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解説

◆外壁へのペイントは
 注意が必要

◆看板とも取れないインパクトを与える
 建物は周囲の風景に配慮が必要

●地形外観に公衆の目を引くための形態・色彩・その他意匠の例

◆業種を示すシンボルも、風景に
 配慮されていれば印象的になる

位 置 ① 道路からできるだけ後退させること。
    ② 建築物等の屋上への掲出は控えること。

    ① 周辺の風景に調和する意匠・形態とし、必要最小限の規模とすること。
    ② 周辺の建築物や樹木等の高さを超えないこと。
材 料 ① 周辺の風景と調和し、耐久性に優れ、退色・はく離等の生じにくい素材を
      使用すること。
    ② 反射光のある素材は原則として使用しないこと。
色 彩 ① けばけばしい色彩とせず、周囲の風景と調和する落ち着いた色彩を基調と
      すること。
    ② 使用する色数はできるだけ少なくすること。
    ③ 光源で動きのあるものは、原則として避けること。

意匠・形態・規模

 「建築物又は工作物の外観に公衆の目を引くための形態・色彩・その他意匠」とは、特

定外観意匠ともいい、業種をイメージするモニュメント、外観に突出した造形や装飾、外

壁へのイメージカラーの配置やペイントなど屋外広告物的な要素を含むものを指します。

一般的な建築物や工作物と同様に、位置、意匠・形態・規模や色彩など周囲の自然環境や

まち並みへの配慮が必要です。

建築物又は工作物の外観に公衆の目を引くための
形態・色彩・その他意匠
風景づくりの基準
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風景づくりの基準

解説

●地形の特徴を最大限残す

●植栽により擁壁の圧迫感を軽減する

① 土地の形質変更は最小限にとどめ、やむを得ない場合でも法面ができるだけ生じない

ように緩やかなこう配とし、緑化に努めること。

② 擁壁を必要とする場合は、材料、表面処理の工夫、前面の緑化等により周辺の風景と

の調和を図ること。

③ 敷地内にある良好な樹林、樹木、河川、水辺等は極力保全し、活用するように努める

こと。

 開発に伴い発生するのり面や擁壁は、緩いこう配にしたり小さな段を設けて分節して、

もとの地形の特徴ができる限り残るように配慮します。やむを得ず擁壁を設ける場合には、

緩やかなこう配となるように配慮し、石などの自然素材を用いた擁壁や前面に植栽帯を設

けて圧迫感の軽減とともに周囲の自然環境との調和を図ります。

変更後の土地の形状、修景、緑化等
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土地の形質の変更

共通編



風景づくりの基準

解説

●採取後の緑化

◆周りから目に付きやすい場所にある採取地は風景への配慮が必要◆周りから目に付きやすい場所にある採取地は風景への配慮が必要

① 周辺から目立ちにくいよう、採取等の位置、方法を工夫し、敷地周辺の緑化等に努め

ること。

② 採取等後は周囲の自然環境と調和した緑化等により修景すること。

 土石の採取及び鉱物の堀採をする場合は、採取の位置や方法を工夫するとともに、周り

を植栽や周囲に調和する塀などにより、周囲から直接見えにくいようにします。また、採

取後の土地は、緑化などにより以前と同じような自然環境に戻るようにします。

採取等の方法、採取等後の緑化等
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土石の採取及び鉱物の掘採

共通編



風景づくりの基準

解説

●集積・貯蔵の修景

乱雑な集積・貯蔵

◆風景にマイナスな印象を与える集積所

低く積み、自然環境に調和する塀（木塀）

低く積み、周囲を緑化

共通編

① 物件を積み上げる場合には、高さをできるだけ低くするとともに、整然と、かつ威圧

感のないように積み上げること。

② 道路から見えにくいように遮へいし、その際には植栽などを行い周辺の風景に調和す

るように努めること。

 屋外に土砂や廃棄物、再生資源や資材などを保管する場合、その物件が周囲の風景に支

障をきたさないように高さをできるだけ低くし整然と積むようにします。また、道路など

から見えにくいように周囲を植栽や自然環境に調和する塀などを施します。

集積、貯蔵の方法及び遮へい等
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屋外における物件の集積又は貯蔵



