





ˎ

ల! ડ
౷֖༆͈ࠊ۷ࠁ଼͈༷ૻ
!
̭͈ડ͉́Ȃ౷֖͈ࡢ̜ͬࣞ͛͂ͤͥ͘͘ࠊ۷ͬࠁ଼̳̹ͥ͛ͅȂ
ঌ֖ͬാ౷၌ဥ͈̈́̓ࠊ۷අ̥ͣ˒̱̾ͅڬȂ౷֖̮͈͂ࠊ۷
ࠁ଼༷ૻͬা̱̞̳̀͘ȃ!

ˎ.ˍ! ౷֖͈ߊ͂ࠊ۷ါள͈႒!
ˎ.ˎ! ౷֖༆͈ࠊ۷ࠁ଼༷ૻ!
!
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 ؏עƷғЎƱᚇᙲእƷЎ
! ̭̭͉́Ȃ౷֖͈ࠊ۷අ͂გ̱̹ྛႁഎ̜́͂ͤͥ͘͘ࠊ۷ͬࠁ଼̳̹ͥ͛
ͅȂঌ֖ͬാ౷၌ဥ͞౷ࠁȂুடેࠊ͈̓̈́ޙ۷අ̥ͣ˒̱̾ͅڬȂ౷֖̮͂
͈ࠊ۷ࠁ଼༷ૻͬা̱̞̳̀͘ȃ!
!

)2*౷֖͈ߊ!

ߊ!

౷֖͈!ޙٽ

ˍ! ၖ५͈ࠊ! ȡ໐ݚၿ౷֖ȡ

ے५͈̜ͥݡಫ५౷͞Ȃ̷͈͏͂͜ͅࢩ̦
ͥډศ͉̲̱̹ͬ͛͂ന̓̈́Ȃၖ५͈ࠊ۷
̦ࡉͣͦͥঌ໐͈ݚၿ౷!

ˎ! ͈ࠊ! ȡཅ״౷֖ȡ!

่عႅ͈̈́̓ཅ̥̈́ুட͈̜ͥཅ͂Ȃ̷͈
ਔ༏ͅࢩ̦ͥକന̈́̓Ȃͬಎ̱̹͂ࠊ۷
̦ࡉͣͦͥঌཤ໐͈״౷֖!

ˏ! ࢽ͈ࠊ! ȡ२عს܅״౷֖ȡ

२عსͅ࿂̱̹ႉ٬໐͈ࢥު౷ఝ͞Ȃളͤು
̦͍̠ৄۙ̓̈́ګȂࢽͬಎ̱̹͂ࠊ
۷̦ࡉͣͦͥঌୌ໐͈܅״౷֖!

ː! ̻͈͘ࠊ! ȡঌځ౷౷֖ȡ!

ཅפޘਔ༏͈ಎঌځ౷͞Ȃ̷͈ਔ༏໐ͅࢩ
̦ͥ၂̻̞̹ਯ౷͈̈́̓Ȃ̻͈͘ࠊ۷̦
ࡉͣͦͥঌಎ؇໐͈ঌځ౷౷֖!

ˑ! ͈ࠊ! ȡධ໐ന౷֖ȡ!

̺̥̈́ͣ̈́ܳ໖ͬခ̳ͥݚၿ౷ͅȂ΅λαΜ
ศ͈̈́̓ࢩఱ̈́౷͈ࠊ۷̦ࡉͣͦͥঌධ
໐͈ന౷֖!

˒! ٬͈ࠊ! ȡນຩ܅״౷֖ȡ!

ఊဢͅ࿂̱̹̱̞गຩ͂ႂཅ̥̈́٬܅
ႅ̈́̓Ȃဎఱ̈́٬͈ࠊ۷̦ࡉͣͦͥঌධ໐͈
܅״౷֖!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!


  ࿑ ᥊ⷰᒻᚑߩၞಽ

!
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!

)3*ࠊ۷ါள͈႒!
! ȶ౷֖༆͈ࠊ۷ࠁ଼༷ૻȷ͉́Ȃڎ౷֖̤̫ͥͅࠊ۷ࠁ଼͈༷࢜ͬা̳͂͂͜
ͅȂ̷͈༷͈࡛̫࢜࢜̀ͅঔ̧̳͓৽̈́ࠊ۷ါள̮͈͂ၪমࣜ͜ାၑ̱̀
̞̳͘ȃ!
! ࠊ۷ါள͉Ȃల 2 ડ͈ȶࠊ۷ࠁ଼ུ͈ܖ࿒ດȷ́া̱̹ȶুடȷȶႤঃȷȶڰȷ
ȶॲުȷ̀̽ͅ״ո̠͈͢ͅئ႒̱̞̳̀͘ȃ!
!
!
ུܖ࿒ດ

ࠊ۷ါள

ᐯ
ఉအ̈́ুட͂ވ̱̹հ̨͈̜ͣͥࠊ۷

ഭӪ
Ⴄঃͬഥ̢̲ͥۜͬا໓ࠊ̜͈ͥڒ۷

ဃ
༥̱͈ͣಎͅ͏̯̲ͥ͂ͬۜͥ၂̧̻͈̜ͥࠊ۷

ɛ५
ɛع
ɛ٬ຩȆۙګ
ɛ౷
ɛݴ࿐Ȇྴ࿐

ɛځݰൽȆႤঃഎ̻͙̈́͘
ɛ़ا൝
ɛ૰২ڝ

ɛਯ౷
ɛȆႂ౷
ɛऱͤȆഥൡ࣐ম

ɛൽႹ
ɛഘൽȆפ
ɛࢽ
ɛުȆުྩࠏ
ɛࢥުࠏ
ɛުࠏ
ɛࠏުݽ
ɛఱܰ࿅ঔ୭

ငಅ
ය̞ͩ͂ڰႁ̲ͬۜͥྛႁ̜ͥࠊ۷

!
!
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 ؏עКƷᚇ࢟૾ᤆ
)2*!ၖ५͈ࠊ! ȡ໐ݚၿ౷֖ȡ!
Šᚇཎࣱ
! ঌځ౷̥ͣವ̱̞͛ͥ͂२͈ࠁڙউ̱̹ͬ
ے५͈̜ͥݡಫ५౷͂Ȃ̷͈͏͂͜ͅࢩ̦ͥډศ
͈̈́̓ന଼̳̞̯̀ͦ͘ࠁͤ͢ͅȃ!
̞ ͜ ̠

! ౷֖͈ಎ͉ͅȂ՟࿉ࡔ͞ͼΤΜΊ߲ႅ̈́̓
͈ܲਹ̈́ুடࠊ۷̦തह̳ͥ͂͂͜ͅȂ෯קಿغ
ࡣ͉̲̳ͬ͛͂ͥࡣ߲͞ຽ͈̈́̓২
͜ତఉ̩ంह̱ȂႤঃ͈ਇ̧̜ͥၖ५͈ࠊ۷ͬ̾
ṲჽࠇޛỉỐờểỆ࠼ầỦလᴾ

̩̺̱̞̳ͤ̀͘ȃ!
!
Š؏עКƷᚇ࢟૾ᤆ


Ⴄঃ͂ࠑͬاઇ̱̹Ȃ͏̯̲ͥ͂ͬۜͥၖ५ࠊ۷͈༗!
!
! ࡣ̩̥ͣႠ༰̱͂̀ଢ̧̹̱̞͛ͣͦ̀উ͈ے५ͬȶ̻͈͘ুட͈Ώϋδσȷ
̱͂Ȃݡಫ५౷͈̱̞५͙͂Ȃ໓ാͅआ̰̱̀ࠁ̩̹̿ͣͦၖ५͈ࠊ۷ͬ༗
̱̳͘ȃ̹͘Ȃ՟࿉ࡔ͉̲̱̹ͬ͛͂ܲਹ̈́ুட͞തह̳ͥႤঃഎ࡙ͬਔ༏ࠊ
۷֚͂ఘഎͅ༗̱Ȃ౷֖͈Ⴄঃ͂໓ാͬࠑઇ̱̹၂̧̻͈̜ͥࠊ۷ͬࠁ଼̱͘
̳ȃ૽ࢥ͉Ȃၖ५͈ࠊ۷̫ࣺ͚̠͂͢ͅၪ̱̳͘ȃ!

ṲޛỉỐờểỆ࠼ầỦဋטểᓳẼბẟẺᨼᓳί߃ޥထὸᴾ



╙㧞┨





!
ŠᚇᣐॾǤȡȸǸ
ɦ̭͈͈ાਫ਼͉Ȃ౷֖ఘ͈අಭഎ̈́ࠊ۷ͬਬ̱̀ນ࡛̱̹بே͈͈̳́͜ȃಎͅা̱̹ၪম͉ࣜȂ༷
ૻ࡛̳̹͈֚ͬͥ͛႕̳́ȃ

!
!
!
!
!
!
!

