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Ⅳ 行為の制限に関する事項 

１．景観形成基準 

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

たものとなるよう、良好な景観の形成に関する方針の実現化に向け定めるものです。 

なお、行為の制限にあたっては、よりきめの細かい景観形成基準の運用が効果的であ

るため、「一般地区・眺望保全地区」と「重点地区」について、次のとおり景観形成基

準を定めます。 

 

(1) 一般地区・眺望保全地区の景観形成基準の考え方 

一般地区の景観形成基準は、重点地区に指定された区域を除く市全域に適用されま

す。また、眺望保全地区においては、眺望保全地区の基準が重ねて適用されます。 

それぞれのゾーンや地区における良好な景観の形成に関する方針を具体化するため、

全てのゾーン・地区に適用される基本的基準と、各ゾーン・地区の景観特性に応じて

適用されるゾーン・地区独自の基準に分けられます。 

これらの基準の組み合わせは次のとおりです。 

 

□一般地区・眺望保全地区の景観形成基準の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般地区・眺望保全地区の景観形成基準 

 

 

基本的基準 

 

 

ゾーン・地区独自の基準 

 
＋ 

全ての区域に適用される基準 特性に応じて適用される基準 
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(2) 一般地区・眺望保全地区の景観形成基準 

① 建築物又は工作物の新築（新設）、増築、改築若しくは移転、外観を変更するこ

ととなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 

ア．基本的基準 

項目 景観形成基準 

規
模
・
配
置 

規模・配置 

○周辺の建築物等や地形との連続性及び一体性が保たれる規

模・配置とすること。 

・周辺に社寺林や防風林等の樹林地等がある場合は、でき

る限りその高さ以内にとどめる規模となるよう配慮する

こと。 

・山稜の近傍においては、できるだけ稜線を乱さない規

模・配置とすること。 

・公園や緑地等に隣接する場合は、配置を工夫し、一体的

な空間が創出されるよう配慮すること。 

壁面 

○壁面は、立地条件にあわせて、後退させるか、周辺の建築

物等と位置を揃え、周辺の景観との調和に配慮すること。 

・壁面の位置は、道路からできる限り後退するか、やむを

得ず後退できない場合は、歩行者等に圧迫感を感じさせ

ないよう壁面の前面部を生垣や植栽等により修景するこ

と。ただし、周辺の建築物等の壁面の位置が揃っている

場合はこの限りではない。 

形
態
意
匠 

形態意匠 

○周辺の建築物等や地形との調和に配慮し、全体的にまとま

りのある形態意匠とすること。 

・反射性のある素材を壁面の大部分や屋根に使用すること

は避け、周辺の景観から突出しないよう配慮すること。 

・歴史的まちなみや集落景観の整っている地域、まとまり

のある農地に近接する場合は、形態意匠を工夫し、隣地

や周辺の景観との調和に配慮すること。 

外壁 

○壁面の仕様を適度に分けるなど、屋根、壁面、開口部等の

意匠の工夫により、圧迫感や違和感を生じないよう配慮す

ること。 

屋根 

○勾配屋根又はそれに類する屋根形状とするなど、周辺の地

形との調和に配慮すること。ただし、屋上緑化等の環境に

配慮した屋根構造となっているものはこの限りではない。 

色
彩 

 
○色彩は落ち着いたものとし、周辺の景観との調和に配慮す

ること。 

外壁 

・建築物等の外壁については、派手で周囲の景観から突出

しやすい高彩度色や明清色（明るく色味の強い色彩）を

避けるものとし、別表の数値基準の通りとする。ただ

し、着色していない木材、土壁等の自然素材や無彩色の

ガラス等の材料によって仕上げられる部分の色彩又は見

付面積の５分の１未満の範囲内でアクセント色として着

色される部分の色彩（伊勢志摩国立公園の普通地域の

み）については、この限りでない。 
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項目 景観形成基準 

屋根 

・建築物等の屋根については、派手で周囲の景観から突出

しやすい高彩度色や、まちなみや自然の緑と対比の強い

高明度色を避けるものとし、別表の数値基準の通りとす

る。 

素材 

○素材そのものの良さを形態意匠に活かし、周辺の景観との

調和に配慮すること。 

・石材など耐久性に優れた素材や、自然素材、伝統的素材

などを外観に採り入れ、年数とともに周辺の景観に溶け

込むよう配慮すること。 

附属建築物 

○道路や公園、誇れる視点場等の公共の場から望見できる車

庫、立体駐車場、機械室等の附属建築物や屋外階段等は主

体となる建築物等と調和させ、一体感のあるものとするこ

と。 

附属設備 

○附属設備は、道路や公園、誇れる視点場等の公共の場から

露出しない位置に設けるか、ルーバーで覆うなど修景を行

うこと。 

外構 

○敷地をフェンスや塀、垣等で囲う場合は、生垣や石垣等の

自然素材又はこれに類する素材を使用し、歩行者等に対す

る圧迫感の軽減、周辺の景観との調和に配慮すること。ま

た、透視可能な柵を設置する場合は、高さを抑え圧迫感を

軽減するとともに、茶系や灰茶系、灰系の色彩を基本とす

ること。 

○擁壁が生じる場合には、既存の石積みの再使用や緑化ブロ

ック等による修景など、形態や仕上げの工夫により、単調

さや圧迫感の軽減や、集落景観の継承に配慮すること。 

敷地の緑化 

○行為地内においては、できる限り多くの部分を緑化するこ

と。 

・緑化の際は、地域に自生し、周辺の景観と調和のとれた

樹種を用いるよう配慮すること。 

・行為地にある樹形又は樹勢の優れた樹木は、できる限り

保存又は移植し、修景等に活かすこと。 

夜間の照明 

○夜間の屋外照明は、過剰な光が周囲に散乱しないようにす

るなど、照明の方法や設置場所を工夫し、周辺の状況に応

じた夜間景観を演出するよう配慮すること。 

その他 
○行為地内の既存建築物等が景観を阻害している場合は、増

築等にあわせてできる限り周辺の景観に調和させること。 

景
観
資
源
へ
の
配
慮 

 
○行為地が文化財、特徴的な建造物や樹木等の景観資源に近

接する場合は、その保全に配慮すること。 

規模・配置 
・景観資源に近接して圧迫感のある壁面等が生じないよ

う、規模や配置を工夫すること。 

形態意匠 
・景観資源に近接する外壁や屋根の形態意匠、色彩や素材

は、景観資源との調和に配慮すること。 

附属建築物 

・附属設備 

・景観資源に近接して附属建築物や附属設備を設けないよ

う工夫すること。 
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項目 景観形成基準 