風景づくりの基準

解説

●周囲に配慮する太陽光発電所

田園風景に対して規模の大きさが目立つ 工業地域に設置された発電所

パネルの裏側や設備がむき出しに見える 周囲の緑化により風景に配慮する

   大規模な太陽光発電施設は、届出対象行為のうち、工作物の電気供給施設（

に該当することから、地域区分毎の基準に沿って風景づくりに配慮

すること。特に行為の種類のうち配置や意匠・形態、緑化について考慮し、周辺の風

景に調和するように努めること。

築造面

積が ㎡以上）20

 環境問題や再生可能エネルギーの利用などの観点から大規模太陽光発電施設の設置が増

えてきています。しかしながら、広い敷地の地上の直接設置できるパネルは、上から見下

ろせるところや遠方から見える場合は、周囲の自然などとの調和を考えた設置場所を考え

る必要があります。また、施設の電柱・鉄塔、付帯設備などは、出来るだけ目立たない位

置に配置します。敷地の周りは、出来る限りパネルやその骨組などが直接見えないように

緑化や周囲と調和する塀などを設けます。
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大規模太陽光発電施設 工作物｜電気供給施設

その他



解説

解説

●自動販売機の例

●ごみ集積所の例

落ち着いた色調の自動販売機

市販のゴミストッカー

建物と一体化された自動販売機

木製ごみ集積所（大野市景観賞）

 自動販売機は、広く普及・定着して市民の生活の一部になっています。一方、自動販売

機の色彩やデザイン、設置場所は、風景やまち並みを構成するひとつとなっており、風景

づくりを進める上で周辺との調和を図るための責任も問われています。

 自動販売機の設置は、周囲との調和に配慮し、基調色をけばけばしい色彩とせず落ち着

いた色調とします。商標・ロゴマーク、広告物は必要最小限の表示とします。

 ごみ集積所をきれいに維持していくためには、集積所を利用される方一人ひとりが、資

源・ごみを正しく分別し、決められた曜日や時間を守って適正に排出し、ご利用の皆さん

で協力して管理していくことが必要です。一方、ごみ集積所やごみの集積は、風景やまち

並みに影響することから、出来る限り周囲との調和を考慮した工夫をします。
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自動販売機 行為の届出対象範囲外

ごみ集積所 行為の届出対象範囲外

その他



道路(歩道) 道路(歩道)

解説

●のぼり旗等の例

●のぼり旗の望ましい設置方法

のぼり旗

・けばけばしい色彩
・狭い間隔で大量掲載
・道路上の設置（違反）
 ※歩行者や自転車の視線を遮り危険

・落ち着いた色彩
・必要最小限の数と間隔（ 程度）
・敷地内の設置
・破れや変色したものは速やかに撤去

4m

伝統的なのぼり旗 捨て看板

 のぼり旗や捨て看板は、手軽に移動設置することができ、店舗に目線をむけさせて賑わ

いをつくることができます。しかしながら、のぼり旗が多すぎたり、放置されたままでは

周辺の風景に影響を与えます。

 のぼり旗や捨て看板は、基調色をけばけばしい色彩とせず落ち着いた色調とし、出来る

だけ間隔をあけて必要最小限の数とし、必要な設置期間を過ぎたものは直ちに撤去します。

ただし、祭りや歳時記用ののぼり旗は除きます。
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のぼり旗等 行為の届出対象範囲外