自然歩道は、自然景観や眺望景
観を体験する道として維持保全
します

里の暮らしが表出し
た落ち着いた集落景
観を保全します

ため池は、多様な生物
が生息する環境に配慮
し、周辺の自然景観と
ともに保全します

遊休農地は、景観作
物の作付けなどによ
り、田園景観に配慮
します

史跡などは、周辺の自

! 然景観や田園景観とと
! もに保全します

山上や自然歩道など
から市街地などを眺
めることのできる良
好な眺望点を確保し
ます
山間や山裾に広がる
田園や水路の適切な
維持管理を行い、集
落と一体となった里
の景観を保全します

森林の適切な維持管
理を行い、美しく潤
いのある自然景観を
保全します

!
!

点在する神社仏閣は、
適切な維持管理を行い
周辺の自然や田園の景
観とともに保全します

歴史的な趣を感じる旧宿場や旧
街道などは、周辺の自然や里の
景観とともに保全します
大規模な建築物を整備する場合は、周
辺の山並みや集落景観から突出しない
ようにし、施設の分棟化などにより長
大感を軽減させます
また、既存集落に調和した意匠とし、
敷地周囲の緑化などにより、里の景観
にとけ込むようにします

宅地造成を行う場合は、
自然地形に沿った区画割
とし、擁壁の表面処理や
緑化などに工夫し、既存
集落の景観と調和させま
す
住宅を建てる場合は、既
存集落の伝統様式の建物
に調和した意匠とし、屋
敷林や敷地周囲の緑化な
どにより、里の景観にと
け込むようにします



ホタルなどの多様な生物が生息
する豊かな河川景観を保全しま
す
河川改修を行う場合は、工法や
素材に配慮し、周辺の自然や田
園の景観にできるだけ調和した
ものとします
道路は自然地形に配慮し、で
きるだけ周辺環境と調和した
線形とします
防護柵などの道路施設は、控
えめなデザインとし周辺の自
然や田園の景観に調和した意
匠とします

沿道に屋外広告物を
設置する場合は、周
辺の田園や自然景観
の眺望を阻害しない
よう配慮します
柿畑などの地域を代表する農産
物のある農地景観を保全します
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ŠᙲእКƷᚇ࢟Ʒᣐॾʙ
᥊ⷰⷐ⚛
ጊ

᥊ⷰᒻᚑߩ㈩ᘦ㗄

⥄ὼ᥊ⷰ

ɛঌځ౷͈ࠊ̞͂̈́̽̀ͥ໐ݚ
ၿ͈५͙ͬ༗̱̳͘ȃ!
ɛ̱̞উ̱̹ͬے५͉Ȃ̻͈͘ু
ட͈Ώϋδσ̱͂̀պ౾̫̱̿Ȃ५
ೀ͈܊٭౷߲၂͉ܲਹ̈́ু
டࠊ۷̱͂̀༗̱̳͘ȃ!
ɛ૩ႅ͈ഐ୨̈́ۯၑ࣐̞ͬȂ̱
̩̞͈̜ͥুடࠊ۷ͬ༗̱͘
̳ȃ!
ɛതह̳ͥܲਹ߲̈́၂͉Ȃܲਹ̈́
ুடࠊ۷̱͂̀༗̱̳͘ȃ!
ɛ५ષ͞ুட༜ൽ̥ͣঌځ౷̈́̓ͬ
ವ̧̭͈͛ͥ͂́ͥၻࢡ̈́ವབത
ͬږ༗̱̳͘ȃ!

ਥߥ᥊ⷰ⾗Ḯ
ݡಫ५౷!
ے५!
̧̻̲̠̯ͭ͡

 ટ ५!
૰५!
ࠁ५!
ے५܊٭౷
߲၂!
ͼΤΜΊ߲ႅ!
κη߲ႅ!
ઽ५ȪΗ·ς५ȫ
!

Ḩ

ɛܲਹ͈̈́ু̳ͥ՟࿉ ՟࿉ࡔ!
ࡔ͉Ȃུঌ͈ਹါ̈́ুடࠊੳ౷̱͂
̀Ȃࢃ͈५͙͞ਔ༏͈ॠ࿐ႅ͈
ࠊ۷͂͂͜ͅ༗̱̳͘ȃ!

ᴡᎹ

ɛγΗσ͈̈́̓ఉအ̦̈́௳̳
ͥཅ̥̈́ࠊع۷ͬ༗̱̳͘ȃ!
ɛକ̦ຈါ̈́ع٨ਘ࣐̠ͬા
ࣣ͉Ȃࢥ༹͞ளऺͅၪ̱Ȃਔ༏͈
ুட͞നࠊ͈۷̧̺̫́ͥͅ
გ̱̹͈̱̳͂͘͜ȃ!

Ꮒᧁฬᧁ

ɛݴ࿐Ȇྴ࿐͉Ȃਔ༏͈ুடࠊ۷͞২ ಿ͈ڢΪΦ΅!
͈̈́̓Ⴄঃഎࠊ۷͂͂͜ͅ༗ ຽ͈ఱΑΆ!
̱̳͘ȃ!
ޮஂ͈Ά!

ᣥⴝ

ɛႤঃഎ̈́ਇ̲ͬۜͥݰଣ५͞ݰ ݰຍځൽ!
ຍځൽ͉̈́̓Ȃਔ༏͈ুட͞ၖ͈ࠊ ݰଣ५!
۷͂͂͜ͅ༗̱̳͘ȃ!


ᱧผ⊛ߥ߹ߜਗߺ

ಱா!
ඤ५!
૰ന!
ಿ!

ɛ࣭ঐঃ̜́ͥଣ५৮͉ࠪȂਔ༏ ଣ५৮ࠪ!
͈ুடࠊ۷͂͂͜ͅ༗̱̳͘ȃ! ෯קಿغࡣ!
ɛ෯קಿغࡣ͈̈́̓ࡣ͉Ȃਔ༏
͈നࠊ۷͂͂͜ͅ༗̱̳͘ȃ!

␠㑑

ɛതह̳ͥ૰২͉ڝȂഐ୨̈́ۯ
ၑ࣐̞ͬȂਔ༏͈ুட͞നࠊ͈۷
͂͂͜ͅ༗̱̳͘ȃ!
ɛ͈૩ͬഐ୨ͅۯၑ̱Ȃႂཅ
̥̈́ࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ!

ᱧผ᥊ⷰ

ᢥൻ⽷╬



ຽ!
ୃਕ!
܊!
նڥ૰২!
ஃۼ૰২!
ٖ࿆૰২!
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ɛၖ͈༥̱̦ͣນ̱̹၂̻̞̹
ਬ၂ࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ!
ɛ౷௮଼࣐̠ͬાࣣ͉Ȃুட౷ࠁͅ
̱͂ڬْߊ̹̽״Ȃသ༃͈ນ࿂ੜၑ
͞ႂࢥ̓̈́ͅاຳ̱Ȃܡంਬ၂͈ࠊ
۷͂გ̵̯̳͘ȃ!
ɛਯͬ࠺̀ͥાࣣ͉Ȃܡంਬ၂͈ഥ
ൡအ͈࠺ͅგ̱̹փੴȪ࢙
ؚआȂ೩दഽ͈द̈́̓ȫ̱͂Ȃؚ
ົႅ͞ົ౷ਔս͈ႂͤ̓̈́͢ͅاȂ
ၖ͈ࠊ۷̫ࣺ͚̠̱̳͂͘͢ͅͅȃ

ےಎ५͈ਬ၂!
ଣ५͈ਬ၂!
ॄ܊͈ਬ၂!
͈ਬ၂!
!

✛

ɛႂ౷͉ഐ୨̈́ۯၑ࣐̞ͬȂ̱
̩̞͈̜ͥঅু͈ܬடࠊ۷ͅ
̱͛ͥા̱͂̀༗̱̳͘ȃ!
ɛ̹͛౻͉Ȃఉဥ̦̈́௳̳ͥཅ
̥̈́କ༏ࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ!

܊५ႂ౷!
ؚ܊ႂ౷!
ࢩॄ܊ા!
၌౻!
ٖ࿆̱̠͐͡!

〝

ɛൽႹ͉ুட౷ࠁͅၪ̱Ȃ̧̺́ͥ ࣭ൽ 473 !
̫ਔ༏ࠊ۷͂გ̱̹ࠁ̱͂͘ २ે۪ع!
̳ȃ!
ཅুޘட༜ൽ!
ɛཡࢌॎ͈̈́̓ൽႹঔ୭͉Ȃࢱ̢͛̈́
ΟΎͼῧ̱Ȃਔ༏͈ুட͞ന͈
ࠊ۷ͅგ̱̹փੴȪ೩दഽ͈द
̈́̓ȫ̱̳͂͘ȃ!
ɛুட༜ൽ͉Ȃুடࠊ۷͞ವབࠊ۷ͬ
ఘࡑ̳ͥൽ̱͂̀༗̱̳͘ȃ
ɛ״ൽ࣬ͅࢩٸؚͬ୭౾̳ͥાࣣ
͉Ȃਔ༏͈നু͞டࠊ۷͈ವབͬ
ஷ̠̞̱̈́͢ٺၪ̱̳͘ȃ!