電気・通信施設 

○携帯電話基地局等の設置にあたっては、以上の項目に加

え、設置場所や形状等について以下のことを工夫し、周辺

景観との調和に配慮すること。 

・必要最低限の高さに抑えること。 

・主要な道路等からできるだけ離して設置すること。 

・行為地の周辺に歴史的まちなみや集落景観の整っている

地域がある場合、そこから目立つ場所は避けて設置する

こと。 

・上部を小さくするなど、安定感のある印象をあたえる形

態とすること。 

・山地や樹林地が背景となる場合は、背景となる樹木等に

溶け込むように、茶系で低明度のもの（マンセル値

10YR2.0/1.0程度）又は灰色で低明度のもの（マンセル

値N4.5程度）とすること。 

・上記以外の場所においては、空に溶け込むように、灰色

で中明度のもの（マンセル値N7.0程度）とすること。た

だし、設置場所周辺の状況から別途配慮が必要な場合

は、この限りでない。 

・公共の場から望見できる場所に設備機器類を設置し、フ

ェンス等で囲う場合は、フェンス等は設備機器類を含め

て茶系で低明度（マンセル値10YR2.0/1.0程度）のもの

とするとともに、遮へい効果のある生垣等を敷地周囲に

配置するなど緑化に配慮すること。 

太陽光発電施設 

・太陽光発電施設の最上部は、できる限り低くし、周囲の

景観から突出しないよう配慮すること。 

・太陽光発電施設は、植栽等で目隠しを行うなど、道路等

の公共の場所から容易に目立たないよう配慮すること。 

・太陽光発電施設等を使用または設置する場合は、周辺景

観との調和に配慮すること。 

・太陽光パネルの色彩は、黒、ダークグレー又は濃紺色な

どで光沢や反射が少なく、目立たないものとすること。 

・太陽光発電施設等のフレームや架台、脚部、附属設備、

フェンス等は、道路等の公共の場所から容易に目立たな

いように、位置や形状、色彩に配慮すること。ただし、

遮へい効果のある生垣や板塀等を敷地周囲に配置するな

ど、周辺景観との調和に配慮した場合はこの限りでな

い。 
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項目 景観形成基準 

風力発電施設 

・規模はできる限り小さくし、尾根線上・丘陵地・高台・海

岸線沿い等においては、スカイラインやその他の眺望に対

して過大でない規模とすること。 

・地形、植生等の地物を活かし、風力発電施設が目立たない

位置に配置すること。 

・風力発電施設を複数設置する場合は、立地等の状況に応じ

て整然と配置すること。 

・目立たない色彩（溶融亜鉛めっき及び低光沢処理（リン酸

塩処理）を施し、外装色がつやのないグレー（Ｎ４．５程

度））や反射の少ない素材を採用するなど、景観に配慮し

たものとすること。 

・附属建築物及び附属設備は、周囲の景観と調和した色彩及

び素材とすること。 

 

イ．ゾーン独自の基準 

【山地・里山ゾーン】 

山地・里山ゾーンでは、基本的基準に加えて、以下の基準が適用されます。 

項目 景観形成基準 

太陽光発電施設 

・誇れる視点場から望見できる場所や山の斜面への設置は

避けること。やむを得ず設置する場合は、人工物（土台

や支柱を含む）の存在感や反射光を軽減させる工夫をす

ること。 

 

【里海・熊野灘沿岸ゾーン】 

里海・熊野灘沿岸ゾーンでは、基本的基準に加えて、以下の基準が適用されます。 

項目 景観形成基準 

規
模
・
配
置 

規模・配置 

・海岸付近においては、海側の敷地境界線から建築物等を

できる限り後退するなど、規模・配置を工夫し、行為地

周辺の海岸からの圧迫感の軽減や、周辺の橋や対岸など

からの開放感ある眺望の確保に配慮すること。 

・行為地周辺の道路や公園、誇れる視点場等の公共の場か

ら海が見通せる場合は、規模・配置を工夫し、海への眺

望が確保できるよう配慮すること。 

形態 

意匠 
形態意匠 

・海岸付近においては、壁面等の形態意匠を工夫し、開放

感と親水性に富んだ空間の創出に配慮すること。 

敷地の緑化 ・海辺の雰囲気を醸し出す樹種の植栽に努めること。 

太陽光発電施設 

・誇れる視点場から望見できる場所や山の斜面への設置は

避けること。やむを得ず設置する場合は、人工物（土台

や支柱を含む）の存在感や反射光を軽減させる工夫をす

ること。 



48 

 

【市街地ゾーン】 

市街地ゾーンでは、基本的基準に加えて、以下の基準が適用されます。 

項目 景観形成基準 

規
模
・
配
置 

壁面 

・街路景観の整っている地域においては、できる限り壁面

線を統一し、隣地や周辺との連続性に配慮するととも

に、低層部分は壁面をセットバックするなど、ゆとりあ

る空間の創出に配慮すること。 

形態 

意匠 
外壁 

・商業・業務地においては、低層階の壁面の素材や形態意

匠を工夫し、歩行者等に対するゆとりと開放感の確保

や、にぎわいのあるまちなみの演出に配慮にすること。 

敷地の緑化 
・多くの部分が緑化できない場合は、シンボルツリー等の

植栽により、通りに彩りを添えるよう配慮すること。 

 

【沿道ゾーン（内陸型）】 

沿道ゾーン（内陸型）では、基本的基準に加えて、以下の基準が適用されます。 

項目 景観形成基準 

規模 
・ 

配置 
壁面 

・建物が連担している地域においては、周辺の建築物の高

さを超える高層部の壁面をできる限り後退させ、圧迫感

の軽減に配慮すること。 

敷地の緑化 ・接道部や角地、駐車場等は積極的に緑化すること。 

太陽光発電施設 
・太陽光発電施設（柵塀等含む）は、敷地境界からできる

限り後退し、圧迫感の軽減に配慮すること。 

 

【沿道ゾーン（沿岸型）】 

沿道ゾーン（沿岸型）では、基本的基準に加えて、以下の基準が適用されます。 

項目 景観形成基準 

規
模
・
配
置 

規模・配置 

・海岸付近においては、海側の敷地境界線から建築物等を

できる限り後退するなど、規模・配置を工夫し、行為地

周辺の海岸からの圧迫感の軽減や、周辺の橋や対岸など

からの開放感ある眺望の確保に配慮すること。 

・行為地周辺の道路や公園、誇れる視点場等の公共の場か

ら海が見通せる場合は、規模・配置を工夫し、海への眺

望が確保できるよう配慮すること。 

壁面 

・建物が連担している地域においては、周辺の建築物の高

さを超える高層部の壁面をできる限り後退させ、圧迫感

の軽減に配慮すること。 

形態 

意匠 
形態意匠 

・海岸付近においては、壁面等の形態意匠を工夫し、開放

感と親水性に富んだ空間の創出に配慮すること。 

敷地の緑化 
・接道部や角地、駐車場等は積極的に緑化すること。 

・海辺の雰囲気を醸し出す樹種の植栽に努めること。 

太陽光発電施設 
・太陽光発電施設（柵塀等含む）は、敷地境界からできる

限り後退し、圧迫感の軽減に配慮すること。 
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ウ．眺望保全地区の基準 

