等を紹

介するための写真展やパネル展など、様々な手法を通して活動事例などのＰＲを進めます。 

 

２ 景観まちづくりをサポートする相談体制の充実  

  市民が景観まちづくりを進めるためには、活動の方法や事例、専門的知識などに関する情報

の入手、行政や専門家による相談やアドバイスが重要となることから、市民が気軽に情報を入

手し、相談できる総合的な窓口やインターネットなどを活用した情報提供を充実します。 また、

景観に関わる専門家やまちづくりの実践者を「景観アドバイザー」として委嘱し、地域の景観

まちづくりの進め方や届出物件等に対する助言や指導ができるしくみを整えます。 

 

３ 景観まちづくりを学ぶ機会の充実  

  市民や事業者とともに景観形成重点区域の取り組み事例や市民が自由に意見交換を行うシン

ポジウム、景観まちづくりの学習機会となるまちなみ散歩会などを開催するとともに、その成

果を地域の景観づくりに活かすため、リーダーとなる人材の育成を進めます。また、若年層を

対象としたセミナーの開催や学校教育と連携した景観学習の展開、生涯学習講座の開設などあ

らゆる世代が景観まちづくりを学習できる機会の確保に努めます。 
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第５節 景観まちづくりを進める体制の確立 

 

景観まちづくりの体制を整備し、市、事業者、関係機関の連携を深めるとともに、職員の意識

を高め、一体的な取り組みを進めます。 

 

１ 市の体制の充実 

  景観行政を担当する組織を明確化し、関係部署との連携を強化するとともに、市民からの相

談や景観形成基準などに基づく届出行為に対して適切に助言・指導する窓口機能を確保するな

ど、総合的な視点で魅力ある都市景観の形成に取り組むことが可能となるような体制を整えま

す。また、公共施設の整備などでは、複数の部署にわたる取り組みが特に必要なことから、景

観形成の目標を共有するとともに、景観アドバイザー制度を活用した計画・設計、デザインの

評価など、横断的に調整・連携する体制を確保し、総合的・一体的な取り組みを進めます。 

 

２ 景観まちづくりを推進・審査する機関の設置 

  景観まちづくりには、市民・事業者・市民団体・専門家などと連携した取り組みが大切です。

このため、市の景観づくりに必要な事項を総合的に調査、審議する機関として、景観まちづく

りの推進に関わる市民、事業者、市民団体、専門家などで構成する「長浜市景観審議会」を景

観条例に基づいて設置します。景観審議会では、景観づくりに関する届出行為に対する審査や

助言・指導とあわせて本計画の推進や全市的な視点からの景観まちづくりに関係する施策の提

言などを行い、市民と行政が協働・連携した景観づくりを進めます。 

 

［推進体制のイメージ］ 
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３ 関係機関との連携 

  市内で公的な事業を実施する公共・公益機関による公共空間や施設の整備では、関係機関と

連携した景観づくりが求められます。このため、多くの主体の参画により幅広い内容について

協議できるよう、景観法に基づく景観協議会のしくみの活用なども検討し、関係機関・市民・

事業者・市民団体・専門家などと連携した景観まちづくり体制の整備に努めます。 

  また、自然景観など広域的に共有する景観資源の保全などでは、隣接する自治体や関係する

行政機関との連携が必要なことから、必要に応じて関係する自治体、国や県、その他関係機関

と協力し、良好な景観形成に努めます。 

  

４ 職員意識の向上 

  景観まちづくりを推進するためには、景観づくりに関わる職員の意識を高めていくことも大

切です。また、職員は、地域で展開される景観まちづくりを先導する立場となることから、景

観形成に関する意識の向上や知識の習得を図る職員研修などを充実させるとともに、地域の景

観づくりへの積極的な参加などを進めます。  

 

 

 



                                       第３章 景観まちづくりの実現化方策 

 

112 

 
景観まちづくりの実現化方策体系図 
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景観まちづくり計画の充実 
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