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子供たちのために美しい志摩の風景を残していくことは、
私たち一人一人の大きな責任です
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　私たちの生活や仕事の場である志摩町は、美しい海や田園の風景に恵まれてい

ます。天気のよい日には、風景を楽しみに、そして新鮮で安心して食べられる野

菜や魚を求めて、たくさんの人々が町外から訪れてきます。志摩の美しい風景は、

そこに暮らす私たちの心豊かな生活を支えてくれているだけでなく、農水産業や

観光産業の基盤資源でもあります。

　地元で暮らしていると、こうした美しい風景は、以前から変わることなく存在

し、今後もずっと残っていくものだと錯覚しがちです。しかし、志摩の風景は、

昔から幾世代にもわたって私たちの祖先の多くの汗が染み込んで作りこまれ守ら

れてきたものです。

　田園風景はとてももろいものです。機械がなかった時代と違い、今日では重機

でいじればあっという間に田んぼも里山も消えてしまいます。そして一度失われ

た風景は簡単に復元することはできません。皆さんの子供時代の思い出の中にあ

る風景のどれだけが今無くなってしまっているかを考えてみてください。

　今ある素晴らしい風景を、自分たちの世代で損なうことなく、次の世代のため

にきちんと守っていく責任が、私たちにはあるのです。

　平成16年3月、志摩町では、田園環境の維持育成をまちづくりの柱として位置

づけた「田園居住のまちづくり条例」を施行しました。一方、国でも、平成16年

6月、「景観緑三法」と呼ばれる、美しい国づくりの基本となる法令が施行され

ました。

　この小冊子は、そうした流れのなかで、素晴らしい志摩の風景を今後末永く守

っていくために私たち一人一人がどんなことに取り組んでいくべきかについて、

体系的にまとめたものです。家の新築や改築、農地の改修、用水路の維持補修等、

日常の様々な場面でここに書かれているガイドラインを活用し、美しい志摩の風

景を皆の力で守り育んでいきましょう。　　

このガイドラインの理念と役割
志摩町の美しい風景を次の世代に残していくために



美しい志摩の海岸は志摩町の顔です。特に夕日の素晴らしさは国内でも有数
のものがあります。また、たくさんの漁船がつながれた漁港の風景も、磯の
香りとともに志摩を代表する風景のひとつです。

　志摩町の基盤となっている風景は、変化

に富んだ田園です。

　のびやかに広がる田畑、それを包み込む

緑濃い里山、そしてその麓に形成された集

落が一体となって、志摩らしい奥行きのあ

る風景を構成しています。

　これらはすべて、私たちの先人達が幾世

代にも渡って営々と流してきた汗の賜物で

あり、私たちの心の拠り所、私たちの「原

風景」と呼ぶべき環境です。

　専業農家の減少、農家の担い手不足など

の課題はありますが、私たちのためばかり

でなく、次の世代、これから生まれてくる

志摩の子供たちのために、きちんと守って

いかなければならない風景です。

　車で走っているだけでは気づきませんが、

志摩町の風景の本当のよさは、一つ一つの集

落の中にあります。

　自然の地形に馴染むようにかたちづくられ

た家並み、歴史を感じさせる重厚な建物のた

たずまい、土壁や板壁など自然素材の味わい

等が、プレハブ住宅の並ぶニュータウンには

存在しない潤いと温もり、そしてゆっくりと

時が流れる雰囲気をかもし出しています。

　最近では昔からの建物をプレハブ住宅や洋

風の建物に立て替えるケースが増えています

が、便利で快適な暮らしを、志摩らしさに配

慮した建物の中で実現することは難しいこと

ではありません。

　安易に流行や個人の好みに流されることな

く、私たち一人一人が既存の集落の佇まいと

調和のとれたデザインを心がけることで、集

落の風景がもつ味わいを大切にしていきまし

ょう。

　どの集落にも神社やお寺があります。その

ほかにも、祠、お地蔵さん、記念碑、大木な

ど、その地域を象徴する歴史的遺産や文化財

が集落毎に多く存在します。

　こうした場所は地域の拠り所であるばかり

でなく、子供たちの遊び場であり、地域の風

景の骨格でもあります。若い世代の人々にそ

れらの歴史的言伝えや価値を語り継ぎし、か

たちだけの風景でなく心の風景も継承してい

きたいものです。

　

　美しい玄海の海は、志摩町の宝であり、

毎年多数の観光客が訪ねてきます。また、

この海は、志摩町の基幹産業のひとつであ

る漁業活動の場でもあります。

　多くの漂着物や観光客の残したゴミで汚

れてしまっている最近の状況はとても悲し

いことです。

　一人の「これくらいならいいだろう」と

いう心無い行為が積み重なって浜は傷つい

てしまいます。

　幸い近年は、地元の有志だけでなく志摩

の海を愛してくれる町外の人達が浜の清掃

活動に参加してくれています。

　今後も私たち皆の力できれいな砂浜や磯

の風景を大切に守っていかなければなりま

せん。

1 心に残る奥行きのある田園風景 3 自然環境と調和した暮らしの風景

4

どの集落にもある神社やお寺は、地域の人々の手で行き届いた管理が
なされ、志摩の各地で美しい風景をかたちづくっています。

歴史的遺産や文化財のある風景美しい海2

農村集落、漁村集落の違いばかりでなく、一つ一つの集落がそれぞれ
の「らしさ」を備えているのが志摩の集落の特徴です。

近景（農地）・中景（集落）・遠景（里山）からなるシンボリックな風景を
保つことが、個性ある豊かなまちづくりにとって、とても大切です。

1. 私たちが末永く大切にしたい志摩町の風景
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2. 農村集落のガイドライン