Ꮏᬺ♽

ɛົ౷ඤ͈ႂ́ا̞̱ͬȂਔ༏͈
ࠊ۷͂გ̳̠ͥ͢ၪ̱̳͘ȃ!

ㄘᬺ♽

ɛډศ͈̈́̓౷֖ͬయນ̳ͥॲ ضਏ౷ఝ)ډศ*!
͈̜ͥ౷ࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ!
ɛ५͞ۼ५ମͅࢩ̦ͥന͞କႹ͈
ഐ୨̈́ۯၑ࣐̞ͬȂਬ၂֚͂ఘ
̹͂̈́̽ၖ͈ࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ!
ɛဋݝ౷ɦ͉Ȃࠊ۷ै͈ैັ̫̈́
̓ͤ͢ͅȂനࠊ۷ͅၪ̱̳͘ȃ

ᄢⷙᮨᣉ⸳

ɛਔ༏͈५͙͞ਬ၂ࠊ۷̥ͣඏ
̱̞̠̱̈́͢ͅȂঔ୭͈̓̈́ا
ͤ͢ͅಿఱۜͬࠚࡘ̵̯̳͘ȃ͘
̹Ȃܡంਬ၂ͅგ̱̹փੴȪ࢙
ؚआȂ೩दഽ͈द̈́̓ȫ̱͂Ȃົ
౷ਔս͈ႂͤ̓̈́͢ͅاȂၖ͈ࠊ۷
̫ࣺ͚̠̱̳͂͘͢ͅͅȃ!
ɛఱܰ࿅̈́ࢥैͬା̳ͥાࣣ͉Ȃ
ࢥ༹͞ளऺȂद̈́̓ͅၪ̱Ȃႂ
ͬاঔ̳̈́̓Ȃਔ༏͈ুட͞ന͈
ࠊ۷̫ࣺ͚̠̱̳͂͘͢ͅͅȃ!

↢ᵴ᥊ⷰ

ቛ

ȝ!


↥ᬺ᥊ⷰ

ȝ!

ḤҮỉẝỦဇᛖỊࠇỆᚐᛟửਫ਼᠍ẲềẟộẴẇ
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!
)3*!͈ࠊ! ȡཅ״౷֖ȡ!
Šᚇཎࣱ
! ୄ̥ͣͅକ̢̹̹ͬ̀ၠͦͥཅ͂Ȃ̭ͦ
̦ͥͅࢩ̀̽״କന͈̈́̓ന଼̯ࠁͤ͢ͅ
̞̳ͦ̀͘ȃ!
! ཅ͉࣭ߠঐ͈ୄၠ́Ȃಎঌځ౷̜ͅ
ͥനઽኔ͈̹͂ͤ̽ͬ͠؍৮࣐̱Ȃ̻͘ͅ
̞̹̱̦ͬͣ̈́ͣ͜२عს͒ၠ̞̳ͦ̀͘ȃ
̥͉ͭͤͭ

നઽኔͤ͢ષၠ໐่͉عႅͅໞ̤ͩͦ̀ͤȂ
͈״നࠊ۷͈ႂ͈ࠊ̞̳͂̈́̽̀͘ȃ

ṲඕဝỆᙴỪủẺᝅ߷ίཅ߷ထẦỤỉỜὸᴾ

̹͘Ȃࢺশయͅহକ͈̹͛ͅ୭̫̹ͣͦ
̥̳͙̞̀

ٌ ೯ ͂ࡤ͊ͦͥະႲ̈́೯ཡ̦ࡉ̳ͣͦ͘ȃ!

!
Š؏עКƷᚇ࢟૾ᤆ


่عႅͅໞ̹ͩͦཅ̥̈́କ͈ၠͦ͂Ȃࢩ̦͈̜ͤͥനࠊ۷͈༗!
!
! ౷֖͈Ⴄঃ̺ͬ֗ͭ༦̈́ͥཅ͈ၠ่ͦ͂عႅ͈̜ͥକ༏͈ࠊ۷ͬఱ୨̳ͥ͂ͅ
͂͜ͅȂ૽ࢥ̜ͥ́عཅ༶କႹ͉πΏ̈́̓ͤ͢ͅুடͅ߃̞ࠊ۷ࠁ଼ͬͤ͘
̳ȃ̹͘Ȃ͈ݚ০࿂ႂ౷͈̈́̓ুடͬఱ୨̱ͅȂ̭ͦͣͬࠊ̱̹ͅ၂̻̞̹
ਬ၂͈ࠊ۷͂ࢩ̦͈̜ͤͥനࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ!
! ૽ࢥ͉Ȃুட͈ࠊ͞ന̠͚ࣺ̫͂͢ͅၪ̱̳͘ȃ!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Ṳᝅ߷ඝ߷Ệ࠼ầỦ൦ဋểދỆộủẺẆᓳẼბẟẺᨼᓳίɦவிထὸᴾ
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!
!
!
!
ŠᚇᣐॾǤȡȸǸ
ɦ̭͈͈ાਫ਼͉Ȃ౷֖ఘ͈අಭഎ̈́ࠊ۷ͬਬ̱̀ນ࡛̱̹بே͈͈̳́͜ȃಎͅা̱̹ၪম͉ࣜȂ༷
ૻ࡛̳̹͈֚ͬͥ͛႕̳́ȃ

!
!
!
渡し舟は周辺の自然を大切にしなが
!
ら、本市の風情ある景観として保全
します
!

!
田園や水路の適切な維持管理を行
!
い、生産環境を保持することで、
広がりのある田園景観を保全しま
す

段丘の崖部に広がる緑は、田
園の背景となる豊かな自然景
観として保全します

既存集落のある田園地帯で宅地造成を行う
場合は、擁壁の表面処理や緑化などに工夫
し、周辺の景観と調和させます
豊川沿いの公園は、
水辺や河畔林の景観
に親しめる空間にす
るとともに、吉田城
や石巻山などの良好
な眺望景観の視点場
としての落ち着いた
空間を創出します

大規模な工作物を整備する場合は、
工法や素材、色彩などに配慮し、緑
化を施すなど、周辺の自然や田園の
景観にとけ込むようにします
清らかな水の流れを保全す
るとともに、治水に配慮し
ながら豊かな河畔林のある
景観を保全します
また、水辺に親しめ、潤い
の感じられる景観を創出し
ます

河川や田園の周辺では、防護柵
などの道路施設は、控えめなデ
ザインとし、周辺の自然や田園
の景観に調和した意匠とします

既存集落の周辺で住宅を建てる場合は、既存集落の
伝統様式の建物に調和した意匠とし、屋敷林や敷地
周囲の緑化などにより田園の景観にとけ込むように
します

沿道に屋外広告物を設置する場合は、
周辺の田園や自然景観の眺望を阻害し
ないよう配慮します

大規模な建築物を整備する場合は、周辺の集落景観から突
出しないようにし、施設の分棟化などにより長大感を軽減
させます
また、既存集落に調和した意匠とし、施設周囲の緑化など
により、周辺の景観にとけ込むようにします
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ŠᙲእКƷᚇ࢟Ʒᣐॾʙ
᥊ⷰⷐ⚛

᥊ⷰᒻᚑߩ㈩ᘦ㗄

ਥߥ᥊ⷰ⾗Ḯ
ཅ!
่عႅ!
ཅ༶କႹ!
͈ݚ০࿂ႂ౷!

ɛཅ͉Ȃୄ̥ͣ̈́କ͈ၠͦͬ༗̳
ͥ͂͂͜ͅȂহକͅၪ̱̦̈́ͣཅ
่̥̈́عႅ͈̜ͥࠊ۷ͬ༗̱͘
̳ȃ̹͘Ȃକ༏̱͛ͅȂ̞͈ۜ
̲ͣͦͥࠊ۷̱̳ͬ͘ȃ!
ɛ૽ࢥ̜ͥ́عཅ༶କႹ͉ȂπΏ
̈́̓ͤ͢ͅুட͈̞͈̲ۜͣͦ
ͥࠊ۷̱̳ͬ͘ȃ!
ɛକ̦ຈါ̈́ع٨ਘ࣐̠ͬા
ࣣ͉Ȃࢥ༹͞ளऺͅၪ̱Ȃਔ༏͈
ুட͞നࠊ͈۷̧̺̫́ͥͅ
გ̱̹͈̱̳͂͘͜ȃ!
ɛٻ͈ݚ໐ͅࢩ̦ͥႂ͉Ȃന͈
ࠊ͂̈́ͥཅ̥̈́ুடࠊ۷̱͂̀༗
̱̳͘ȃ!

ᢥൻ⽷╬

ɛႤঃഎ࠺௮͞ঃ͉Ȃഐ୨̈́ ஜঢ়͈൙ྶర!
ۯၑ࣐̞ͬ༗̱̳͘ȃ!
֒ޡׇ!