その他



解説

●季節感を演出する下草類と低木

ユキヤナギ白枝垂系

春
3 5～ 月

夏
6 8～ 月

秋
9 11～ 月

葉物類

フヨウ/白/株立ち

コユマミ/実・紅葉/株立ち

フクジュソウ/黄 イカリソウ/ピンク ミヤコワスレ/青

シラン/ピンク 球根類・水仙/黄 ハナニラ/青

キキョウ/青 カワラナデシコ/ピンク カライトソウ/ピンク

菊類 アキチョウジ/青 ホトトギス/濃赤

フッキソウ/通年 フウチソウ/通年 ヤブラン/紫(通年) イトススキ/秋

 風景づくりの基準には、地域区分ごとに、建築物や駐車場・自転車置き場周りの緑化、

敷地内の優れた樹木の保存や修景的な活用などが示されています。さらに周辺の樹林等と

の調和や自生する樹種の活用が求められていいます。そこで、実際の植栽を考える際に参

考となる飯山の風土と風景に合う樹種の一部をカタログ的にまとめました。お薦めする樹

種は、ふるさとを感じ温かく迎え入れるという想いのもと、新幹線飯山駅周辺の植栽にも

採用するものであり、中低木と下草類を中心に選びだしています。
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緑のカタログ 緑化基準の参考植栽（共通）

その他



●彩りのある中低木

春 
３～５月

■マルバマンサク ‘丸葉満作‘
花期：４月
樹高：２～５
 春、他の花に先駆けて黄色の縮れ
たリボン状の花をつける。樹皮が強
靭なので輪かんじきの材料にされた。

m

■ヒュウガミズキ ‘日向水木‘
花期：４月
樹高： . ～ .
 花は葉が出るよりも早く、黄白色の小
花が数多く下垂する。半球状の整った樹
形になる。

1 2 2 0m

■ミツバツツジ ‘三つ葉躑躅‘
花期：４～５月
樹高： . ～ .
 ピンクの花が葉に先立って咲き、葉は
枝先に３枚輪生することから「ミツバ」
が名につく。野趣に富んだ樹姿と花は愛
すべきものである。

1 5 2 0m

■オトコヨウゾメ ‘男莢迷‘
花期：４月～５月
樹高：１～３
 枝先に小さな白い花をつけ、木姿が繊
細で「男」がつくが女性的な印象。

m

■ヤマブキ ‘山吹‘
花期：４～５月
樹高： . ～ .
日本原産種 美しい山吹色の花が咲く。

1 0 1 5m

■オオバクロモジ ‘大葉黒文字‘
花 期：４月 
樹 高：２ 前後
 葉や樹皮に芳香があり、高級爪楊枝の
材料になる。

m

■コバノズイナ ‘小葉隋菜‘
花期：７月
樹高：１ 前後
 夏にブラシ状の白い花を咲かせる。秋
の紅葉も鮮やかで美しい。

m
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夏 ６～８月

秋 ９～ 月11

■フヨウ ‘芙蓉‘
花期：８～１０月
樹高：１～２
 夏を代表する花木。花の色はピンク、
白があり、最大直径１５ 程の大きな
花を咲かせる。冬は地上部が枯れるので
冬囲いの心配はない。

m

cm

■バイカウツギ ‘梅花空木‘
花期：６～７月
樹高：約２
 花は梅の花に似た白花で芳香がある。
樹形は枝分かれしてブッシュ状になる。

m

■コマユミ ‘小真弓‘
花期：５～６月
樹高：１～２
 山野に自生し、秋の赤い実と紅葉が美
しい。花は小さく目立たない。

m

■四季咲きヤブデマリ ‘ワタナベ‘
花期：春～秋
樹高：１～２
 株に力がついてくると長期間白い花が
咲く。樹形はコンパクトにまとまる。

m

■ゲンペイシモツケ ‘源平下野‘
花期：５～７月
樹高： . ～ .
 初夏に白と桃色に咲き分けた小花がた
くさん咲く。丈夫で放任でも育つ。

0 5 1 0m

■ヤマモミジ ‘山紅葉‘
花期 ： ４～５月
樹高 ： ５～１０
 秋に紅葉する代表的樹木。

m
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