3

○伝統的な様式の建物。周辺の
　の風景とよく調和している

×周囲と調和しない陸屋根

×周囲と調和しない金網フェンス

○まとまり感のある街路風景 ×周囲との連続性が感じられない
　新興住宅地風の建物と塀

○きちんと手入れされた、美しい
　小規模農地

×古いマルチが積まれた空き地

■建物の新築、増改築等を行う際には、建物の形状

　や色彩、軒の高さ・深さ等が周辺の伝統的建物と

　調和するよう十分に配慮してください。

■建物の外装については、伝統的な建材である木材

　や石材、土壁、黒瓦をできるだけ使用してくださ

　い。やむをえず新建材などを使用する際には、でき

　るだけ目立たないように留意してください。

■陸屋根は極力避け、瓦葺の入母屋や切妻形式とし

　てください。

農村集落における良好な景観形成に向けて、以下の事項を守りましょう。

1
■住宅を新築、増改築する場合、敷地の最少面積は　

　500㎡を目安とし、集落内のゆったりとした家並みを

　保全しましょう。

■できるだけ南入りとし、母屋の前に庭を設け、納

　屋・倉などでそれを囲むなど、伝統的な建物配置を

　尊重してください。

■建物の新築、増改築等を行う際には、可也山、火

　山など地域の基幹的な風景への眺望をできるだけ

　遮らないよう配置を工夫してください。
○集落内の歴史的な佇まい ×農村集落の風景に馴染まない

　建物

2

■農村集落風景の特徴のひとつは、緩やかに曲がっ

　た道の両側に、納屋や倉庫、塀などが連なること

　で生まれるまとまり感であり、さらに植木や路傍

　の花などがそれに彩りを添えています。建物等の

　新築、増改築にあたっては、こうしたまとまり感

　を維持するよう努めてください。

■納屋、車庫、空調設備等についても、外部から見

　える部分については目立たないように配慮してく

　ださい。　　

農村集落風景の特徴

4

■塀等を設ける場合は、生け垣や石塀、煉瓦塀、漆

　喰塗り壁など自然の素材を用いたものを使用し、

　コンクリートブロックや金網などの人工物は避け

　てください。

■高すぎる塀は圧迫感を与えます。大人の目の高さ

　よりも低くし、その上は庭木で目隠しするなどの

　配慮をしてください。

集落内の自然環境を大切にする

■街並み

　農村集落の風景は、志摩を代表する風景要素です。地形

にあわせて曲がった道、手入れの行き届いた生垣、家々の瓦屋

根等が、背後の里山の緑とともに豊かで潤いのある風景を形

成しています。こうした風景はそこに暮らす人々の日々の

手入れやご近所同士の配慮の賜物です。

■建　物

　志摩町の多くの農村集落では、一軒あたりの敷地が500

～1000㎡程あり、その中に母屋とともに倉や納屋がゆっ

たりと配置されています。また、それぞれの庭には立派な

庭木や草花が植えられ、背景の里山の緑とともに風景に潤

いを与えています。

　それぞれの建物に目を向けると、深い軒や板壁等が多用

されていることにより、建物の外観は深みのある豊かな表

情を持っています。

　また、建築材料には、木材、煉瓦、漆喰などの自然素材

が用いられており、時間の経過とともに周囲の自然環境に

融け込み、落ち着きのある風景を構成しています。

　屋根の形状は和瓦ぶきの入母屋や切妻形式であり、棟に

はのし瓦やがん振り瓦が重ねられ、重厚な屋根となってい

ます。

■街　路

　集落内の街路は地域の人々の庭の続きのようなものであ

り、美しい生垣や脇を流れる水路、黒瓦の家並などと一体

となって潤いある風景を形成しています。これら街路の多

くは昔から変わらない幅員の狭い曲がりくねった道であり、

急いで車を走らせるのには不向きですが、子供が遊んだり

学校に通ったりするにはかえって安全な空間でもあり、消

防活動に支障のある極端に狭い道を除き、車の都合を優先

した直線化や拡幅は、できるだけ避けたいものです。

■水　路

　どの集落にも街路に沿って水路が巡っており、初夏にな

るとホタルが飛び交います。草刈や泥さらいなど手入れは

大変ですが、きれいな水が流れ、たくさんの生き物が棲む

水路は豊かな環境の目印であり、子供たちの遊び場でもあ

ります。次の世代に引き継いでいきたい風景のひとつです。

■集落内農地、空き地

　集落内の小規模な農地や空き地に自家用の菜園が作られ

ていたり花が植えられている風景は、見る人の心を豊かに

してくれます。

　

伝統的な建物の配置を大切にする

道路と建物との連続性に配慮する

地域にあった建物の形、色を用いる

塀・垣根を街並みに調和させる

5
■新しく道路、駐車場等を設ける場合には、自然の

　地形を尊重し、樹木の伐採や造成などは最小限に

　留めてください。

■既存の屋敷林や生垣、花壇など集落内の緑を保全

　育成しましょう。

■水路の暗渠化や護岸のコンクリート化は極力避け

　ましょう。

■空き地にビニルシートやマルチ、廃車などを放置

　するのはやめましょう。　

○集落の美しさを引き立てる
　美しい塀と庭木

4 5

路地に咲く草花

木塀

中景の緑：屋敷林、生垣

伝統的様式の建築
棟、軒の高さがそろった街

地元の建築材料、工法の採用

黒（灰）瓦、木壁
など伝統的素材と
勾配屋根、深い軒

各家が道筋に寄りそい、棟
や軒の線がそろっており、
集落としてまとまりがある

豊かな生け垣と植栽

背景の山・緑
　民家の前の畑
“住み、生産する土地”