【横山展望台眺望保全地区】 

横山展望台眺望保全地区では、基本的基準並びに行為地が属するゾーンの基準に加

えて、以下の基準が適用されます。 

項目 景観形成基準 

規模 

・ 

配置 

規模・配置 

・建築物等の高さをできる限り抑え、横山展望台からの眺

望を阻害しないよう配慮すること。なお、伊勢志摩国立

公園の特別地域においては、自然公園法施行規則第11条

により定められた高さ以下に抑えること。 
参考  自然公園法施行規則（以降「規則」という。）第11条「特別地域、

特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準」における

「高さ」関連する部分の要旨  

・規則第11条第２項：当該建築物の高さ（避雷針及び煙突を除いた建

築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。）が13メートル

（その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築

にあつては、既存の建築物の高さ）を超えないものであることとする。

ただし、既存建築物の改築等であつて、建築物の屋根及び壁面の

色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でない

場合は、この限りでない。 

・規則第１１条第４項２号：分譲地等内における建築物の新築、改築又

は増築にあつては、当該建築物が２階建以下であり、かつ、その高さ

が10メートル（その高さが現に10メートルを超える既存の建築物の改

築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ）を超えないものであ

ること。 

形
態
意
匠 

形態意匠 

・建築物等の高層部や塔屋への過剰な装飾は避け、横山展

望台からの眺望を阻害しないよう配慮すること。 

・塔屋を設ける場合、壁面や屋根が主体となる建築物等と

一体感のあるものとすること。 

屋根 
・主体となる建築物等および塔屋の屋根は10分の３～５勾

配のある勾配屋根とするよう配慮すること。 

色彩 

・アクセント色の使用は、横山展望台から望見できない部

分に限るものとし、良好な眺望景観を阻害しないよう配

慮すること。 

素材 

・横山展望台から視認できる部分への反射性素材の使用を

避け、良好な眺望景観の保全に配慮すること。ただし、

太陽光発電パネルなど環境配慮型の反射性素材を使用す

る場合は、設置方法や場所を工夫し、横山展望台から目

立たないよう配慮すること。 

電気・通信施設 
・横山展望台からの眺望を妨げる場所は避けて設置するこ

と。 

太陽光発電施設 

・誇れる視点場から望見できる場所や山の斜面への設置は

避けること。やむを得ず設置する場合は、人工物（土台

や支柱を含む）の存在感や反射光を軽減させる工夫をす

ること。 

風力発電施設 
・視点場から見た場合に、英虞湾への眺望景観を遮らない

ように配置の工夫をすること。 
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【桐垣展望台眺望保全地区】 

桐垣展望台眺望保全地区では、基本的基準並びに行為地が属するゾーンの基準に加

えて、以下の基準が適用されます。 

項目 景観形成基準 

規模 

・ 

配置 

規模・配置 

・建築物等の高さをできる限り抑え、桐垣展望台からの眺

望を阻害しないよう配慮すること。なお、伊勢志摩国立

公園の特別地域においては、自然公園法施行規則第11条

により定められた高さ以下に抑えること。 
参考  自然公園法施行規則（以降「規則」という。）第11条「特別地域、

特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準」における

「高さ」関連する部分の要旨  

・規則第11条第２項：当該建築物の高さ（避雷針及び煙突を除いた建

築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。）が13メートル

（その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築

にあつては、既存の建築物の高さ）を超えないものであることとする。

ただし、既存建築物の改築等であつて、建築物の屋根及び壁面の

色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でない

場合は、この限りでない。 

・規則第１１条第４項２号：分譲地等内における建築物の新築、改築又

は増築にあつては、当該建築物が２階建以下であり、かつ、その高さ

が10メートル（その高さが現に10メートルを超える既存の建築物の改

築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ）を超えないものであ

ること。 

形
態
意
匠 

形態意匠 

・建築物等の高層部や塔屋への過剰な装飾は避け、桐垣展

望台からの眺望を阻害しないよう配慮すること。 

・塔屋を設ける場合、壁面や屋根が主体となる建築物等と

一体感のあるものとすること。 

屋根 
・主体となる建築物等および塔屋の屋根は10分の３～５勾

配のある勾配屋根とするよう配慮すること。 

色彩 

・アクセント色の使用は、桐垣展望台から望見できない部

分に限るものとし、良好な眺望景観を阻害しないよう配

慮すること。 

素材 

・桐垣展望台から視認できる部分への反射性素材の使用を

避け、良好な眺望景観の保全に配慮すること。ただし、

太陽光発電パネルなど環境配慮型の反射性素材を使用す

る場合は、設置方法や場所を工夫し、桐垣展望台から目

立たないよう配慮すること。 

電気・通信施設 
・桐垣展望台からの眺望を妨げる場所は避けて設置するこ

と。 

太陽光発電施設 

・誇れる視点場から望見できる場所や山の斜面への設置は

避けること。やむを得ず設置する場合は、人工物（土台

や支柱を含む）の存在感や反射光を軽減させる工夫をす

ること。 

風力発電施設 
・視点場から見た場合に、英虞湾への眺望景観を遮らない

ように配置の工夫をすること。 
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② 開発行為又は土地の開墾その他の土地の形質の変更（土石の採取又は鉱物の掘採

を除く。） 

一般地区全域において以下の基本的基準のみが適用されます。 

項目 景観形成基準 

形態意匠 

○できる限り現況の地形を活かし、長大なのり面又は擁壁が

生じないようにすること。やむを得ず生じる場合は、のり

面をゆるやかな勾配とするか、分割し、圧迫感を軽減する

よう配慮すること。また、擁壁は石積みや緑化ブロック等

により修景するよう配慮すること。 

緑化 

○のり面や敷地の外周等は、できる限り多くの部分を緑化す

ること。 

・のり面は、緑化のためにできる限り緩やかな勾配とし、

周辺の植生と調和のとれた樹種により緑化すること。 

・行為地にある樹木は、できる限り保存又は移植し、修景

等に活かすこと。 

 

③ 土石の採取又は鉱物の掘採 

一般地区全域において以下の基本的基準のみが適用されます。 

項目 景観形成基準 

採取の方法 

○土石の採取又は鉱物の掘採の位置や規模を工夫し、道路

や公園、誇れる視点場等の公共の場から目立ちにくくす

ること。 

遮へい 

○行為地が公共の場から見える場合は、できる限り植栽又

は塀等により遮へいし、背景や周辺の景観との調和に配

慮すること。 

緑化 
○採取又は掘採の跡地は、できる限り周辺の植生と調和し

た緑化を行うこと。 

 

④ 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 

一般地区全域において以下の基本的基準のみが適用されます。 

項目 景観形成基準 

集積・貯蔵の方法 

○集積又は貯蔵の位置や規模を工夫し、道路や公園、誇れ

る視点場等の公共の場から目立ちにくくするとともに、

積み上げる高さをできる限り低くするなど、整然とした

集積又は貯蔵とすること。 

遮へい 

○行為地が公共の場所から見える場合は、できる限り植栽

又は塀等により遮へいし、周辺の景観との調和に配慮す

ること。 
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（別表）色彩基準 

(10R=0YR) 
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（参考）色彩の推奨基準 

 

 

 

 