␠㑑

ɛതह̳ͥ૰২͉ڝȂഐ୨̈́ۯ
ၑ࣐̞ͬȂਔ༏͈͈૩̈́̓͂͂
͜ͅ༗̱̳͘ȃ!

⥄ὼ᥊ⷰ

ᴡᎹ


ᱧผ᥊ⷰ

ȝ!



ɛܡంਬ၂͈၂̻̞̹ࠊ۷͉Ȃਔ༏
͈ന֚͂͂͜ͅఘഎͅ༗̱͘
̳ȃ!
ɛܡంਬ၂͈̜ͥന౷ఝ́౷௮
଼࣐̠ͬાࣣ͉Ȃသ༃͈ນ࿂ੜၑ͞
ႂࢥ̓̈́ͅاຳ̱Ȃਔ༏͈ࠊ۷͂
გ̵̯̳͘ȃ!
ɛܡంਬ၂͈ਔ༏́ਯͬ࠺̀ͥા
ࣣ͉Ȃܡంਬ၂͈ഥൡအ͈࠺ͅ
გ̱̹փੴȪؚ࢙आȂ೩दഽ͈
द̈́̓ȫ̱͂Ȃົؚႅ͞ົ౷ਔս
͈ႂͤ̓̈́͢ͅاനࠊ͈۷͂ͅ
̫ࣺ͚̠̱̳͘͢ͅȃ!

✛

ɛئ౷ႂ౷̈́̓ཅ͈̞״Ȇႂ౷ ئ౷ႂ౷Ȫ߄ോȫ
!
͉Ȃକ༏่͞عႅ͈ࠊ۷̱͛ͥͅ
ߗ̳͂͂ͥ͜ͅͅۼȂനઽ͞ے
५͈̈́̓ၻࢡ̈́ವབࠊ۷͈ণതા
̱͈͂̀၂̻̞̹ߗͬۼ̱
̳͘ȃ!

↢ᵴ᥊ⷰ

ቛ

ٖ࿆͈ਬ၂!
ૄئȆૄئୌ
͈ਬ၂!
ఱఆ͈ਬ၂!
!

̧̭̲̲ͭ͘
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↥ᬺ᥊ⷰ

〝

ɛൽႹ͉ুட౷ࠁͅၪ̱Ȃ̧̺́ͥ ͈ݱള̱!
̫ਔ༏۪͂ޏგ̱̹ࠁ̱͂͘ ࣭ൽ 2 !
̳ȃ!
२ે۪ع!
ɛ͞عന͈ਔ༏͉́Ȃཡࢌॎ̈́̓
͈ൽႹঔ୭͉Ȃࢱ̢͛̈́ΟΎͼῧ
̱Ȃਔ༏͈ুட͞നࠊ͈۷ͅგ
̱̹փੴȪ೩दഽ͈द̈́̓ȫ̱͂
̳͘ȃ!
ɛޘၴͬା̳ͥાࣣ͉Ȃ͞عႂ̈́
͈̓ুடࠊ۷͂გ̱̹͈̱͂͜
̳͘ȃ!
ɛ͈ݱള̱͉Ȃਔ༏͈ুடͬఱ୨ͅ
̱̦̈́ͣȂུঌ͈໓ૂ̜ͥࠊ۷̱͂
̀༗̱̳͘ȃ!
ɛ״ൽ࣬ͅࢩٸؚͬ୭౾̳ͥાࣣ
͉Ȃਔ༏͈നু͞டࠊ۷͈ವབͬ
ஷ̠̞̱̈́͢ٺၪ̱̳͘ȃ!

ᬺᬺോ♽

ɛന͈ع͞ਔ༏́ഝ༘͞মྩਫ਼
̈́̓ͬ࠺̀ͥાࣣ͉Ȃਔ༏͈ࠊ۷ͅ
გ̳̠ͥ͢ၪ̱̳͘ȃ!

ȝ!

Ꮏᬺ♽

ɛົ౷ඤ͈ႂ́ا̞̱ͬȂਔ༏͈
ࠊ۷͂გ̳̠ͥ͢ၪ̱̳͘ȃ!

ȝ!

ㄘᬺ♽

ɛന͞କႹ͈ഐ୨̈́ۯၑ࣐ͬ ͈ૄئന!
̞Ȃॲ۪ͬޏ༗̳̭ͥ͂́Ȃࢩ
̦͈̜ͤͥനࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ
ɛဋݝ౷ɦ͉Ȃࠊ۷ै͈ैັ̫̈́
̓ͤ͢ͅȂനࠊ۷ͅၪ̱̳͘ȃ

ᄢⷙᮨᣉ⸳

ɛܡంਬ၂͈ਔ༏́ఱܰ࿅̈́࠺ಃ
ͬା̳ͥાࣣ͉Ȃਬ၂ࠊ۷̥ͣඏ
̱̞̠̱̈́͢ͅȂঔ୭͈̈́ا
̓ͤ͢ͅಿఱۜͬࠚࡘ̵̯̳͘ȃ͘
̹Ȃܡంਬ၂ͅგ̱̹փੴȪ࢙
ؚआȂ೩दഽ͈द̈́̓ȫ̱͂Ȃົ
౷ਔս͈ႂͤ̓̈́͢ͅاȂਔ༏͈ࠊ
۷̫ࣺ͚̠̱̳͂͘͢ͅͅȃ!
ɛఱܰ࿅̈́ࢥैͬା̳ͥાࣣ͉Ȃ
ࢥ༹͞ளऺȂद̈́̓ͅၪ̱Ȃႂ
ͬاঔ̳̈́̓Ȃਔ༏͈ুட͞ന͈
ࠊ۷̫ࣺ͚̠̱̳͂͘͢ͅͅȃ!
ɛے५̈́̓ͬವ̧̭̦͛ͥ͂́ͥ
ાਫ਼́ఱܰ࿅ঔ୭ͬା̳ͥાࣣ
͉Ȃ̷͈ವབͬஷ̠̞̱̈́͢ٺȂঔ
୭͈̯ࣞ͞ࠁેȂद̈́̓ͅၪ̱
̳͘ȃ!

ȝ!

ḤҮỉẝỦဇᛖỊࠇỆᚐᛟửਫ਼᠍ẲềẟộẴẇ
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!
)4*!ࢽ͈ࠊ! ȡ२عს܅״౷֖ȡ!
Šᚇཎࣱ
! २عსོ͈͛ၛ̩̹̀ͤ̾ͣͦ͢ͅࢽ͈̜
ͥࢥު౷ఝ͂Ȃ૰૧ന͈ࢩ̦̜ͤͥକന౷
ఝͤ͢ͅࠁ଼̯̞̳ͦ̀͘ȃ࢛ع໐͈କ༏ͅ
͉Ȃ֚ා̱ͬ̀ളͤು̦ངͦͥཅ̥̈́ఠ
ࠏ͈̜ͥৄۙ͞ګૄ̤̦ͤ̀̽ࢩ̦ګȂ
߃ා͉́२عსͅ࿂̱̀ႂཅ̥ࣣ̈́ΑεȜ
Μ͈ା̦ૺ̞̳͛ͣͦ̀͘ȃ̹͘Ȃ२
२۷͈̓̈́إႤঃ࡙͜ࡉ̳ͣͦ͘ȃ!

ṲบụᯓầᚧủỦ൯߷ᴾ

!
Š؏עКƷᚇ࢟૾ᤆ


କ༏͈ুட͞ന͂გ̱̹ڰႁ̜ͥࢽ͈ࠊ۷͈ࠁ଼!
!
! ଲ̜͈ͥࢽ̹̫ٳͅٮႉ٬໐͈ࢥު౷ఝ͉́Ȃॲުڰ൲ͥ͢ͅڰႁ̲ͬۜͥࠊ۷
ͬࠁ଼̱̳͘ȃ̹͘Ȃਔ༏͉́૰૧ന͈ࢩ̦͈̜ͤͥനࠊ۷͞ཅ̥̈́ఠࠏ͈
̜ͥۙࠊ͈ګ۷ͬ༗̱̳͘ȃ౷֖ఘ͉́Ȃႂͤ͢ͅا̞̱ͬȂॲުڰ൲
͂ুட̦გ̱̹ࠊ۷ͬࠁ଼̱̳͘ȃ!
! ૽ࢥ͉Ȃႂࢥ૽͞ا٬ຩ̈́̓ͤ͢ͅȂুட͞ന͂გ̳̠ͥ͢ၪ̱̳͘ȃ!
!
!
!
!
!
!
ṲᅕૼဋỆ࠼ầỦ൦ဋᴾ

!