ホタルの棲む水路
石積みの護岸

ゆったりと曲がった道



漁村の風景の一部である防波堤、舟溜り、岸壁。
そこで暮らす人々の生活の場であると同時に、休日には
町内外から多数の釣り人や観光客が訪れる。

山を背にし、前面の海との間のわずかな土地に、コンパクト
に寄り添うようにして形成された、特徴ある集落形態。

幅員の狭い漁村集落内の路地は、生活空間
の一部として上手に活用されている。

■建物の形状、屋根の形、色彩、軒の高さ・深さ等は、

　周辺の伝統的建物と調和するものとしてください。

■原色や新建材など自然環境にそぐわないものは使用

　を控えてください。

■漁村特有の漁具倉庫、作業場、その他の工作物等に

　ついても、同様にできるだけ周辺の風景に配慮して

　ください。

■芥屋の旅館地区については、重厚で落ち着きのある

　歴史的な家並みを保全するよう努めてください。

■背後の里山の緑はできるかぎり保全しましょう。

■漁港周辺での釣り客のマナー向上を指導し、釣り

　糸や空き缶などのゴミの放置を防止するとともに、

　誰もが楽しく訪れてくることのできる港の風景づ

　くりに努めましょう。

細い路地に沿って、寄りそうように立ち並ぶ住宅群。
間口の狭い家が多い。

一列に寄りそう住居

緑と塀（低い）

緑を背景にした住宅
（いつも海を見ている）

驚くほど多種多彩な色の緑

■各家が肩を寄せ合うように道路に沿って並ぶ歴史的

　な街並みを大切に保全していきましょう。

■歴史的に集落が狭い土地に密集している場合が多い

　ため、住宅等の新築、増改築に際しては、敷地の最

　少面積は、集落の特性を勘案した上で120～150

　㎡程度としてください。

■集落内の狭い路地は、車両の通行や消防活動等の面

　で今後改善していくべき課題ですが、すぐには実現

　できません。今後も暮らしの場として美しい環境を

　維持していきましょう。

■建物の周囲には、小さくとも緑地や花壇などを設け

　ましょう。

■設備類などは、なるべく道路から見えない建物の裏

　側に配置しましょう。

■空き地や路傍には花を植えるなどして、地域の風景

　づくりを皆で進めましょう。

■漁港周辺に使用済みの発泡スチロール箱や魚網等を

　放置しないようにしましょう。

3. 漁村集落のガイドライン

漁村集落風景の特徴 漁村集落における良好な景観形成に向けて、以下の事項を守りましょう。

■街並み

　志摩町の漁村集落は、海と山の間の狭い土地に、家々が

互いに寄りそうように立地しています。多くの漁村集落で

は、農村集落と異なり、一軒あたりの敷地が小さいため、

何軒もの家が狭い道路や路地に沿って隣接して並び、まと

まりのあるコンパクトな街並み風景を構成しています。

　幾世代にも渡り受け継がれてきた歴史的なたたずまいを

大切にしながらも、狭隘道路や分家住宅用地の確保などの

問題を解決する修復型まちづくりを進めていく必要があり

ます。

■建　物

　建物の多くは、潮風にさらされ海辺の町らしい風合いを

帯びた昔ながらの木造切妻二階建が中心であり、多くの建

物が深みのある豊かな表情を持っています。

　新築家屋の中には狭い敷地を上手に活かし、歴史的なデ

ザインを取り入れたものも見かけられますが、周辺の街並

み風景に馴染まないプレハブ住宅も増えてきています。

■街　路

　漁村集落の大きな特徴のひとつは、狭隘な街路です。軒

先や道端のポット等にはきれいな花が植えられ、地域の人

々の生活空間として大切にされているのを読み取ることが

できます。

　こうした狭い道は、車には不便ですが、子供やお年寄り

には安全な空間でもあります。

■漁　港

　農村集落が農地に隣接しているように、漁村集落の中心

は漁港です。漁港は集落の住民の皆さんにとって生活の基

盤であり、船溜りに並んだ漁船の風景は集落の活力の表れ

でもあります。　

黒（灰）瓦の勾配屋根
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1

○集落内の歴史的な佇まい ×集落の佇まいに馴染まない
　建物の例

伝統的な建物の配置を大切にする

2

○歴史的な切り妻屋根と落ち着
　いた色彩

×漁村集落に馴染まない建物

路地の文化を大切にする3

○住民の手でプランターが置か
　れうるおいのある路地空間

×路地沿いに無造作に放置され
　た発泡スチロールのゴミ

地域にあった建物の形、色を用いる

4

○路傍に植えられた花が美しい ×廃車等が放置され雑然とした
　光景

集落内の環境を大切にする

5

○背景の山並みと調和した舟溜り
　の風景

×背後の里山にはできるだけ手
　をつけずにおきたい

周辺の環境を大切にする



■農地や里山内に、ビニルハウス、倉庫、ポンプ小

　屋等の工作物を設ける場合には、周囲の風景に馴

　染み目立たない形状、色彩、材質としてください。

■ボイラー、空調機、タンク類等の付属設備につい

　ても、一般的な形状や色彩のものを使用し、でき

　るだけ幹線道路から目立たない場所に配置するよ

　う留意してください。

■新しく道路を設ける場合には、自然の地形を尊重

　し、造成等は最小限に留めてください。

■道路等の舗装は必要最小限とし、できるだけ土を

　残しましょう。

■造成が完了した道路脇には、速やかに緑が再生す

　るよう植樹を行ってください。

■竹林の伐採、間伐等、里山が荒れるのを防ぐために

　必要な場合を除き、里山や農地脇の樹木をむやみに

　伐採するのは避けましょう。

■水路沿いの土手や空き地で治水上問題ない部分につ

　いては、積極的に植樹していきましょう。　

■幹線道路から見える部分での土取り場や資材置き場

　の造成はやめましょう。止むをえない場合には、き

　ちんと周囲を緑化するなどして、風景に傷をつけな

　いようにしてください。　

■路傍や農地内等にむやみに広告類を掲示しないよう

　にしましょう。

■幹線道路から目立つところには、資材・廃材等を放

　置しないようにしましょう。やむを得ず放置する場

　合には、生垣や木柵等で目隠しを施しましょう。

■溜池、水路等にフェンスを設ける場合には、周辺の

　風景に馴染み目立たない素材を使用してください。

■水路や畦の壁面をコンクリートやブロックで固める

　ことは、できるだけ避けましょう。

その他の留意事項

緑地の保全・育成に努める

田園環境と調和した道路

風景に調和した工作物等の形、色

4. 農地と里山のガイドライン

1

2

3

4

5

■ビニルハウス、温室等の工作物を設ける際には、

　可也山、火山など地域の基幹的な風景への眺望を

　できるだけ遮らないよう配置を工夫してください。

■特に幹線道路沿いについては、できるだけ道路から

　後退した位置に工作物を設けることで、広がりのあ

　る田園風景を阻害しないように努めてください。

○田園風景と調和したハウス ×道路に近すぎるハウスが広々
　とした風景を阻害している

○田園風景と調和したフェンス
　とポンプ小屋

×田園風景に馴染まないオレンジ
　色の屋根

○車には不便な未舗装道路も、
　子供たちには楽しい遊び場

×無造作に放置されたタンクが
　風景を台無しにしている

○子供たちによる植樹活動 ×過度の伐採は風景を傷つける

○自然の水路は生き物を育み、
　子供たちの遊び場となる

×路傍に放置された廃車

志摩町の農地と里山の特徴

■可也山が迎えてくれる風景

　前原市から志摩町に入ると、可也山が雄大な姿で迎えて

くれ、「志摩町に帰ってきた」という気持ちにさせてくれ

ます。同様に、火山、彦山、立石山など、志摩町には地域

の風景の大切な要素となっている里山が多数存在しており、

そのうちのかなりのものが自然公園法で定められた玄海国

定公園内にあります。志摩町の風景の中でこれら里山が果

たしている役割にはとても大きなものがあります。

　しかし、そのそばで生活しているとなかなか気がつきま

せんが、ほとんどの里山で、人手がないことなどから長い

間山の管理が困難となっており、竹林の拡大等の問題が発

生しています。また、山中でのゴミの不法投棄も各地で問

題になっています。

　土取り場のむきだしの地肌が痛々しく晒されているとこ

ろも各地に点在しています。

　また、別荘地等では、本来自然公園法では認められてい

ない独善的で周辺の風景と調和しない建築物が建設された

り、不法な樹木の伐採などが起こっています。

■広々とした農地の風景

　里山に囲まれた低平地には豊かな農地がゆったりと広が

っています。町内の各地で圃場整備が進みつつありますが、

これらの農地には今後も志摩町の基幹的な風景でありつづ

けてほしいものです。田畑の間を道草して登下校すること

で、子供たちの心の中には美しい農地の風景が故郷の原風

景として刷り込まれていくのでしょう。

　最近は花卉類の栽培や野菜類の栽培のためのハウスが各

地で建設されていますが、ところによっては、せっかくの

美しい田園風景をハウスが目隠ししてしまっている場所も

あるようです。それらのほとんどは、すこしだけ幹線道路

から後退して立てるなどの工夫をしてやれば回避できます。

■水路と農道

　農地を巡る用水路も田園風景の大切な構成要素です。草

刈や泥さらいなど手入れは大変ですが、きれいな水が流れ、

たくさんの生き物が棲む水路は豊かな環境の目印であり、

子供たちの遊び場でもあります。次の世代に引き継いでい

きたい風景のひとつです。

　

風景を乱さないよう工作物を配置する

農地・里山における良好な景観形成に向けて、以下の事項を守りましょう。
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可也山が見えると志摩に帰ってきた気になります。