志摩市景観計画区域は、

全域が伊勢志摩国立公園に

指定されており、伊勢志摩

国立公園管理計画に「許

可・届出等取扱方針」が定

められています。 

この中で、色彩について

は屋根色として「暗緑色、

焦げ茶色、黒色」、外壁色

として「茶系色、暗灰色、

白色、クリーム色、ベージ

ュ色」を基準としているた

め、この取扱方針を数値化

し、概略のマンセル値範囲

として示したものを、色彩

の推奨基準として定めま

す。 
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(3) 重点地区の景観形成基準の考え方 

重点地区においては、原則すべての行為に対して基本的基準が適用されます。 

また、基本的基準に加えて、地区住民や事業者との合意に基づき、各地区独自の良

好な景観を形成するため、景観特性に応じた、よりきめの細かい景観形成基準を定め

ていきます。 
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２．届出を要する行為 

(1) 一般地区・眺望保全地区 

一般地区および眺望保全地区において、届出を要する行為は次のとおりです。 

対象行為と規模 

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外

観を変更することとなる修繕若しくは模様替又

は色彩の変更 

高さ10ｍを超えるもの又は建築面積500㎡を

超えるもの 

工
作
物
の
新
設
、
増
築
、
改
築
若
し
く
は
移
転
、
外
観
を
変
更
す
る 

こ
と
と
な
る
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
又
は
色
彩
の
変
更 

①煙突（支枠及び支線があるものに

ついては、これらを含む。）その他これ

に類するもの 

高さ10ｍを超えるもの 

②架空電線路用の鉄筋コンクリート

造の柱、鉄柱、木柱その他これらに

類するもの 

高さ30ｍを超えるもの 

③鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木

柱その他これらに類するもの（前号に

掲げるものを除く。） 

高さ10ｍを超えるもの 

④装飾塔、記念塔その他これらに類

するもの（屋外広告物及び屋外広告

物を掲出する物件を除く。） 

⑤高架水槽、サイロ、物見塔その他こ

れらに類するもの 

⑥擁壁、さく、塀 高さ５ｍを超え、かつ、長さ10ｍを超えるもの 

⑦ウォーターシュート、コースター、メリ

ーゴーラウンド、観覧車その他これら

に類する遊戯施設 

高さ10ｍを超えるもの 

⑧アスファルトプラント、コンクリートプ

ラント、クラッシャープラントその他これ

らに類するもの 

高さ10ｍを超えるもの又は築造面積500㎡を

超えるもの 

 

⑨自動車車庫の用途に供するもの 

 

⑩汚物処理場、ごみ焼却場その他の

処理施設の用途に供するもの 

⑪①から⑩に掲げる工作物のうち、建

築物と一体となって設置されるもの 

建築物の上端から当該工作物の上端までの

高さが５ｍを超え、かつ、地盤面から当該工作

物の上端までの高さが10ｍ（②に掲げるものに

あっては30ｍ）を超えるのもの。 

⑫太陽光発電設備（同一敷地内若し

くは一団の土地又は水上に設置する

ものに限る。ただし、建築物の屋

根、屋上等に設置するものを除

く。）及び風力その他の再生可能エ

ネルギー源を利用した発電設備 

高さ10ｍを超えるもの又は築造面積500㎡を

超えるもの 

⑬その他の工作物 高さ10ｍを超えるもの又は築造面積500㎡を

超えるもの 
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対象行為と規模 

開発行為（都市計画法第４条第12項に規定

する開発行為） 

行為に係る土地の面積が3,000㎡を超えるも

の又は行為に伴い生ずる擁壁又はのり面の

高さが５ｍを超え、かつ、長さ10ｍを超えるもの 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その

他土地の形質の変更 

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他

の物件の堆
たい

積 

行為に係る土地の面積が3,000㎡を超えるも

の又はその高さが５ｍを超えるもの 

※増築・改築などを行った後の全体の規模が、各欄に定める規模を超えている場合届出が必要となります。  

  

一般地区及び眺望保全地区において、届出を要しない行為は次のとおりです。 

○ 景観法第16条第７項各号に規定する行為 

○ 景観法第16条第７項第11号に基づく志摩市景観条例に規定する行為 

 

また、景観法第17条第１項に規定する条例で定める特定届出対象行為は、次に掲げ

る行為とします。 

○ 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替え又は色彩の変更 

○ 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替え又は色彩の変更 

 

(2) 重点地区 

重点地区においては、原則全ての行為が届出の対象となりますが、届出を要しない

行為は次のとおりです。 

○ 景観法第 16 条第７項各号に規定する行為 

○ 景観法第 16 条第７項第 11 号に基づく志摩市景観条例に規定する行為 

 

また、景観法第17条第１項に規定する条例で定める特定届出対象行為は、次に掲げ

る行為とします。 

○ 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替え又は色彩の変更 

○ 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替え又は色彩の変更 
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Ⅴ その他良好な景観形成に関する事項 
１．景観重要建造物の指定の方針 

地域の景観を特徴づける建造物は、本市における良好な景観の形成上重要であること

から、次に示す項目のいずれかに該当するものを、景観重要建造物の指定に向け検討し

ていきます。 

 

景観重要建造物の指定の方針 

○地域の歴史・文化が建造物（これと一体となって良好な景観を形成している土地そ

の他の物件を含む。以下同じ。）の形態意匠に色濃く現れているもの又は造形の規

範となっているもので、再現することが容易でないもの  

○多くの市民に親しまれているもので、よく維持管理され、地域のランドマークとな

っているもの 

○その他優れた外観を有し、本市の景観形成上重要な役割を有するもの 

 

２．景観重要樹木の指定の方針 

景観形成上重要であり、道路など公共の場所から望見できる地域の景観を特徴づける

樹木のうち、次に示す項目のいずれかに該当するものを、景観重要樹木の指定に向け検

討していきます。 

 

景観重要樹木の指定の方針 

○地域の自然、歴史・文化が色濃く現れており、樹姿や樹勢が優れているもの 

○由緒、由来のある樹木で古くから地域住民に親しまれ、よく維持管理され、地域の

ランドマークとなっているもの 

○その他優れた樹容を有し、本市の景観形成上重要な役割を有するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安乗埼灯台 おりきの松 

大王埼灯台 
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３．屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関す

る事項 

(1) 屋外広告物の表示及び掲出に関する基本的事項 

屋外広告物は、本市の観光保養地等への魅力あるアプローチ道路の沿道景観形成に

影響を与える重要な要素です。 

このため、三重県屋外広告物条例に基づき、行為の制限を図るとともに、特に良好

な景観の維持及び形成を図るべき地区においては、屋外広告物沿道景観地区制度の活

用をするなどにより規制・誘導を図ります。 

 

(2) 屋外広告物の表示及び掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する基本的事項 

屋外広告物の表示及び掲出する物件の設置に関する行為の制限を次のとおり定めま

す。 

 

地区 屋外広告物の表示及び掲出に関する基本的事項 

山地・里山ゾーン 

里海・熊野灘沿岸ゾーン 

市街地ゾーン 

三重県屋外広告物条例に基づき規制・誘導を図ります。 

沿道ゾーン 

沿道ゾーンについては、三重県屋外広告物条例の規定

に基づき屋外広告物沿道景観地区制度の運用により規制

強化を図ります。 

【屋外広告物沿道景観地区】 

・伊勢志摩屋外広告物沿道景観Ｃ地区 
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４．景観重要公共施設の整備に関する事項 

(1) 景観重要公共施設の基本的な考え方 

道路、河川、公園などの公共施設は、地域の景観を構成する重要な要素のひとつで

あり、良好な景観形成を推進するためには、公共施設が先導的な役割を果たすことが

重要となります。 

このため、市の景観の骨格を形成するものや景観形成上重要な地区などにあるもの

は、景観重要公共施設に位置づけ、整備や維持管理に際してはその公共施設周辺の景

観特性に十分配慮し、地域の景観資源となるような整備を行うものとします。 

 