ṲἯὊἚỶὅἧỻἳὊἉἹὅἍὅἑὊẦỤỉɤඕลỉỜᴾ
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!
!
!
ŠᚇᣐॾǤȡȸǸ
ɦ̭͈͈ાਫ਼͉Ȃ౷֖ఘ͈අಭഎ̈́ࠊ۷ͬਬ̱̀ນ࡛̱̹بே͈͈̳́͜ȃಎͅা̱̹ၪম͉ࣜȂ༷
ૻ࡛̳̹͈֚ͬͥ͛႕̳́ȃ

!
!
!
水質汚濁やゴミの不法投棄の防止、美化活動の
!
推進などにより、豊かな生態系のある干潟の景
観を保全します
!
水質の改善などにより、三河湾と水辺の
!
自然景観を保全します

!

三河港は、三河湾の自然景観
に配慮しながら、世界に開か
れた港として、活力ある景観
を創出します

堤防と陸地の間の潮溜まりは、多様な生物が生
息する水辺の景観として保全します

田園地帯や住宅地で大規
模な工作物を整備する場
合は工法や素材、色彩な
どに配慮し、緑化を施す
など、周辺の景観にとけ
込むようにします

公園では、積極的な緑化の推進により、
まとまりある緑を創出するとともに、三
河湾や水辺を眺望できる視点場を確保し
ます
多様な生態系を有する河口干
既存集落の落ち着
潟の景観を保全します
いた景観は、周辺
の田園とともに一
体的に保全します

臨海の工業地帯では、敷地内
の緑化を推進し、潤いのある
景観を創出します

展望室から三河湾など
の良好な眺望が得られ
るよう配慮します
沿道に屋外広告物を設置する場合
は、周辺の田園や自然景観の眺望
を阻害しないよう配慮します



田園や水路の適切な維持管
理を行い、生産環境を保持
することで、広がりのある
田園景観を保全します
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ŠᙲእКƷᚇ࢟Ʒᣐॾʙ
᥊ⷰⷐ⚛

᥊ⷰᒻᚑߩ㈩ᘦ㗄

ਥߥ᥊ⷰ⾗Ḯ

⥄ὼ᥊ⷰ

ᴡᎹ

ɛఉအ̦̈́௳̳ͥཅ̥̈́ ع୨ศ!
ࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ!
ɛକ̦ຈါ̈́ع٨ਘ࣐̠ͬા
ࣣ͉Ȃࢥ༹͞ளऺͅၪ̱Ȃਔ༏͈
ুட͞നࠊ͈۷̧̺̫́ͥͅ
გ̱̹͈̱̳͂͘͜ȃ!

ᶏᵿᐓẟ

ɛକৗ͈٨̈́̓ͤ͢ͅȂ२عს͂କ
༏͈ুடࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ!
ɛକৗృ͞Όη͈ະ༹ൎ͈ܤཡগȂ
ڰا൲͈ଔૺ̈́̓ͤ͢ͅȂཅ̥̈́
ఠࠏ͈̜ͥۙࠊ͈ګ۷ͬ༗̱
̳͘ȃ!

२عს!
ৄۙ!ګ
ૄ!ګ
ஜঢ়٬!܅
̧̱̰͢

ஜ٬!܅


ᱧผ᥊ⷰ

ᢥൻ⽷╬

ɛ೯ཡષ̜ͥͅ२२۷͉إȂ૧ന ٳ२२۷!إ
อ̵ͬ͊ͥႤঃഎࠊ۷࡙̱͂
̀ഐ୨ͅ༗̱̳͘ȃ!

ቛ

ɛܡంਬ၂͈၂̻̞̹ࠊ۷͉Ȃਔ༏ ૰૧ന͈ਬ၂!
͈ന֚͂͂͜ͅఘഎͅ༗̱͘ ᩊ͈ਬ၂!
̳ȃ!
ɛܡంਬ၂͈ਔ༏́ਯͬ࠺̀ͥા
ࣣ͉Ȃܡంਬ၂͈ഥൡအ͈࠺ͅ
გ̱̹փੴȪؚ࢙आȂ೩दഽ͈
द̈́̓ȫ̱͂Ȃົ౷ਔս͈ႂ̈́ا
̓ͤ͢ͅനࠊ͈۷̫ࣺ͚͂͢ͅ
̠̱̳͘ͅȃ!
ɛ౷௮଼࣐̠ͬાࣣ͉Ȃਔ༏͈ന
ࠊ۷ͅგ̳̠ͥ͢ၪ̱̳͘ȃ!

✛

ɛࣣΑεȜΜ͉́Ȃୟޭഎ̈́ႂ ࣣΑεȜΜ!
͈اଔૺͤ͢ͅȂ̜͂ͤͥ͘͘ႂͬ ྶ٬۱ႂ౷!
̳ͥ͂͂͜ͅȂ२عს͞କ༏ͬ
ವབ̧́ͥণതાͬږ༗̱̳͘ȃ!
ɛ೯ཡ͂ၘ౷͈͈ۼಲၡ͉ͤȂఉအ̈́
̦௳̳ͥକ༏͈ࠊ۷̱͂̀
༗̱̳͘ȃ!
ɛོၛ౷̈́̓ͅႂ౷ͬഐ୨ͅ౾̳
̭ͥ͂́Ȃႂ̦ະ௷̱̦̻̈́ાਫ਼ͅ
̞͞հ̨͈̜ͣͥࠊ۷̱ͬ
̳͘ȃ!
ɛ۱ႂ౷ఝ͈ഐ୨̈́༗࣐̞ͬȂࢥ
ު౷ఝͥ͢ͅࠊ۷ષ͈ͬޣגგͣ
̬̳͘ȃ!


↢ᵴ᥊ⷰ
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↥ᬺ᥊ⷰ

〝

ɛཡࢌॎ͈̈́̓ൽႹঔ୭͉Ȃࢱ̢͛̈́
ΟΎͼῧ̱Ȃਔ༏͈ুட͞ന͈
ࠊ۷ͅგ̱̹փੴȪ೩दഽ͈द
̈́̓ȫ̱̳͂͘ȃ!
ɛޘၴͬା̳ͥાࣣ͉Ȃਔ༏͈ুட
͞നࠊ͈۷ͅგ̱̹͈̱͂͜
̳͘ȃ!
ɛ״ൽ࣬ͅࢩٸؚͬ୭౾̳ͥાࣣ
͉Ȃਔ༏͈നু͞டࠊ۷͈ವབͬ
ஷ̠̞̱̈́͢ٺၪ̱̳͘ȃ!

᷼

ɛ२͉ࢽعȂ२عს͈ুடࠊ۷ͅၪ २!ࢽع
̱̦̈́ͣȂଲ̱͂ࢽ̹̥ͦٳͅٮ
̀Ȃڰႁ̜ͥࠊ۷̱̳ͬ͘ȃ!
ɛεȜΠͼϋέιȜΏοϋΓϋΗ
Ȝ͈ਔ༏͉́Ȃജབ̥ͣ२عს̈́
͈̓ၻࢡ̈́ವབ̦ං̠ͣͦͥ͢
ၪ̱̳͘ȃ!

ᬺᬺോ♽

ɛന͈ਔ༏́ഝ༘͞মྩਫ਼̈́̓ͬ
࠺̀ͥાࣣ͉Ȃਔ༏͈ࠊ۷ͅგ̳
̠ͥ͢ၪ̱̳͘ȃ!

ȝ!

Ꮏᬺ♽

ɛࢥު౷ఝ͉́Ȃົ౷ඤ͈ႂͬاଔૺ
̱Ȃ̞͈̜ͥࠊ۷̱̳ͬ͘ȃ

ȝ!

ㄘᬺ♽

ɛന͞କႹ͈ഐ୨̈́ۯၑ࣐ͬ ૰૧ന͈କന!
̞Ȃॲ۪ͬޏ༗̳̭ͥ͂́Ȃࢩ
̦͈̜ͤͥനࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ
ɛဋݝ౷ɦ͉Ȃࠊ۷ै͈ैັ̫̈́
̓ͤ͢ͅȂനࠊ۷ͅၪ̱̳͘ȃ

ᄢⷙᮨᣉ⸳

ɛന౷ఝ͞ਯ౷́ఱܰ࿅̈́࠺ಃ
ͬା̳ͥાࣣ͉Ȃਔ༏͈ਬ၂൝
͈ࠊ۷̥ͣඏ̱̞̠̱̈́͢ͅȂঔ
୭͈ͤ̓̈́͢ͅاಿఱۜͬࠚ
ࡘ̵̯̳͘ȃ̹͘Ȃܡంਬ၂൝ͅ
გ̱̹փੴȪؚ࢙आȂ೩दഽ͈
द̈́̓ȫ̱͂Ȃົ౷ਔս͈ႂ̓̈́ا
ͤ͢ͅȂਔ༏͈ࠊ۷̫ࣺ͚̠͂͢ͅ
̱̳͘ͅȃ!
ɛന౷ఝ͞ਯ౷́ఱܰ࿅̈́ࢥै
ͬା̳ͥાࣣ͉Ȃࢥ༹͞ளऺȂ
द̈́̓ͅၪ̱Ȃႂͬاঔ̳̈́
̓Ȃਔ༏͈ࠊ۷̫ࣺ͚̠̱͂͢ͅͅ
̳͘ȃ!