集落の背後には山が見える

建物の高さ、屋根の形状、
軒高が揃った、伝統的な
集落形態

道と集落の間に農地があるこ
とで、豊かな空間の広がりと
自然を感じることができる

遠景の里山を背に、近景の水路が美しい。



遠景の山、岬中景の緑、山

きれいな海，浜、磯判り易い浜へのアプローチ

道路から海側には施設を設けない

緑地の保全

志摩の海辺風景と調
和した控えめな施設
のデザイン

地形の保全

緑化の推進 海岸道路からの開けた
眺望の確保

十分な規模の駐車場

建築物その他の施設は
道路の陸側のみ

5. 海岸地域のガイドライン

3

○海岸風景と調和したスケール
　の施設

○海岸風景に調和したデザインを
　用いている施設の例

×大きすぎる施設は海岸風景を
　阻害する

×風景との調和を考慮していな
　い施設の例

○十分な緑を周囲に残し景観的
　な配慮がなされた駐車場の例

×景観的な配慮がなにもされて
　いない駐車場の例

■１敷地の最大面積は、駐車場等の付帯施設も含み3000

　㎡以下としてください。

■施設の種類、用途にかかわらず、敷地面からの高さは、

　10m以下、３階以下とします。

■一敷地内の建物の総延床面積は500㎡以下とします。

■施設の壁面は海岸道路境界から10ｍ以上セットバックし

　てください。

海岸地域における良好な景観形成に向けて、以下の事項を守りましょう。

1
■海岸地域において、商業施設、住宅、その他構造物の設

　置を行う場合、その立地は、開けた海への眺望の確保、

　海岸景観保全の観点から、海岸沿いの道路の陸側平地に

　限定します。

■ひとつの連続した海浜につき、１乃至数箇所の限定され

　た地区（すでに商業施設等が立地している地区等）に集

　合的に配置するようにします。

■連続した海岸沿いの自然環境を保全するため、斜面地の

　形質を変更して平地を造成することはやめてください。 ○道路陸側に展開し、海への眺望
　を阻害していない

×道路海側に展開し、眺望を阻害
　している

2

■駐車場の大きさは、ピーク時の施設利用者数から算定し

　た必要規模を満足するものとし、路上駐車が発生しない

　ようにしてください。

■複数の施設が連続して立地する場合には、個別に仕切ら

　れた駐車場を設けるのではなく、一体で利用できるもの

　としてください。

■トイレは、施設利用者以外にも開放してください。

■駐車場の周囲は、十分に緑化し、海辺の風景に調

　和するようにしてください。

海岸地域の風景の特徴

4

■志摩町らしい海や山の風景を損なわない、海岸の景観に

　調和したデザインをおこなってください。周辺環境を無

　視した目立つ形態は避けてください。

■原色やけばけばしい色、新建材など自然環境にそぐわな

　いものは使用を控えてください。

■複数の施設が一体的に存在する場合には、各施設の意匠

　を統一してください。

自然環境への配慮

海岸景観を阻害しない施設立地

景観的な配慮をおこなった駐車場

風景に溶け込む施設の規模

海岸の風景に調和した施設の形態

5
■造成は最小限としてください。斜面地における施設建設

　のための平地造成はできません。

■施設建設時に、既存樹木の伐採は極力避けてください。

　また、工事完了後は、在来種による敷地の緑化を行って

　ください。

■前面道路との境界（駐車場前を含む）は、生垣、植え込

　み、木柵等で修景してください。

■夜間照明の照度はできるだけ低く設定してくださ

　い。
○海辺の風景と調和した十分な
　修景がおこなわれている例

×風景との調和をまったく考慮
　していない例

　玄海灘に面した志摩町の海岸線は、砂浜と切り立った岩

山、小さな岬が繰り返し続き、変化に富んだ美しいエリア

です。夏の海水浴シーズンばかりでなく、一年を通じて、

美しい風景を楽しむために多くの人々が志摩町の海を訪れ

ます。また、ここは北部九州有数のサーフィンのメッカで

もあります。

　この海岸風景をしっかりと保全していくことは、志摩町

の観光地としての魅力を高めるためにも大切です。

　誰もが自由に楽しめる美しい海岸線の風景を将来に渡っ

て守っていくためには、貴重な海岸線を特定の事業者等が

占用するのを抑制し、パブリックスペースとして保全して

いくことが重要であり、広告物の規制、路上駐車の排除等

も厳格に進めていく必要があります。

　たとえば、美しく連なる砂浜の先に派手な看板を掲げた

土産物屋が見えては、せっかくの風景も台無しです。どん

なにおいしいレストランであっても、その店を作るために

山肌の緑を大きく削り取ってしまうようなことがあっては

なりません。一度失われた自然景観は容易に修復すること

はできないのです。

　現在の美しい海辺の風景を損なわないこと。今後の海岸

地域の管理にあっては、これを第一に考えて進めていきま

す。
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歴史的街道筋を思わせる
調和の取れた家並み

懐かしいブリキの看板

道路沿いの美しく手入れ
された生垣と石塀

開けた風景
遠くには山が見える

■沿道に建物や工作物等を設ける場合には、周辺の

　風景への眺望が妨げられないように、大きさや配

　置、色等に配慮してください。

■建物や工作物等が周辺の風景と調和するよう植栽

　等を施してください。

（海岸沿い、集落周辺、農地や里山周辺の沿道風景

　のガイドラインについては、それぞれの項を参照

　下さい。）　　

■広がりのある景観の妨げとならないよう、建物や

　工作物、広告、自動販売機等を沿道に設けること

　は、できるだけ避けてください。やむを得ず設け

　る場合には、大きさや配置、色等に十分配慮して

　ください。

（海岸沿い、集落周辺、農地や里山周辺の沿道風景

　のガイドラインについては、それぞれの項を参照

　下さい。）　

■路傍の空き地や農地内等にむやみに広告類を掲示し

　ないようにしてください。

■幹線道路から目立つところには、資材・廃材等を放

　置しないようにしてください。やむを得ず放置する

　場合には、生垣や木柵等で目隠しを施してください。

■路傍の美化にご協力ください。

その他の留意事項

沿道に建物等が無い場合

沿道に建物等が散在している場合　

6. 幹線道路沿いのガイドライン

1

2

3

4

■新町地区、岐志地区等のように、歴史的な街道筋の

　ような平入り家屋が幹線道路沿いに並ぶ地域では、

　そうした街並み景観をできるだけ保全してください。

■建物の新築、増改築等を行う際には周辺の家並みと

　調和するようにしてください。

■目だちすぎる広告物や自動販売機の設置は控えてく

　ださい。（広告物・照明の項を参照下さい）