① 景観重要公共施設の指定の考え方 

景観重要公共施設の指定の対象は、次のいずれかの指定の考え方に該当する施設

とし、景観に配慮した整備の進捗状況や良好な景観形成による効果（※）などをふ

まえ、指定していきます。 

 

景観重要公共施設の指定の考え方(いずれかに該当するもの) 

○重点地区や重点候補地区、沿道ゾーン内にあるもの 

○重点地区や重点候補地区、沿道ゾーンに近接するもので、地域の良好な景観の形

成を先導していく必要があるもの 

○市民の憩いや散策の場として親しまれているもの、或いは地域のシンボルとなっ

ており、良好な景観の形成を図る上で重要なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 整備方針や基準の考え方 

指定された景観重要公共施設については、良好な景観の形成に関する方針や景観

形成基準等をふまえ、整備に関する方針や必要に応じて占用許可の基準を定めます。 

重点地区や重点候補地区等における公共施設については、整備時だけでなく維持

管理や補修等の機会をとらえ、良好な景観の形成を推進していくことが有効であり、

整備に関する方針等は対象となる公共施設の計画や事業の進捗状況、維持管理の状

況にあわせた適切な内容とします。 

（※）「景観に配慮した整備の進捗状況や良好な景観形成による効果」をふまえた、景観重

要公共施設選定の基準 

選定基準Ａ．景観重要公共施設の指定の考え方における「重点地区や重点候補地区、沿

道ゾーン内にあるもの」を優先的に景観重要公共施設として指定していく。 

選定基準Ｂ．選定基準Ａのうち、区域が明確に定まっている「重点地区」や「沿道ゾーン」内

にある主要な道路等は、原則全て景観重要公共施設として指定していく。 

選定基準Ｃ．区域が明確に定まっていない「重点候補地区」内にある主要な道路等は、景

観に配慮した整備が実施済みのものを優先的に景観重要公共施設として指定していく。 

選定基準Ｄ．区域が明確に定まっていない「重点候補地区」内にある主要な道路等で、景

観に配慮した整備がなされていないもののうち、志摩市都市計画マスタープラン地域別構

想に基づくまちづくり組織が設置され、良好な景観形成による効果が期待できる地区内の

主要な道路等を優先的に景観重要公共施設として指定していく。 
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(2) 景観重要公共施設の整備に関する方針等の考え方 

景観重要公共施設は、公共施設の整備状況の位置づけに応じ、次に示す方針に基づ

き、公共施設ごとに整備に関する方針等を定めます。 

 

① 景観重要道路の整備に関する方針、占用許可の基準 

景観重要道路 

整備に関す

る方針 (法

第 8 条第

2 項第 4 ﾛ) 

良好な景観の形成に関する方針に配慮するとともに、次の方針に基づき

整備する。 

①現在形成されている良好な道路景観を維持することとし、改修等に際

しても、現在の道路景観の継承に配慮する。 

②地区の歴史性や各道路の位置づけをふまえ、舗装材の美装化、道路上

の電柱の民地等への移設などにより沿道のまちなみの保全や調和に配

慮し、歩行者が楽しみながら回遊できる景観を形成する。 

③本市或いは各地区におけるシンボル的な道路として、街路樹や低木植

栽、潤いのあるのり面や小公園などにより、潤いあるアプローチ景観

の形成に配慮するとともに、これらの適切な維持管理を行う。 

④道路線形は、新たに発生するのり面や切土面、護岸が出来る限り長大

なものとならないような設計に配慮する。 

⑤のり面や切土面には出来る限り緑化を施し、修景するよう配慮する。 

⑥道路附属施設の整備等にあたっては、周辺の景観との調和に配慮した

色彩（亜鉛メッキ仕上げ又はダークブラウン（ （マンセル値 10YR 

2.0/1.0）と同等の色））やデザインとする。ただし、設置場所周辺の

状況から別途配慮が必要な場合は、この限りでない（「景観に配慮し

た道路附属物等ガイドライン（平成 29 年 10 月）／道路のデザインに

関する検討委員会（国土交通省）」を参考とする）。 

⑦改修等に際しては、路線の景観に大きく影響を与えるような計画的に

連続して行う場合に上記方針を適用し、通常の維持管理行為の場合な

ど小規模改修の場合は、上記②、③、⑤、⑥は適用除外とする。 

占用許可の

基準 (法第

8 条第 2

項第 4 ﾊ) 

⑧工作物の設置は、通りの見通しや通りからの眺望景観を妨げる位置、

その他景観上重要な場所には設置しないものとする。ただし、まちな

みや周辺景観との調和に配慮した場合には、この限りではない。 

⑨工作物の形態意匠は、周辺の景観から突出しないよう配慮すること。 

⑩工作物の色彩は、次の表のとおりとする。ただし、通常の管理行為や

同色による塗装の塗り替え、自然素材の使用に努めるなど周辺環境と

の調和に配慮したもの、道路標識の表示面など法令で定めのあるもの

や三重県屋外広告物条例に基づき許可申請される屋外広告物の表示

面、或いは安全上やむを得ない場合はこの限りではない。 

色相 明度 彩度 

10Ｒ～５Ｙ 
８以上の場合 ４以下 

８未満の場合 ６以下 

Ｒ、5.1Ｙ～10Ｙ ― ４以下 

その他 ― ２以下（無彩色を含む） 
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② 景観重要漁港の整備に関する方針、占用許可の基準 

景観重要漁港 

整備に関す

る方針 (法

第 8 条第

2 項第 4 ﾛ) 

良好な景観の形成に関する方針に配慮するとともに、次の方針に基づき

整備する。 

⑪現在形成されている良好な漁港の景観を維持することとし、改修等に

際しても、現在の漁港の景観の継承に配慮する。 

⑫施設整備にあたっては、漁港周辺の景観特性との調和に配慮し、落ち

着きのある色彩や素材により色彩を統一し、経年変化と共に風格が増

す景観を形成する。 

⑬柱状施設の整備等にあたっては、周辺の景観との調和に配慮した色彩

（亜鉛メッキ仕上げ又はダークブラウン（（マンセル値 10YR 2.0/1.0）と

同等の色））やデザインとする。ただし、設置場所周辺の状況から別

途配慮が必要な場合は、この限りでない。 

⑭改修等に際しては、漁港の景観に大きく影響を与えるような計画的に

連続して行う場合に上記方針を適用し、通常の維持管理行為の場合な

ど小規模改修の場合は、上記⑫、⑬は適用除外とする。 

占用許可の

基準 (法第

8 条第 2

項第 4 ﾊ) 

⑮工作物の設置は、港への見通しを妨げる位置その他景観上重要な場所

には設置しないものとする。 

⑯工作物の形態意匠は、周辺の景観から突出しないよう配慮すること。 

⑰工作物の色彩は、次の表のとおりとする。ただし、通常の管理行為や

同色による塗装の塗り替え、自然素材の使用に努めるなど周辺環境と

の調和に配慮したもの、道路標識の表示面など法令で定めのあるもの

や三重県屋外広告物条例に基づき許可申請される屋外広告物の表示

面、或いは安全上やむを得ない場合はこの限りではない。 

色相 明度 彩度 

10Ｒ～５Ｙ 
８以上の場合 ４以下 

８未満の場合 ６以下 

Ｒ、5.1Ｙ～10Ｙ ― ４以下 

その他 ― ２以下（無彩色を含む） 
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(3) 景観重要公共施設 