࣭ൽ 34 !
࣭ൽ 34 ΨͼΩΑ!
αͼήςΛΐ;Ϳͼ!
२ࢽعఱ!ޘ

ȝ!



!

ḤҮỉẝỦဇᛖỊࠇỆᚐᛟửਫ਼᠍ẲềẟộẴẇ



╙㧞┨




!
)5*!̻͈͘ࠊ! ȡঌځ౷౷֖ȡ!
Šᚇཎࣱ
! ಎࣞ࠺ಃ̦ਬୟ̱̹ཅפޘਔ༏͈ުުྩ౷͂Ȃ
̷͈ਔ༏໐ͅࢩ̦ͥ၂̻̞̹ਯ౷ͤ͢ͅࠁ଼̯ͦ
̞̳̀͘ȃ!
! ཅפޘஜ̥͉ͣȂ໐͈ਯ౷̫࢜̀ͅႹ࿂ഩ৬̦
ͤȂུঌࡥခ͈ਇ̜ͥࠊ۷̦ࡉ̳ͣͦ͘ȃ!
! ̹͘Ȃ౷֖ఘ͉ͅഥൡ࣐ম͈̜ͥ২̈́̓Ȃఉ̩
͈ႤঃȆ͈ا࡙̦തह̳ͥ͂͂͜ͅȂႂཅ̥̈́
ځ͞Ⴙਏ̦̻̞̹̱̞̳ͬͣ̀͘͘͜ͅȃ!

ṲẪẴỉẨᡫụᴾ

!
Š؏עКƷᚇ࢟૾ᤆ


ႂ͂କ͈̞̲ͬۜͥȂྛႁ̜ͥസঌࠊ۷͈ࠁ଼!
!
! ཅפޘਔ༏͈ಎঌځ౷͉́Ȃ२̱͈̀͂عࠊ͜ͅၪ̱̹ය̞ͩ͂ڰႁ
̲ͬۜͥസঌࠊ۷̱ͬȂਔ༏͈ਯ౷͉́Ȃ༥̱͈ͣા̱͂̀၂̧̻͂հͣ
̨̲ͬۜͥࠊ۷ͬࠁ଼̱̳͘ȃ౷֖ఘ͉́Ȃതह̳ͥႤঃ͈͞ا࡙̱̥ͬڰȂ
ɦ

ξΣΨȜσΟΎͼϋ ͅၪ̱̹̻̩̿ͤͬ͘ૺ̦͛̈́ͣȂ̞̤̀ͅع͞
ႂ͂କ̱͛ͥͅߗͬۼ̱Ȃྦྷ౷̹͛͜܄ႂͬاଔૺ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂ༥̱ͣ
͈ಎ̞̲ͬۜͥͅྛႁ̜ͥࠊ۷ͬࠁ଼̱̳͘ȃ!
! ૽ࢥ͉Ȃൡ͈̜̻͙֚ۜͥ͘ࠊ۷ͬ࿒ঐ̱Ȃਔ༏͈͂გͅၪ̱̳͘ȃ!
!
!
!
!
!

Ṳែ᩿ᩓỉឥỦᬜЭٻᡫụᴾ

ṲᓶπטểỽἼỼὅἥἽᴾ
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ŠᚇᣐॾǤȡȸǸᲢՠಅעᲣ
ɦ̭͈͈ાਫ਼͉Ȃ౷֖ఘ͈අಭഎ̈́ࠊ۷ͬਬ̱̀ນ࡛̱̹بே͈͈̳́͜ȃಎͅা̱̹ၪম͉ࣜȂ༷
ૻ࡛̳̹͈֚ͬͥ͛႕̳́ȃ

!
!
!
!
商業地の建築物は、歩行者の視
点を意識し、スカイラインを統
一するなどまち並み全体の調和
に配慮しながら、賑わいと魅力
を感じるデザインに心がけます
また、敷地内の緑化を図り、潤
いある景観を形成します

路面は、行き交う人々や沿道の建築
物が引き立つ、落ち着いた色彩や素
材とします

屋外広告物は企業イメージを尊重しつつも、
派手な色彩を広範囲に用いないようにします
街路樹は、四季の変化を感じる植
栽に心がけ、適切な維持管理を行
いながら、緑豊かな景観を形成し
ます

屋外広告物は、まち並み全体の景観
を乱さないよう、建築物に調和した
ものとし集合化を図ります

防護柵や照明灯などは、安全性や機能面に配慮
しながら、中心市街地では洗練された意匠とし
ます
また、照明は光の種類や量等を工夫して夜間景
観の演出に配慮します

壁面緑化などにより、まちなか
に潤いの感じられる空間を形成
します
民有地への緑化を促し、緑豊
かな商業地景観を形成します

駅周辺で大規模建築物を整備する場
合は、公開空地を設け都市空間にゆ
とりを創出するとともに、積極的に
緑化を図り、潤いある景観を形成し
ます
また、周辺の景観のリード役として
地域の歴史や文化の背景を意識しな
がら、個性ある景観を形成します

ẮỉỶἳὊἊỊẆ୍ᡫᐯ᠃ầഩᢊửᡫᘍẴỦẮểầỂẨỦ
Ẑᐯ᠃ӏỎഩᘍᎍݦဇẑỉᢊử੨ẟềẟộẴẇ

ḤҮỉẝỦဇᛖỊࠇỆᚐᛟửਫ਼᠍ẲềẟộẴẇ
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Ṳ࠼ݱែᡫụỉٸᴾ

ṲỉẝỦπ˟ؘᴾ

ṲዯᝅẦễ˰עܡᴾ
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ŠᚇᣐॾǤȡȸǸᲢ˰עܡᲣ
ɦ̭͈͈ાਫ਼͉Ȃ౷֖ఘ͈අಭഎ̈́ࠊ۷ͬਬ̱̀ນ࡛̱̹بே͈͈̳́͜ȃಎͅা̱̹ၪম͉ࣜȂ༷
ૻ࡛̳̹͈֚ͬͥ͛႕̳́ȃ

!
!
!
!
公園は生物多様性に配慮しながら四季
!
の変化を感じられる緑化に心がけ、河
!
川と連携し、緑と水に親しめる拠点と
しての景観を形成します

!

住宅は、東部丘陵などの背景
が間近にある場合は、自然と
調和した落ち着いた意匠（低
彩度の色彩など）とします

宅地開発を行う場合は、まち
並みの中に緑を計画的に配置
し、潤いと安らぎを感じる景
観を形成します

!
!
!

緑が不足する地域には適切に公園を配置し、
潤いのある暮らしの景観を創出します
東部丘陵の山並みや周辺の景観資源などを意
識し、良好な眺望景観の視点場としての落ち
着いた空間を創出します
また、民地や道路の緑とのつながりを意識し
周辺と一体感のある景観を創出します

路面は、行き交う人々や沿道の建築
物が引き立つ、落ち着いた色彩や素
材とします



住宅は、隣り合う建築物
との調和に心がけ、敷地
内の緑化を図ることによ
り、潤いと安らぎを感じ
るまち並み景観を形成し
ます
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ŠᙲእКƷᚇ࢟Ʒᣐॾʙ
᥊ⷰⷐ⚛

ਥߥ᥊ⷰ⾗Ḯ

ᴡᎹ

ɛཅ͉̲̱̹͉ͬ͛͂عȂ͈
ႂ̈́̓͂Ⴒࠈ̱Ȃକ͂ႂ̱͛ͅȂ
̞͞հ̨̲ͣͬۜͥࠊ۷ͬࠁ଼
̱̳͘ȃ!
ɛع٨ਘ࣐̠ͬાࣣ͉Ȃࢥ༹͞ளऺ
ͅၪ̱Ȃুட̧̺̫́ͥͅၪ̱
̹͈̱̳͂͘͜ȃ!
ɛٻ͈ݚ໐ͅࢩ̦ͥႂ͉Ȃঌځ౷ͬ
ুͥ̓டࠊ۷̱͂̀༗̱̳͘ȃ

ཅȪཅ༶କႹȫ
!
ಱா!
!
ྫྷႴဥକ!
͈ݚ০࿂ႂ౷!

ᢥൻ⽷╬

ɛႤঃഎ࠺௮͉Ȃഐ୨̈́ۯၑͬ നઽኔ!
࣐̠͂͂͜ͅȂ̭ͦͣͅგ̱̹ਔ ΧςΑΠΑୃޗٛ!
༏͈ࠊ۷ͬࠁ଼̱̳͘ȃ!
ٛ൴!
ྡಃോ༕ഛ২!
Քఱ!܁ུݰڠ
ྫྷႴอഩਫ਼ኔ!