■建物だけでなく地域らしさを醸し出しているもの（

　郵便ポスト、石柱等）は、極力残すようにしてくだ

　さい。

○歴史的街並みに配慮した建物 ×トタン壁や金網フェンスは
　街並みを傷つける

○懐かしい郵便ポストはまちの
　歴史を語ってくれる

×駐車場や看板は、街並みを乱す
　ので街路際には配置したくない

○路傍の植栽が効果的にハウス
　を隠し手くれている

×ただ目隠しすればよいという
　ものではない

○緩やかに曲がり木漏れ日の落
　ちる美しい道

×置く必要の無いものは置かない
　のが一番風景にやさしい

○手入れされ美しい路傍の花々 ×もう少し形や素材に気をつけ
　れば風景の邪魔にならない

幹線道路沿いの風景の特徴

　私たち志摩町民や町外から訪ねてこられる人々がもっと

も頻繁に目にする志摩町の風景は、車、自転車、あるいは

徒歩で町内の道路を移動している時の道路沿いの風景です。

志摩町の風景について私たち一人一人が持っているイメー

ジの中で、沿道風景は、大変大きな部分を占めています。

　建物の側面に張られている古びたブリキ広告や、昔なが

らの赤い郵便ポストは、見る人を懐かしい気持ちにさせて

くれます。そうした小さなものが時間の中で積み上がり組

み合わさることで、味わいのある沿道の風景は形作られて

います。そして、そうした沿道の風景越しに緑の農地が里

山を背景として広々と横たわり、反対側に目をやると青い

海がきらきらと輝いている。これが志摩町の風景です。日

本中どこにでもあるような、目立つことだけ考えた看板や

自動販売機が幅を利かせた沿道景観は、志摩町には似合い

ません。

　志摩町の美しい風景を守っていく上で、道路沿いの風景

を美しく保つことは、海や里山を美しく保つのと同様に、

とても重要なことなのです。

沿道に建物等が連続している場合

幹線道路沿いにおける良好な景観形成に向けて、以下の事項を守りましょう。
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7. 別荘地のガイドライン

3

■丘陵地や斜面地に建築物を新築、増改築する際には、既

　存の自然環境に十分配慮した配置計画を工夫し、敷地内

　や周辺の樹木は極力手をつけないようにしてください。

■敷地の区画形質の改変は、必要最小限となるよう配慮し

　てください。

■自然公園法の国定公園指定を受けている地区内について

　は、自然公園法で定める各用件を遵守してください。

別荘地周辺における良好な景観形成に向けて、以下の事項を守りましょう。

1
■丘陵地や斜面地に建築物を新築、増改築する際には、麓 

　や平地部から見た際に建築物が露出し風景を阻害するこ

　との無いよう、建物の配置等に配慮してください。

■麓の平地部に、当該建築物が目立つ恐れのある視点場（

　一般に幹線道路沿いや集落内）を設定し、そこから当該

　建築物がどの程度目立つかを考慮してください。

■眺望を確保するために基礎を高くしすぎることのないよ

　う注意してください。

■自然公園法の国定公園指定を受けている地区内について

　は、自然公園法で定める各用件を遵守してください。

2

周辺の風景と調和した別荘地のありかた

■周囲の景観に調和したデザインをおこなってください。

■陸屋根は避け、周囲の自然勾配に調和した勾配屋根を用

　いてください。

■周辺環境を無視した特異な形態は避けてください。

■原色やけばけばしい色、白色、反射率の高い金属色など

　を避け、自然の中に馴染む色を使用してください。

■新建材など自然環境にそぐわないものは使用を控えてく

　ださい。

■複数の施設が一体的に存在する場合には、各施設の意匠

　を統一してください。

　志摩町には多数の別荘地が存在しています。それらの多

くは、玄海国定公園の区域内にあり、自然公園法の規制対

象地域です。

　高台から見下ろす玄海の風景は素晴らしいものであり、

ほとんどの別荘地はそうした眺望の得られる丘陵地や山の

斜面地に立地しています。

　そうした丘陵地や斜面地の多くは、志摩町の美しい風景

を構成する主要な要素である里山の一部であり、行き過ぎ

た別荘開発は、志摩の風景にとって好ましいものではあり

ません。

　本来志摩町内でのこうした別荘開発は、各別荘所有者が

自然公園法の規定を遵守することで風景への影響を最小限

度にとどめることができるはずですが、実際には過度の樹

木伐採や周囲の自然環境とまったく調和しない建築物の出

現等が各地で見られます。

外部からの視線に対する配慮

自然環境の保全

周辺環境と調和したデザイン

　別荘地を購入された方が自分の別荘から素晴らしい眺望

を楽しみたい気持ちは理解できますが、そうした眺望を少

しでもよく確保したいあまりに、不必要に建物の基礎を高

くしたり、眺望のさまたげとなる樹木をすべて伐採してし

まうと、眺望と引き換えにその別荘は麓の集落や道路から

丸見えとなり、特にその建物が奇異な形態をしていたり目

立つ色である場合には、地域の人達が昔から慣れ親しんで

きた自然の風景を大きく傷つけてしまうことになります。

　別荘の新築、増改築に際しては、こうしたことのないよ

う、自然公園法をきちんと遵守するのはもちろんのこと、

自分の建物が志摩町民が大切にしている風景の一部である

ことを認識し、大切な風景を傷つけることのないよう十分

に注意を払ってください。

○周囲の自然を尊重し、きめ細
　かい緑化を行っている例

○周辺環境とよく調和した形、
　色、素材を用いた事例（１）

×周囲の自然を無視した形と色
　は、風景に傷をつけている

×風景との調和を無視した
　事例（１）

○周辺環境とよく調和した形、
　色、素材を用いた事例（２）

×風景との調和を無視した
　事例（２）

○周辺環境とよく調和した形、
　色、素材を用いた事例（3）

×風景との調和を無視した
　事例（3）

○麓からの眺めに配慮し勾配屋
　根と緑系の色でまとめた建物

×自分の眺望を優先した結果、
　麓からとても目立つ建物

緑地の保全 地形の保全

勾配屋根
周囲の樹木から突出する
ほど基礎を高くしない

勾配屋根
目立たない形態
目立たない色彩

緑地の保全
眺望確保のための過度
な伐採はしない

地形の保全
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■複数の施設を設ける際には、施設間にたっぷりと

　余裕をとり、密集した施設の配置はしないでくだ

　さい。

■施設の高さは10m以下に抑えてください。

■屋根の形状は陸屋根を避けてください。

■外装にはできるだけ自然素材を使用してください。

■施設の色や材質については、本書の別荘地や農村

　集落の項を参照してください。

　