本市においては、景観重要公共施設の指定の考え方に基づき、景観重要公共施設に

位置づける公共施設名称と管理者の関係を整理すると次のとおりです。 

 

表 景観重要公共施設 

 景観重要道路の名称 区間 管理者 景観計画区域 
選定 

基準※ 

１ 国道260号 64頁参照 三重県 

沿道ゾーン 
基準Ａ 

基準Ｂ 

２ 国道167号 

64頁参照 
(一部賢島地

区参照) 
三重県 

３ 
県道鳥羽阿児線 

（パールロード） 
市内全区間 三重県 

４ 県道浜島阿児線 市内全区間 三重県 

５ 県道伊勢磯部線 市内全区間 三重県 

６ 県道安乗港線 64頁参照 三重県 

７ 市道桧山路浜島線 64頁参照 志摩市 

８ 市道横山線、市道横山支線 64頁参照 志摩市 

９ 県道波切港線 66頁参照 三重県 

波切地区 
基準Ａ 

基準Ｄ 

１０ 市道宝門１号線 66頁参照 志摩市 

１１ 市道天白線 66頁参照 志摩市 

１２ 市道山崎２号線 66頁参照 志摩市 

１３ 市道西村１号線 66頁参照 志摩市 

１４ 市道清水坂城山線 66頁参照 志摩市 

１５ 市道１号線（浜島本町通り） 67頁参照 志摩市 浜島地区 
基準Ａ 

基準Ｃ 

１６ 市道阿児の松原線 68頁参照 志摩市 

国府地区 
基準Ａ 

基準Ｄ 
１７ 市道国府中央線 68頁参照 志摩市 

１８ 市道黒松線 68頁参照 志摩市 

１９ 市道上之郷恵利原線 69頁参照 志摩市 上之郷地区 

基準Ａ 

基準Ｃ 

基準Ｄ 

２０ 国道167号 70頁参照 三重県 賢島地区 
基準Ａ 

基準Ｃ 

 景観重要漁港の名称 管理者 景観計画区域  

２１ 波切漁港 66頁参照 三重県 波切地区 
基準Ａ 

基準Ｄ 

※上記表中の「選定基準」とは、59 頁「景観重要公共施設の指定の考え方」に基づ

く、「景観に配慮した整備の進捗状況や良好な景観形成による効果」に関する考え

方における、該当選定基準を示します。 
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(4) 景観重要公共施設の整備に関する方針、占用許可の基準 

景観重要公共施設の整備に関する方針、占用許可の基準は、景観重要公共施設の整

備に関する方針等の考え方に基づき整理すると次のとおりです。 

 

① 沿道ゾーン内にあるもの 

本市の景観は、里山や里海、農地や集落、市街地などで構成されており、これら

を縫うように、幹線道路がネットワークを形成しています。これらの幹線道路から

は、山地や里山、里海、集落などの美しく多様な景観を楽しむことができ、橋梁な

どからは的矢湾や英虞湾、熊野灘、伊勢湾などの眺望景観を楽しむことができます。 

そして、これらの道路ネットワークを「線的」な景観としてとらえ、「沿道ゾー

ン」として指定しており、「沿道ゾーン」内にある主要な次の道路を、景観重要公

共施設として指定しています。 

１ 国道 260 号 ５ 県道伊勢磯部線 

日本風景街道

「きらり三橋志摩ゆ

うやけパール街

道」や「日本の道

100 選」などに登

録、選定されてお

り、沿道では美し

い自然景観を楽しむことができます。 

伊勢神宮と伊雑

宮をつなぐ磯部道

と並行する、伊勢市

から本市へのアプ

ローチ道路であり、

沿道では神路ダム

や緑深い山々への眺望景観を楽しめます。 

２ 国道 167 号 ６ 県道安乗港線 

本市へのアプロ

ーチ道路で賢島ま

で至り、恵利原アメ

ニティなどの休憩

所、整備された街

路樹や緑地帯など

による、潤いと統一感のある景観が形成さ

れています。 

国道 167 号鵜

方磯部バイパスと

国道 260 号をつ

なぐ道路であり、

本市の幹線道路

ネットワークをつ

なぐ道路として整

備されています。 

３ 県道鳥羽阿児線（パールロード） ７ 市道桧山路浜島線 

山々を縫うように

走り、沿道には志

摩スペイン村などの

観光保養施設もみ

られ、沿道や沿道

に設けられたパー

キングなどからは、的矢湾や伊勢湾への美

しい景観を楽しむことができます。 

英虞湾に沿う道

路であり、沿道には

浜島漁港など、英

虞湾への美しい景

観を楽しむことがで

きます。 

４ 県道浜島阿児線 ８ 市道横山線、市道横山支線 

英虞湾と大崎半

島に沿う道路であ

り、沿道には合歓の

郷などの観光保養

施設もみられ、沿道

や沿道に設けられ

た小公園などからは、英虞湾への美しい景

観を楽しむことができます。 

横山展望台への

アプローチ道路で

あり、近畿自然歩

道とも一部重複し、

沿道では緑豊かな

眺望景観を楽しむ

ことができます。また、沿道の横山ビジター

センターでは伊勢志摩国立公園の魅力を

知り、学び、自然に親しむことができます。 
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 景観重要道路の名称 区間 整備に関する方針 占用許可の基準 

１ 国道260号 下図色塗区間 ③⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

２ 国道167号 
下図色塗区間 
（一部賢島地区参照） 
（破線区間も含む） 

③④⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

３ 
県道鳥羽阿児線 
（パールロード） 

市内全区間 ③⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

４ 県道浜島阿児線 市内全区間 ③⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

５ 県道伊勢磯部線 市内全区間 ③⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

６ 県道安乗港線 下図色塗区間 ③⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

７ 市道桧山路浜島線 下図色塗区間 ③⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

８ 
市道横山線、 
市道横山支線 

下図色塗区間 ③⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

※表中の数字は、前項「(2)景観重要公共施設の整備に関する方針等の考え方」における「整備に
関する方針」「占用許可の基準」に示す項目に対して各公共施設が該当するものを示します。 

 
図 景観重要公共施設位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ３ 

５ 

４ 

1 

1 

6 ７ 

８ 

出典：2006 三重県共有デジタル地図（数値地形図 2500（道路縁 1000））三重県市町総合事務組合  



65 

② 重点候補地区内にあるもの 

本市には、石積みや槇垣の外構、歴史的建造物などが残る歴史的集落やリ

アス式海岸沿岸に形成された漁村集落など多くの集落がみられます。 

また、多くの来訪者でにぎわいをみせる観光保養地などがみられます。 

これらの育まれてきた個性ある景観を「景観形成上重要な地区」としてと

らえ、「重点候補地区」として位置づけ、「重点候補地区内」の主要な次の

道路および漁港を、景観重要公共施設として指定しています。 

【波切地区】 

８ 県道波切港線 12 市道西村１号線 

波切地区へ

の玄関口的な

位置にあり、自

家製干物が並

ぶ時もあり、修

景された防護柵

が設置されるな

ど、景観に配慮した整備がなされています。 

波 切 漁 港 と

産屋坂をつなぐ

道路です。 

 

 

 

 