␠㑑

ɛതह̳ͥ૰২͉ڝȂഐ୨̈́ۯ
ၑ࣐̠ͬ͂͂͜ͅȂ̭ͦͣͅგ̱
̹ਔ༏͈ࠊ۷ͬࠁ଼̱̳͘ȃ!
ɛ͈૩ͬഐ୨ͅۯၑ̱Ȃႂཅ
̥̈́ࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ!

⥄ὼ᥊ⷰ

᥊ⷰᒻᚑߩ㈩ᘦ㗄


ᱧผ᥊ⷰ


ቛ

↢ᵴ᥊ⷰ

✛

ɛ౷ٳอ࣐̠ͬાࣣ͉Ȃ̻͙͈͘
ಎͅႂْͬࠗഎͅ౾̱Ȃ̞͂հ
̨̲ͣͬۜͥࠊ۷ͬࠁ଼̱̳͘ȃ!
ɛਯ͉Ȃႋࣣ̠ͤ࠺ಃ͈͂გͅ
̦̫Ȃົ౷ඤ͈ႂͬا̭ͥ͂ͅ
ͤ͢Ȃ̞͂հ̨̲̻ͣͬۜͥ͘
͙ࠊ۷ͬࠁ଼̱̳͘ȃ̹͘Ȃ໐ݚ
ၿ͈̈́̓ࠊ̦̜ͥͅ߃ۼાࣣ͉Ȃ
ুட͂გ̱̹၂̻̞̹փੴȪ೩
दഽ͈द̈́̓ȫ̱̳͂͘ȃ!
ɛ͉Ȃఉအ̪ͅၪ̱̦̈́
ͣঅ͈ܬ་̲ͥͦͣۜͬاႂͅا
̦̫Ȃ͂̓̈́عႲࠈ̱Ȃႂ͂କ
̱͛ͥͅݶത̱͈͂̀ࠊ۷ͬࠁ
଼̱̳͘ȃ!
ɛႂ̦ະ௷̳ͥ౷֖͉ͅഐ୨ͅ
ͬ౾̱Ȃ̞͈̜ͥ༥̱͈ͣࠊ۷
̱̳ͬ͘ȃ!
ɛ໐ݚၿ͈५͙͞ਔ༏͈ࠊ۷
࡙̈́̓ͬփে̱Ȃၻࢡ̈́ವབࠊ۷͈
ণതા̱͈͂̀၂̻̞̹ߗͬۼ
̱̳͘ȃ̹͘Ȃྦྷ౷͞ൽႹ͈ႂ
͈̦͂̾̈́ͤͬփে̱Ȃਔ༏֚͂ఘ
͈̜ۜͥࠊ۷̱̳ͬ͘ȃ!



̜

̩

͙ ̥͓ͭ

հݛ૰૰ྶ২!
ֵനสฦ!ݠ
ྫྷႴสฦ২!
ࢨ૰২!

ȝ!

ཅ!ޘ
ࣞႂ౷!
࢜५ႂ౷!
ࢨ!
܊ന൲!
ݱဋ༜!
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⑂ࠅવ⛔ⴕ

ɛႤঃഎ̈́ऱͤ͞ഥൡ࣐ম͈ٳट౷
ਔ༏͉Ȃ࣐ম͈ࠊͅ͏̯̱̞ͩਇ
͈̜ͥࠊ۷ͬࠁ଼̱̳͘ȃ!
ɛঌྦྷ͈͈֚ڰ໐̞͂̈́̽̀ͥಱ
ঌ͞ොၵऱ)ഝ*͉Ȃུঌ͈໓ૂ̜
ͥࠊ۷̱͂̀༗̱̳͘ȃ!

ܸऱ!
݄ऱ!
ಱঌ!
ොၵऱȪഝȫ!
ֵനऱ!
ـऱͤ!

〝

ɛཡࢌॎ͞ચྶ൘͉̈́̓Ȃಎঌځ౷
͉́ȂႯ̯̹ͦփੴ̱͂Ȃਯ౷
͉́Ȃհͅၪ̱̦̈́ͣȂਔ༏
͈۪͚ࣺ̫͂ͅޏփੴ̱̳͂͘ȃ!
̹͘Ȃચྶ͉͈ਅ႒͞ၾ̈́̓ͬࢥ
ຳ̱Ȃࠊۼ۷͈ͅၪ̱͘
̳ȃ!
ɛႹ࿂͉Ȃ̧࣐̠૽ș͞״ൽ͈࠺ಃ
̧̦֨ၛ̾၂̻̞̹द͞ள
ऺ̱̳͂͘ȃ!
ɛځႹਏ͉Ȃঅ͈ܬ་̲ͥۜͬاऩ
̦̫ͅȂুடਏࠁॽၛ̀ͤ͢ͅഐ
୨̈́ۯၑ࣐̞̦ͬ̈́ͣȂႂཅ̥
̈́ࠊ۷ͬࠁ଼̱̳͘ȃ!
ɛޘၴͬା̳ͥાࣣ͉Ȃਔս͈ুட
͞ਯ۪͈͂̓̈́ޏგͅၪ̱͘
̳ȃ!
ɛ״ൽ࣬ͅࢩٸؚͬ୭౾̳ͥાࣣ
͉Ȃ̻͙͘ࠊ۷ͬఅ̞̠̈́ͩ̈́͢
ၪ̳ͥ͂͂͜ͅȂವབͬஷ̱̈́ٺ
̞̠̱̳͘͢ͅȃ!

࣭ൽˍ!
࣭ൽ 34 ȪΉμ΅࿐ȫ!
࣭ൽ 36: !
२ે۪ع!
פஜఱͤ!
̧̩̳͈ͤ!

㋕㚞

ɛཅ͉́פޘȂ२͈̱͈̀͂ع໓
ࠊ̜ͥڒ۷̳̹ͬͥ͛Ȃפஜࢩ
ા̤̞̀ͅȂঅ͈ܬ་̲ͦͣۜͬا
ͥႂͅا̦̫Ȃࢩ࣬͞ࢥै͈
͚͙̈́͞୭౾͙̳ͬ͘ȃ̹͘Ȃפ
ஜࢩા͞ίρΛΠγȜθ̥̈́̓ͣ
͈ವ͛ͬփে̱Ȃਔ༏͈ठٳอমު
൝̤̞͉̀ͅȂࠊ͜ࠊ̀͛܄۷
ၪ഼̳͛͘ͅȃ!
ɛႹ࿂ഩ৬͉Ȃঌځ౷͈ࠊ۷֣ͬય̿
̫ͥȶ̻͈͘൲̩Ώϋδσȷ̱͂̀
պ౾̫̿Ȃ৬᯦ܴ͞ൽঔ୭̦״͈
̻͙͂͘გ̱̹͈͂̈́ͥ͜͢
̠ၪ̱̳͘ȃ!
ɛࣞࢹط௮͈̈́̓ഘൽঔ୭͉Ȃਔ༏
͈ࠊ۷ͅგ̳̠ͥ͢ၪ̱̳͘ȃ
ɛഘൽ࣬ࢩٸؚ̞ͅ״ͬ୭౾̳ͥ
ાࣣ͉Ȃ̻͙͘ࠊ۷ͬఅ̞̈́ͩ̈́
̠͢ၪ̳ͥ͂͂͜ͅȂ৬ௗ̥͈ͣ
ವབͬஷ̳̱̠̞̱̈́͘͢ͅٺȃ!

ཅ!פޘ
KS ٬ൽ૧ۚ!
KS ٬ൽུȆ๑ന!
ྴഘྴࡣؚུ!
ཅޘഘൽ՝!
ཅޘഘൽനུ
ȪႹ࿂ഩ৬ȫ!


↥ᬺ᥊ⷰ

ḤҮỉẝỦဇᛖỊࠇỆᚐᛟửਫ਼᠍ẲềẟộẴẇ
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ᬺᬺോ♽

ɛު౷͈࠺ಃ͉Ȃ༜࣐৪͈ণതͬ ཅפޘஜ͈ު౷!
փে̱ȂΑͼρͼϋͬൡ̳֚ͥ̈́ ాਔ༏͈ު౷!
̻͙̓͘ఘ͈გͅၪ̱̈́
̦ͣȂය̞ͩ͂ྛႁ̲ͬۜͥΟΎͼ
ϋ̦̫̳͘ͅȃ̹͘Ȃົ౷ඤ͈ႂ
ͬاͤȂ̞̜ͥࠊ۷ͬࠁ଼̱͘
̳ȃ!
ɛפஜ͈ު౷ͅ࠺̾࠺ಃ͉̈́̓Ȃ
ΏοȜ;ͻϋΡ;͞࠺ಃ͈̈́̓
ચྶͬࢥຳ̱Ȃ̱̩ྛႁഎ̈́ۼ
ࠊ۷ͬࠁ଼̱̳͘ȃ!
ɛ࣬ࢩٸؚ͉Ȃ̻͙͘ఘ͈ࠊ۷
ͬ၄̯̞̠̈́͢Ȃ࠺ಃͅგ̱̹
͈̱͂͜Ȃਬࣣͬا̳ͤ͘ȃ!