■敷地の外縁部には、敷地内が外部から見えること

　のないよう十分なバッファー（緩衝）緑地を設け

　てください。

■緑地の厚みや高さ、植栽の密度等については施設

　完成当初においても十分なバッファー効果を発揮

　できるようにしてください。

■敷地外部にはできるだけフェンスや塀は設置しな

　いでください。やむを得ず設置する際には、立地

　に応じて、本書の各項を参照してください。

■敷地の造成は最小限にとどめ、既存樹木をできる

　だけ残すようにしてください。特に大きな樹木に

　ついては移植等の手当てをおこなってください。

■敷地内の水路や溜池は、手をつけずに残してくだ

　さい。周辺の造成に当たっては、水みちを絶たな

　いように注意してください。

■敷地内に存在する文化財、歴史遺構等については、

　できるだけ現状保存をおこなってください。

■敷地はできるだけ透水性の部分を多く取り、雨水

　が地下に浸透できるよう配慮してください。

■夜間照明はできるだけ明るさを落とし、光が敷地

　の外や上空に漏れないように配慮してください。

■敷地入口に看板等を設置する場合は、立地に応じ

　て、本書の看板・広告物の項を参照してください。

その他の留意事項

既存の樹木、水路等をできる限り残す

十分なバッファー緑地を設ける

風景に調和した施設等の配置、デザイン

8. ホタル等の面的開発のガイドライン

1

2

3

4

5

■幹線道路や既存集落から目立つ場所での開発はで

　きるだけ避け、丘陵地の背後や緑地の背後等目立

　たない場所を選定してください。

■一開発の総面積は2ヘクタール以内を目安として

　ください。

○デザインのヒントは既存集落
　などのなかにたくさんある

×絶対にあってはならない例

○田園風景の中に埋没するよう
　な立地を選ぶ

×造成は最小限にとどめる

○既存の樹木を残し、さらに植
　林を行い風景を育てる

×まったく不十分な緑地の例

○巨木の足元に祀られた地蔵。
　こうした遺産に手をつけない

×コンクリートで固めた水路に
　生き物は棲めない

○美しい春の溜池。
　こうした風景に手をつけない

×人工的な造形は極力避ける

志摩町の風景と調和したホタルのありかた

　現在、九州大学の移転を踏まえ、「ホタル」と呼ばれる

クラスター型（分散型）の住宅開発、研究施設開発等の検

討がおこなわれています。また、新たに制定された「田園

居住のまちづくり条例」にもとづく地区計画により、市街

化調整区域内に小規模な住宅開発等が実施される可能性も

あります。

　こうした開発が、従来志摩町の田園地域で見受けられた

いわゆる「ミニ開発」のように周辺の風景との調和を考慮

せずに実施されることは避けなければなりません。

　周辺の美しい風景と調和した開発のありかたをきちんと

考え、十分な配慮を行った上で実施されるよう、町として

も監視を行っていきます。

　

　

　

風景に与える影響の少ない立地

良好な景観形成に向けて、ホタル事業等においては以下の事項を守りましょう。

住居系ホタルの開発イメージ：
既存集落の背後のみかん山後を再利用した場合。
開発地の内部や周辺に十分な緑地を設けることで、風景と馴染む。

研究施設・事務所系ホタルの開発イメージ：
既存集落背後の里山の窪地に展開した場合。
丘陵地の中の窪地に立地しているため、幹線道路から見えない。
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隣接農地との境界部では、コ
ンクリートの使用を避け、石
や土等の自然材料を使用する

隣接する農地との境界部に
は、施設の過半が隠れるだ
けの十分な緑化を実施する

屋上看板は設置しない 施設外周部には、幅5ｍ以上の緩
衝緑地帯を設けてください
特に前面道路沿いについては、中
高木類、花卉等を配置し、施設を
目隠しするとともに、緑の育成に
努めてください

道路沿いの看板は高さを
5ｍ以下に抑える

駐車場もできる
だけ緑化する

建物の色は、原色や目立つ色
を避け、周辺の田園風景に調
和したものとしてください

■住宅の場合、陸屋根は避け、切妻、寄せ棟等の歴

　史的な形態としてください。

■外壁の仕上げは、目立たない色、素材を使用して

　ください。ピンク、黄色、赤等けばけばしい色や

　目立つ色は使用しないで下さい。

■塀やフェンスを設ける場合は、生け垣や石塀、レ

　ンガ等自然の素材を用いたものを使用し、コンク

　リートブロックや金網などの人工物は避けてくだ

　さい。高すぎる塀は圧迫感を与えます。大人の目

　の高さよりも低くし、その上は庭木で目隠しする

　などの配慮をしてください。

■ボイラー、空調機、タンク類等の付属設備は、で

　きるだけ建物の背後等見えないところに設置して

　ください。やむを得ず正面に設置する場合には、

　ラティスで被う等の配慮をしてください。

■看板類を設ける場合については、本書の看板・広

　告物の項を参照ください。

■街路に面した部分は、積極的に樹木や花卉による

　緑化を行ってください。

■住宅開発等を行う際には、地区内街路の緑化や住

　民協定による街路隣接部の民地内緑化を行ってく

　ださい。

■公共事業においても、今後進める都市計画道路の

　整備にあたって歩道幅員が3.5ｍ以上ある部分に

　ついては、積極的に街路樹を設置していきます。

■緑豊かな公園の整備や水路脇の植樹等も進めます。

■市街化区域と市街化調整区域の境界線付近では、調

　整区域側から見た場合の田園風景の連続性を保つた

　めに、十分な緑化を行ってください。

■市街地での大規模店舗等の開発では、周辺の美し

　い田園景観を阻害しないよう十分配慮してくださ

　い（左の図を参照ください）。

■屋上広告物については、できる限り小さなものに

　してください。営業終了後の夜間照明は行わない

　で下さい。

■敷地の外縁部には、十分な緩衝緑地を設けてくだ

　さい。緑地の厚みや高さ、植栽の密度等について

　は、施設完成当初においても十分なバッファー効

　果を発揮できるようにしてください。

大規模開発と周辺の田園風景との調和

市街化調整区域との風景の調和

街路や公共空間の緑化

志摩町らしい落ち着いた街並みの創出

9. 市街地（市街化区域）のガイドライン

1

2

3

4

○自然の素材を用いてきちんと
　目隠しされたエアコン

×剥き出しの設備

○他の町とは違う緑豊かな住宅
　地づくりを目指す

×街並みの風景に配慮していない
　建物の例

○庭の樹木が街路の緑化に貢献
　している例

×緑が無く、看板ばかりが目立つ
　殺伐とした風景

○生垣や庭木のおかげで田園風
　景と馴染んだ市街地外縁部

×市街地外縁部に緑が無く、ま
　ちが田園風景と断絶している

志摩町らしい市街地風景

■志摩町らしい佇まいの保全

　志摩町では、行き過ぎた都市化の進行を抑制し美しい田

園環境を保全するために、初周辺の一部のみが市街化区域

となっており、それ以外は開発の規制された市街化調整区

域となっています。

　市街化区域も、良好な住環境を守るため、第一種低層住

居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種住居地域の

三つに区分されており、最高高さや容積率、建蔽率等の規

制がかけられています。

　しかしこうした規制だけでは、なかなか志摩町らしい街

並みを維持していくのは困難です。一軒一軒の家や店舗、

事務所などが、落ち着きがあり緑の豊かな美しい市街地づ

くりに向けて協力し合うことが大切です。

■大規模開発との調整

　市街地では、今後大規模店舗の出店が予想されます。事

前に十分な検討をおこなっておかないと、交通渋滞の発生

ばかりでなく、大きくて遠くからでも目立つ看板や、大規

模駐車場による風景の阻害が発生してしまいます。

　生活が便利になることと、志摩町の財産である美しい風

景を保全することを、上手に両立していきましょう。

　