９ 市道宝門１号線 13 市道清水坂城山線 

波切漁港か

ら大王埼灯台

へのアプローチ

道路であり、道

路舗装材が美

装化され、沿道

には商店街が

みられます。 

大王埼灯台

へのアプローチ

道路であり、か

つては、観光の

まちとして、大王

崎への商店街

がにぎわいを見

せ、今でも商店街が沿道に残ります。 

10 市道天白線 20 波切漁港 

波切地区の

かつての、集落

から港までの中

心的な道路であ

り、今でも沿道

には歴史的な

建物や石積み

の外構などがみられます。 

カツオ漁で栄

えた波切漁港

で、波切の石工

の手による、石

積み護岸が残さ

れています。 

この波切漁港

石積み護岸は、漁村に残る歴史的・文化的

に価値の高い施設や貴重な工法、様式な

ど次世代に残していきたいと考えられるもの

として「未来に残したい漁業漁村の歴史文

化財産百選（2006 年：水産庁）」に選ばれ

ています。 

 

 

 

 

 
築港当時（大正）の波切漁港（写真左） 
建設工事当時（大正）の波切漁港（写真右） 
石積み護岸は当時のまま現在に継承され
ている 

11 市道山崎２号線 

起伏のある地

形を通る、産屋

坂（おびや坂）

をはじめとする

石段の残る道路

で、石工のまち

を象徴する風情

ある道路景観を形成しています。 
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 景観重要道路の名称 区間 整備に関する方針 占用許可の基準 

８ 県道波切港線 下図色塗区間 ②⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

９ 市道宝門１号線 下図色塗区間 ②⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

１０ 市道天白線 下図色塗区間 ①②⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

１１ 市道山崎２号線 下図色塗区間 ①②⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

１２ 市道西村１号線 下図色塗区間 ②⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

１３ 市道清水坂城山線 下図色塗区間 ②⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

 景観重要漁港の名称 整備に関する方針 占用許可の基準 

２０ 波切漁港 ⑪⑫⑬⑭ ⑮⑯⑰ 
※表中の数字は、前項「(2)景観重要公共施設の整備に関する方針等の考え方」における「整備に
関する方針」「占用許可の基準」に示す項目に対して各公共施設が該当するものを示します。  

 

図 景観重要公共施設位置図 

8 

10 

13 

20 

11 

9 

12 

出典：2006 三重県共有デジタル地図（数値地形図 2500（道路縁 1000））三重県市町総合事務組合  
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【浜島地区】 

 景観重要道路の名称 区間 整備に関する方針 占用許可の基準 

14 
市道１号線 

（浜島本町通り） 
下図色塗区間 ②⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

※表中の数字は、前項「(2)景観重要公共施設の整備に関する方針等の考え方」における「整備に
関する方針」「占用許可の基準」に示す項目に対して各公共施設が該当するものを示します。  

 

図 景観重要公共施設位置図 

14 

14 市道１号線(浜島本町通り) 

浜島支所前

か ら約 500m

にわたって修

景整備された

浜島本町通り

商店街を形成

する道路で、 

道路の舗装材も美装化されています。 

 

出典：2006 三重県共有デジタル地図（数値地形図 2500（道路縁 1000））三重県市町総合事務組合  
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【国府地区】 

 景観重要道路の名称 区間 整備に関する方針 占用許可の基準 

１５(1) 市道阿児の松原線 下図色塗区間 ③⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

１５(2) 市道阿児の松原線 下図色塗区間 ②⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

１６ 市道国府中央線 下図色塗区間 ②⑥⑦ ⑧⑨⑩ 

１７ 市道黒松線 下図色塗区間 ②⑥⑦ ⑧⑨⑩ 
※表中の数字は、前項「(2)景観重要公共施設の整備に関する方針等の考え方」における「整備に
関する方針」「占用許可の基準」に示す項目に対して各公共施設が該当するものを示します。  

 

図 景観重要公共施設位置図 

15(1) 

16 

15(2) 

17 

15(1)  市道阿児の松原線 

鵜方方面から

国府地区へのア

プローチ道路であ

り、槇垣の外構な

ど も 一 部 残 り ま

す。 

15(2)  市道阿児の松原線 

16 市道国府中央線 

国府地区の中

心軸であり、かつ

て大道と呼ばれ、

沿道では今でも屋

敷周囲を槇垣が

取り囲むまちなみ

が継承されていま

す。 

17 市道黒松線 

国府地区の集

落から、志摩国分

寺跡に再建された

国分寺へのアプロ

ーチ道路です。 

 出典：2006 三重県共有デジタル地図（数値地形図 2500（道路縁 1000））三重県市町総合事務組合  
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【上之郷地区】 

 景観重要道路の名称 区間 整備に関する方針 占用許可の基準 

１8 市道上之郷恵利原線 下図色塗区間 ②⑥⑦ ⑧⑨⑩ 
※表中の数字は、前項「(2)景観重要公共施設の整備に関する方針等の考え方」における「整備に
関する方針」「占用許可の基準」に示す項目に対して各公共施設が該当するものを示します。  

 

図 景観重要公共施設位置図 

18 

18 

1８ 市道上之郷恵利原線 

伊勢道と御幸道に該

当し、道路舗装材が美

装化され、沿道では伊雑

宮をはじめ料理旅館、蔵

などの歴史的建造物な

どによるまちなみがみら

れます。 

 

出典：2006 三重県共有デジタル地図（数値地形図 2500（道路縁 1000））三重県市町総合事務組合  
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【賢島地区】 

 景観重要道路の名称 区間 整備に関する方針 占用許可の基準 

1９ 国道167号 下図色塗区間 ②⑥⑦ ⑧⑨⑩ 
※表中の数字は、前項「(2)景観重要公共施設の整備に関する方針等の考え方」における「整備に
関する方針」「占用許可の基準」に示す項目に対して各公共施設が該当するものを示します。  

 

図 景観重要公共施設位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1９ 国道 167 号 

国道 167 号である本

区間は、道路舗装材が

美装化され、沿道では真

珠店をはじめとする土産

物店などのまちなみがみ

られます。 

 

 
19 

出典：2006 三重県共有デジタル地図（数値地形図 2500（道路縁 1000））三重県市町総合事務組合  
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５．自然公園法の許可の基準 

眺望保全地区や重点地区を指定し、かつ、勾配屋根等の数値基準を定めた景観形成基

準を運用する場合、これらの地区と自然公園法の特別地域が重複する行為地での行為に

あたっては、景観計画に基づく届出と自然公園法に基づく申請・届出は、下図のとおり

運用します。また、眺望保全地区や重点地区と自然公園法の特別地域が重複する地域に

ついては、景観形成基準と伊勢志摩国立公園管理計画の志摩管理計画区における「許

可・届出等取扱方針」との整合を図っていきます。 

 

図 景観計画区域と国立公園区域 

出典：2006 三重県共有デジタル地図（数値地形図 2500（道路縁 1000）） 
三重県市町総合事務組合  
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Ⅵ 推進方策 
１．市民・事業者による景観まちづくりの促進・支援 

良好な景観の形成を実現するためには、市民・事業者・行政が良好な景観の形成に向

けた意識を共有し、協働により取り組むことが重要です。 

そこで、市民・事業者・行政の良好な景観の形成に向けた役割を示します。 

 