市街地における良好な景観形成に向けて、以下の事項を守りましょう。

○しっかりした緩衝緑地により
　左奥の施設は殆ど見えない

×大規模店舗の看板が周囲を圧倒
　してしまっている例

■市街地と田園地域の調和

　地図の上では市街化区域と市街化調整区域の境界は一本

の線でしかありませんが、実際にはその一方には農地が広

がり、反対側には住宅や店舗等が建っています。この境界

線がコンクリートの擁壁や金網フェンスなどでばっさりと

区分けされてしまうと、市街地と田園地域の間に断絶が生

じ、風景の連続性が失われてしまいます。

　境界線付近では、できるだけ緑を残し市街地と田園地域

とが滑らかに連続するように配慮する必要があります。
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■志摩町では今後幾つかの都市計画道路等街路の新

　設や拡幅工事が予定されていますが、それらは全

　て新しい志摩の風景の一部となっていくものです。

　車の通行の利便性だけでなく、道からの眺望や道

　自体の作る風景にも十分に配慮して道路線形や勾

　配、緑化のありかた等を検討してください。

■平面図上では直線に近い緩い曲線でも、走行車両

　や歩行者の目線では大きな曲線として認識されま

　す。特に田園部で道路線形を検討する際には、直

　線をできるだけ避け、田園風景に馴染んだ緩い曲

　線が続くよう配慮してください。

■十分な歩道幅員や路肩が確保できる部分では、既

　存道路も含めてできるだけ緑化を行ってください。

■ガードレールや横断防止柵、照明柱、交通標識柱

　等の付属設備についても、できるだけ風景に馴染

　んだ目立たないものを採用してください。

■川や水路、溜池を改修する際には、近年各地で導

　入されている多自然型河川工法を取り入れ、でき

　るだけ護岸部を土や石積みとして自然な水辺とな

　るようにしてください。コンクリートやコンクリ

　ートブロックで表面を被服してしまうことは極力

　避けましょう。

■海岸線、引津湾沿い等に存在する遊水地、湿地等

　についても、改修をおこなう際には多自然型工法

　を導入し、自然の姿を保全するようにしてくださ

　い。

■水面周辺に防護柵を設ける際には、金網フェンス

　等の人工的なものを避け、木柵等の風景と調和し

　たものを採用してください。

環境の指標としての川と水

風景の基盤としての道路

10. 公共建築物・工作物のガイドライン

1

2

3

■公民館等の公共建築物や倉庫等を新築、増改築す

　る際には、周辺の風景と調和のとれた配置、形態、

　意匠となるよう十分な配慮をおこない、風景と馴

　染まない安易なデザインを採用することは避けて

　ください。

■木材や石、土壁、黒瓦などの自然素材を用いた伝

　統的な工法や意匠を尊重し、完成後は時間ととも

　に味わいが深まるもの、地域の文化となるものを

　目指し、一つ一つ大切に創っていきましょう。

■看板や照明につても周囲の風景と調和したものと

　なるよう十分な配慮をしてください。　

志摩町の風景と調和した公共建築物・工作物のありかた

■地域風景の核となる公共建築物

　志摩町には公民館や学校などたくさんの公共建築物があ

ります。これらの公共施設は、地域の中心部にあることが

多く、風景に与える影響も大きなものがあります。それら

の中には老朽化が進んでいるものもあり、今後順次立て替

えられていくことになりますが、その都度地域の風景にき

ちんと配慮したものを作っていくことが大切です。

　

■志摩町の風景を眺める場所としての道路

　志摩町町内には大小様々な道路がありますが、それらの

ほとんどは、志摩の変化のある地形にあわせて緩やかな曲

線を描いて走っており、車の車窓越しからは、次々に移り

変わる美しい風景を楽しむことができます。

　こうしてみてみると、志摩町の場合、道路は交通施設で

あるとともに風景を楽しむ連続した眺望点でもあると言う

事ができます。

　既存の道路を補修する際や、新規に道路を建設する際に

は、以上の点を踏まえ、単に真っ直ぐに道を通せばいいと

いうのではなく、安全性はもちろんのこととして、そこか

ら見える風景にも配慮して、線形や勾配、緑化等を検討す

ることが必要です。

■生態系を支える川と水路

　農地を巡る川や用水路は、田園風景の大切な構成要素で

す。草刈や泥さらいなど手入れは大変ですが、きれいな水

が流れ、たくさんの生き物が棲む水路は豊かな環境の目印

であり、子供たちの遊び場でもあります。

　安易にコンクリートで擁壁を作ってしまえば、こうした

生き物たちはすぐにいなくなってしまいます。次の世代に

引き継いでいきたい風景のひとつです。

風景と調和した公共建設物・工作物

良好な景観形成に向けて、公共建築物・工作物について以下の事項を守りましょう。

多自然型川づくりの事例、精進川（北海道）：

上のようなコンクリートで固められた川が、下のような

自然豊かな川によみがえった。

○田園風景と調和した倉庫 ×田園風景に黄色は合わない

○田園風景と調和した公民館 ×風景と馴染まない公共建築物

○風景と調和したくねくね道 ×風景に馴染まない直線的な道

○街路樹で緑化され潤いある道 ×味気なく殺風景な道

○美しい遊水地に山が映りこむ ×自然をねじふせたような壁面

○自然に触れられる川 ×コンクリートは使いたくない
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■原則として、農地や里山内には看板や広告物等は

　設置しないでください。やむを得ず設置しなけれ

　ばならない場合には、できるだけ周辺の風景を損

　なわないよう、形状（１㎡以下）や色彩、材質等

　に配慮して下さい。

■いわゆる野立て看板は止めて下さい。

■看板や広告等に照明を付設する場合には、暖色系

　の光源を用い、明滅や動きの無いものにしてくだ

　さい。自光式の看板や広告は避けて下さい。

■道路沿いの看板や広告物等の設置は、原則として

　店鋪・事務所の前面のみとします。誘導用に前面

　以外の場所に必要な場合は最小限としてください。

■周辺の風景と調和したデザインを工夫し、形状（

　１㎡以下）や色彩、材質等に配慮して下さい。

■看板や広告等に照明を付設する場合には、暖色系

　の強すぎない光源を用い、明滅や動きの無いもの

　にしてください。自光式の看板や広告は避けて下

　さい。誘導用看板の照明は行わないで下さい。

■海岸沿いの看板や広告物等の設置は、原則として

　店鋪・事務所の前面のみとします。誘導用に前面

　以外の場所に必要な場合は最小限としてください。

■海岸風景と調和したデザインを工夫し、形状（１

　㎡以下）や色彩、材質等に配慮して下さい。

■看板や広告等に照明を付設する場合には、暖色系

　の強すぎない光源を用い、明滅や動きの無いもの

　にしてください。自光式の看板や広告は避けて下

　さい。誘導用看板の照明は行わないで下さい。

■看板や広告物等の設置は、原則として店鋪・事務

　所の前面のみとします。誘導用に前面以外の場所

　に必要な場合は最小限としてください。

■良好な街並風景が維持できるよう、形状や色彩、

　材質等に配慮して下さい。

■看板や広告等に照明を付設する場合には、暖色系

　の強すぎない光源を用いて下さい。

■大規模店舗では、風景への影響が大きいため、看

　板等の掲示について町と十分協議を行って下さい。

市街地とその周辺

海岸沿い

道路沿い

農地・里山とその周辺

11. 看板・広告物・照明等のガイドライン
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■集落は基本的に生活の場です。不必要な看板や広

　告物等の設置はやめましょう。

■事務所や店鋪が看板や広告物等を掲示する場合には、

　できるだけ小さなもの（１㎡以下）にしてください。

　素材等は、集落のガイドラインに示してあるように、

　できるだけ自然のものを用い、集落風景と調和した

　デザインを工夫してください。

■看板や広告等に照明を付設する場合には、暖色系の

　光源を用い、明滅や動きの無いものにしてください。

　自光式の看板や広告はできるだけ避けて下さい。

志摩町の美しい風景との調和

■志摩町らしい風景の邪魔をしない

　近年、志摩町が手近な観光地として脚光を浴びる中で、

町内のいたるところに看板や広告物が乱立するようになっ

てきています。交差点に過大・過剰な広告看板が所狭しと

並び立つ様は、志摩の美しい風景とまったく相容れません。

　看板や広告物は、店鋪や事務所には欠かせないものです

が、他のものよりも目立つようにと競い合い、けばけばし

い色彩やデザインの看板が所かまわず町中に溢れるような

ことになれば、志摩の財産である風景の美しさは台無しに

なってしまいます。

　そうした一方で、流木や地元の木材、石等の自然素材を

利用した味わいのある看板、思わずその店を覗いてみたく

なるような素敵なデザインの看板などを目にする機会も多

くなっています。

　美しい風景にとって邪魔者となることの多い看板や広告

物ですが、設置する場所をきちんと吟味し、大きさをどう

するか、デザインをどうするか、照明をどうするか等々、

周辺の風景との調和をきちんと考慮して作れば、志摩町ら

しさを演出する重要な道具にもなれるのです。

　看板や広告物等の設置をしようとする際、一人一人が志

摩にふさわしいものを作ろうと努力し、必要ないものは設

置しないようにすることで、美しい志摩の風景は守られ、

観光客の入れ込みも増え、町の経済にもプラスになります。

　

　

集落とその周辺

1
■看板や広告物等も志摩町の風景の一部です。美しい

　志摩の風景に馴染んだものにしていきましょう。

■看板や広告物等を設置する際、少しでも目立つとこ

　ろに作りたいのはわかります。それでも皆が我先に

　と目立つ場所（交差点、山の斜面、建物の屋上等）

　に派手な看板を設置していけば、志摩の風景はその

　うち202号線沿いのような看板だらけのものにな

　ってしまいます。周辺の風景を損なわないよう、設

　置場所には十分配慮してください。

■大きい看板、派手な看板は目立ちます。しかしそれ

　は同時に周囲の風景の邪魔物でもあります。周辺の

　家並みや緑等と調和した控えめな大きさにしてくだ

　さい。

■周辺景観にそぐわない色、けばけばしい色や華美な

　装飾は避けましょう。

■周囲の景観に合った、明度、彩度とし、あまり高明

　度、高彩度のものは避けましょう。

■過度に明るく、人の目を痛めるような照明は避け、

　周囲に調和した照明にしましょう。

■サーチライトのような迷惑照明は使用しないでくだ

　さい。

■捨て看板は絶対に設置しないでください。

町全域共通の留意事項

良好な景観形成に向けて、広告物・照明等の設置にあたっては、以下の事項を守りましょう。

○集落の風情に調和した控えめ
　な看板

×目立つことだけを考え、風景
　を台無しにしている看板

○周辺の風景と馴染み、店の個
　性も上手に表現されている

×大きければ大きいほど、風景
　を傷つける

○控えめだが、店の性格や方向
　などが簡潔に示されている

×目立つ場所を奪い合うように
　して乱立する看板

○小さいが海辺の雰囲気に調和
　し人をひきつける看板

×大きな字でメニューを書き連
　ねただけの見苦しい看板

○洗練されたデザインが店のク
　オリティの高さを感じさせる

×まさに満艦飾。
　風景破壊の最たるもの
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×安普請の野立て看板ほど醜い
　ものはない

×建物自体が看板のようなもの　
　はよくない

×建物所狭しと派手な看板を掲
　げることは認めない

×町のどこからでも見えるよう
　な高くて大きな看板はだめ



12.　市街化調整区域で地区計画をかける際の留意事項

対象地域の特性に応じて風景の保全に十分に留意する

　市街化調整区域においては、「田園居住のまちづくり条

例」に基づき、右図に示す手続を踏むことで地区計画をか

けることが可能です。

　地区計画の中に、地形の改変、建物や構造物の新設・増

改築等を取り入れる場合には、前記の各項で示したガイド

ラインの該当部分を遵守して、計画を作成してください。

　地区計画の手続には、審査会による計画内容の審査がひ

つようであり、ここでは、上位計画である志摩町「田園居

住のまちづくり」土地利用計画との整合性に加え、本ガイ

ドラインとの整合性について審査が行われます。もし、計

画の内容にガイドラインの主旨に馴染まない部分があれば、

修正が求められます。

　計画作成にあたり、不明の点があれば、志摩町都市計画

課までお問い合わせください。

まちづくり協議会の設立から地区計画の決定までの流れ
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地方計画の方針

地区整備計画

地区計画の決定
●行政区で作成された「まちづくり計画」に基づいて、
　町が地区計画を策定します。
●「地区計画」では、地域ごとに公園、道路の配置や建物の用途、
　高さ、緑化等のまちづくりのルールを定める事ができます。
●「地区計画」は、以下の２つで構成されます。

「まちづくり計画」の策定
●地域で実現しようとしている｢将来像｣｢土地利用区分｣
　｢地域資源リスト｣｢まちづくりマップ｣等によって構成する。
●｢田園居住のまちづくり｣土地利用計画を基本に、以下
  の考え方によって、地域の人々の考えを反映したまちづくり
  計画をまとめます。
�

まちづくり協議会の活動
●地域の現況及び課題の把握、将来像づくり
●住民意向のアンケート調査、ワークショップの開催等

まちづくり協議会の設立（行政区を基本単位）

町

町

行 
 

政 
 

区

　　志摩町
都市計画審議会

専門家の派遣

町の支援組織

審査会

審査

支援

審査

承認

報
告

地区計画を受けて土地利用区分図の見直し
（都市計画決定後、５年毎に見直しができる）

志摩町「田園居住のまちづくり」土地利用計画

地区計画の目標、整備・保全の方針を定めます。

・保全系のゾーンは、基本的に変更はできない。
 (区域の拡大のみ可)
・形成系のゾーンは、行政区の意向を反映して見直す
 ことができる。

地区整備計画道路、公園、建築物の用途、
緑化等の具体的なルールを定めます。