(1) 各主体の役割 

① 市民 

市民は、自らが良好な景観の形成の主役であることを認識し、良好な景観の形成

に関する理解を深め、自らの行為が地域の景観の質を高めるよう努めるとともに、

日常的な清掃活動、海や河川などの美化、草花の植栽等の自主的な活動に努めます。 

また、自らが生活する地域等においては、地域の景観の保全や創出という視点に

たち、歴史的まちなみや景観資源の保全、伝統行事の継承、景観資源を保全・活用

するための市民活動やボランティアなどに積極的に参加・協力するなどにより、良

好な景観の形成に取り組むよう努めます。 

 

② 事業者 

事業者は、自らの活動が地域の景観に大きく影響を与えることや、良好な景観の

形成が地域のランドマークとなることを認識し、事業活動のなかでも、建築や開発

などの行為に際しては、良好な景観の形成に積極的に取り組むよう努めます。 

また、地域社会の一員として、市民活動やボランティア、地域のまちづくり活動

がなされている地区に事業所がある場合は、その趣旨をふまえた取組に努めるなど、

地域社会に貢献するよう努めます。 

 

③ 行政 

行政は、本市における景観形成の意義を共通の認識とし、道路や河川等の公共施

設や「SDGs 未来都市」をめざした取組等を通じて、地域の良好な景観の形成を先

導するよう、その適正な整備に努めます。 

また、全庁的に景観形成に取り組むべく横断的な庁内体制の構築をめざし、特に

景観に優れた観光地として、積極的に観光分野との連携を図ります。 

さらには、住民主体による景観まちづくりの推進に向け、景観まちづくりに向け

た協力体制や推進体制、また市民活動やボランティア体制の整備を支援するなど、

市民・事業者と協働して良好な景観の形成を進めるとともに、地域住民等による積

極的な景観形成活動を促すための景観教育の実施や必要な支援制度を検討します。 

そして、良好な景観の形成の推進にあたり、景観法に基づく事前届出制度の運用

による景観誘導をはじめとする、良好な景観の形成に関する重要事項の審議機関と

して、志摩市景観審議会を設置します。 

また、本市における良好な景観の形成に向け、中立・公平な立場で、専門的な視

点にたってアドバイスしたり、意見することができる景観アドバイザー制度の整備

など、良好な景観の形成に関するしくみづくりも検討します。 
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(2) 景観まちづくりの促進 

① 景観まちづくり資源ファイルによる情報発信 

志摩市には、「美しい自然環境や雄大な眺め」「地域で継承されてきた歴史的ま

ちなみや伝統・文化」「地域の産業や人々の暮らしとともに培われた農漁村集落や

心が癒される風景」などが多数存在します。 

そこで、本市の生活文化とまちのにぎわいを育み、地域の歴史、伝統を保全、再

生するなど、本市のまちづくりにとって重要となるまちの資源を、冊子「志摩市景

観まちづくり資源ファイル」として記録するとともに、本市のにぎわい創出に向け、

子ども達や市民、来訪者がこれらのかけがえのない本市の景観資源の一体的な情報

発信に努めます。 

景観まちづくり資源ファイル作成の目的は次のとおりです。 

 

・子ども達に、地域のかけがえのない景観を知ってもらい、地域に愛着を深め

る資源として整理する。 

・志摩市の重要な施策となる観光まちづくりを支える資源として整理する。  

・各地域で取組はじめられているまちづくりに活用できる資源として整理する。 

 

 

② 重点地区への取組 

本市における景観形成上重要な地区は、重点候補地区として位置づけ、必要な支

援を行うことにより、地区の個性ある景観を守り育むよう促します。 

また、重点候補地区のうち、地区の魅力やにぎわいづくりに向け、重点的に景観

まちづくりを推進すべき地区を、志摩市景観条例に、重点地区として規定し、志摩

市都市計画マスタープランにおける地域別構想との整合を図り、景観まちづくりを

促します。 

また、重点候補地区としての位置づけがなされていない場合においても、地区の

良好な景観を活かした、地域住民による主体的な取組が展開されている場合には、

重点候補地区、そして重点地区としての指定に向け、必要な支援について検討して

いきます。 
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２．都市計画法などの活用による推進 

(1) 都市計画等制度の活用 

波切地区のような都市計画区域内における、木造密集市街地などの風情ある集落景

観の保全にあたっては、建築基準法や都市計画法等の諸制度を活用し、地区住民との

合意のもと、防災まちづくりの視点も含めた総合的な視点にたち、良好な景観の形成

の実現化に努めます。 
 

(2) 文化財保護法などの活用 

国府地区などにみられる、先人から受け継がれてきた連続する槇垣や歴史的建造物

群が、将来にわたり保存が図られるよう、伝統的建造物群保存地区を定め、国が重要

伝統的建造物群保存地区として選定する文化財保護法のしくみの活用や景観法に規定

される景観重要建造物、景観重要樹木などの諸制度を活用し、地域の歴史・文化的資

源を活かした景観まちづくりを検討します。 

また、的矢湾や英虞湾にみられる養殖筏の景観は特徴的で、英虞湾の海苔ひびは、

農林水産業に関連する文化的景観(※)の保護に関する研究において、２次調査の対象

とした地域に位置づけられており、「新しい里海創生によるまちづくり」の取組とも

連携し、文化財保護法に基づく文化的景観制度の有効性なども検討し、必要に応じて

活用するなど、文化財などを地域の資産として活かした景観まちづくりに努めます。 

 

 

 

 

(3) 関連事業との連携 

「SDGs 未来都市」である本市では、将来に向けて豊かな自然環境を保全し、御食つ

国としての歴史を持つ持続可能な食材を生み出す農林水産業と観光業の連携を進めなが

ら、環境・経済・社会の 3 つの視点から持続可能なまちづくりを進めています。 

その中でも、特に豊かな自然とともに暮らし続けることができるまちとして、「志

摩市の豊かさの源である自然環境がより良く保全され、人の営みと自然が調和した志

摩の景観が広がるなかで、持続的に志摩の多様な食材が生産され、地域内の宿泊業や

飲食業などで幅広く大切に消費されている」という将来像を目指すためには、「日本

の原風景」とも表現された本市の美しい景観の保全が必要不可欠です。 

また、市、国、県が整備する道路、公園、河川、公共建築物などの公共施設等は、

地域の景観を先導する重要な役割を担っており、これらの公共施設等の景観誘導を図

るため、「(仮称)公共施設景観形成ガイドライン」の作成についても検討します。 
 

(4) 景観法の諸制度の活用 

歴史的まちなみや、多くの美しい眺望景観がみられる地区における、伝統的な石積

みの保全や美しい槇垣の保全などの取組の継承と、観光振興、地域活性化などと一体

的に推進するため、地区住民、自治会、観光協会、公共施設管理者、景観行政団体等

が参加し、その実現（実施）に向けたしくみを検討します。 

また、様々な関係者が良好な景観形成を図るために必要な協議やルールづくりを行

うため、必要に応じて景観協議会の制度も検討します。 

(※)文化的景観とは： 

○文化財保護法による定義…地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形

成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの。 

英虞湾の「海苔ひび」は、竹の支柱と養殖の網が規則正しく並ぶ美しい景観を表したもの。  