Ꮏᬺ♽

ɛົ౷ඤ͈ႂ́ا̞̱ͬȂਔ༏͈
ࠊ۷͂გ̳̠ͥ͢ၪ̱̳͘ȃ!
ɛਯ౷̦ႋ୪̳ͥાࣣ͉Ȃ࠺ಃ͞
ࢥैͬਯ౷͈ࠊ۷͂გ̱̹
փੴȪ၂̻̞̹ளऺ͞द̈́̓ȫ
̳ͥ͂͂͜ͅͅȂົ౷ਔս͈ႂͅا
̦̫̳͘ȃ!

ȝ!

ㄘᬺ♽

ɛঌځ౷̞̹̳ͬͣ͜ͅႂ̱͂̀Ȃ
౷͈ഐ୨̈́ۯၑ̱̳ͬ͘ȃ!

ȝ!

ᄢⷙᮨᣉ⸳

ɛཅפޘਔ༏́ఱܰ࿅࠺ಃͬା
̳ͥાࣣ͉Ȃߗٳ౷̪ͬ୭̫സঌ
ߗͬͤ͂͠ͅۼ̳ͥ͂͂͜ͅȂ
ୟޭഎͅႂاȪਏȂ༃࿂ႂاȂؚ
ષႂ̓̈́اȫͬͤȂ̞̜ͥࠊ۷
ͬࠁ଼̱̳͘ȃ̹͘Ȃਔ༏͈ࠊ۷͈
ςȜΡ̱͂̀Ȃ౷֖͈Ⴄঃ͞ا
͈ࠊͬփে̱̦̈́ͣȂࡢ̜ͥࠊ
۷ͬࠁ଼̱̳͘ȃ!
ɛਯ౷́ఱܰ࿅̈́࠺ಃͬା̳
ͥાࣣ͉Ȃਔ༏͈̻͙͘ࠊ۷̥ͣ
ඏ̱̞̠̱̈́͢ͅȂঔ୭͈ا
̈́̓ͤ͢ͅಿఱۜͬࠚࡘ̵̯̳͘ȃ
̹͘Ȃਯ౷ͅგ̱̹փੴȪ೩द
ഽ͈द̈́̓ȫ̱͂Ȃົ౷ਔս͈ႂ
ͤ̓̈́͢ͅاȂਔ༏͈ࠊ۷̫ࣺ͂ͅ
͚̠̱̳͘͢ͅȃ!
ɛఱܰ࿅̈́ࢥैͬା̳ͥાࣣ͉Ȃ
ࢥ༹͞ளऺȂद̈́̓ͅၪ̱Ȃႂ
ͬاঔ̳̈́̓Ȃਔ༏͈ࠊ۷̫ࣺ͂ͅ
͚̠̱̳͘͢ͅȃ!
ɛے५̈́̓ͬವ̧̭̦͛ͥ͂́ͥ
ાਫ਼́ఱܰ࿅ঔ୭ͬା̳ͥાࣣ
͉Ȃ̷͈ವབͬஷ̠̞̱̈́͢ٺȂঔ
୭͈̯ࣞ͞ࠁેȂद̈́̓ͅၪ̱
̳͘ȃ!

ȝ!



╙㧞┨









ɛఱܰ࿅̈́࠺ಃ͞ࢥैͬା̳
ͥાࣣ͉Ȃຈါͅ؊̲͈̀ͬ
࣐̞Ȃ̻͈͘ۼ͙ࠊ۷ͅచ̱̀
ၪ̱̳͘ȃ!

!

!

ḤҮỉẝỦဇᛖỊࠇỆᚐᛟửਫ਼᠍ẲềẟộẴẇ
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!
)6*!͈ࠊ! ȡධ໐ന౷֖ȡ!
Šᚇཎࣱ
! ̥ͥ̈́ܳ͠͞໖͈̜ͥఱ౷ͅΩΛΙχȜ·͈̠͢ͅ
ࢩ̦ͥ΅λαΜศ͈̈́̓ന଼̳̞̯̀ͦ͘ࠁͤ͢ͅȃ
ന౷ఝ͉ͅȂਬ၂͞২̦തह̱Ȃ͈૩͈̈́̓
౷ႅ̦ന͈ࠊ̞̳̈́̽̀͘ͅȃ!
̠̥͈̲͂ͭͭ

! ̹͘Ȃݰ٬ൽඵ͞۷إ͈̈́̓Ⴄঃഎ̈́ࠊ۷
͞Ȃႂཅ̥ࣣ̈́൲ࠊ͈۷͜ࡉ̳ͣͦ͘ȃ!
!
!
Ṳ࠼ٻễỿἵἫလᴾ

!
Š؏עКƷᚇ࢟૾ᤆ


̥ͥ̈́ܳ͠͞໖͈̜ͥఱ౷͂ࢩఱ̈́നࠊ۷͈༗!
!
! ̥ͥ̈́͠͞ެͬຝ̩ܳ໖͈̜ͥ౷ࠁͬఱ୨̱ͅȂࢩ̦͈̜ͤͥനࠊ۷ͬ༗
̱̳͘ȃ̹͘Ȃ̭͈ͦͣࠊ͂̈́ͤȂհ̨ͣ͞ͺ·ΓϋΠͬဓ̢̞͈̀ͥ૩̈́
͈̓౷ႅ͂Ȃົؚႅ́ս̹ͩͦ၂̻̞̹ਬ၂͈ࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ!
! ૽ࢥ͉Ȃࢩ̦ͤͬ౯̵̴Ȃാ͂ႂ̫ࣺ͚̠͂͢ͅၪ̱̳͘ȃ!
!
!
!
!
!
!
!
!

ṲỡỦởẦễឪ˜ỉẝỦעٻỆ࠼ầỦဋטίனޛထὸ
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!
!
!
ŠᚇᣐॾǤȡȸǸ
ɦ̭͈͈ાਫ਼͉Ȃ౷֖ఘ͈අಭഎ̈́ࠊ۷ͬਬ̱̀ນ࡛̱̹بே͈͈̳́͜ȃಎͅা̱̹ၪম͉ࣜȂ༷
ૻ࡛̳̹͈֚ͬͥ͛႕̳́ȃ

!
!
!
!
!

田園とともに一体的な景観を成している落ち着
いた集落景観を保全します

!
!
!
!

緑地や平地林は、美しい田園
景観の背景として保全します

鎮守の森を適切に維持管理し、緑豊か
な景観を保全します
住宅を建てる場合は、既存集落の伝統様式の建物
に調和した意匠（勾配屋根、低彩度の色彩など）
とし、屋敷林や敷地周囲の緑化などにより、田園
の景観にとけ込むようにします

ため池は、多用な生物が生息
する環境に配慮し、周辺の田
園景観とともに保全します

!
!
!

親水性が必要な河川改修を行う場
合は、工法や素材に配慮し、周辺
の自然や田園の景観にできるだけ
調和したものとします
沿道に屋外広告物を設置する場合は、
周辺の田園や自然景観の眺望を阻害し
ないよう配慮します

田園や水路の適切な維持管
理を行うとともに、生産環
境を保持し、広がりのある
田園景観を保全します
橋梁を整備する場合は、河川や緑など
の自然景観と調和したものとします



道路は自然地形に配慮し、できるだ
け周辺環境と調和した線形とします
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ŠᙲእКƷᚇ࢟Ʒᣐॾʙ


᥊ⷰⷐ⚛

᥊ⷰᒻᚑߩ㈩ᘦ㗄

ਥߥ᥊ⷰ⾗Ḯ

⥄ὼ᥊ⷰ

ᴡᎹ

ɛఉအ̦̈́௳̳ͥཅ̥̈́ عന!
ࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ!
ɛକ̦ຈါ̈́ع٨ਘ࣐̠ͬા
ࣣ͉Ȃࢥ༹͞ளऺͅၪ̱Ȃਔ༏͈
ুட͞നࠊ͈۷̧̺̫́ͥͅ
გ̱̹͈̱̳͂͘͜ȃ!

Ḩ

ɛܲਹ̦̈́ু̳ͥഛฌ ഛฌ౷!
౷͉Ȃਔ༏͈૩͞നࠊ͈۷͂͂͜
ͅ༗̱̳͘ȃ!

Ꮒᧁฬᧁ

ɛݴ࿐Ȇྴ࿐͉Ȃਔ༏͈ুடࠊ۷͞২ ջสฦ২͈ΏΘτΎ·ρ!
͈̈́̓Ⴄঃഎࠊ۷͂͂͜ͅ༗ ၨ࡙͈̤֭ဩ້ͼΙο;!
̱̳͘ȃ!



ɛݰඵ͉ȂႤঃഎͅਹါ̈́࠺௮ ݰඵ!
͈༗͞ਘ໘࣐̠ͬ͂͂͜ͅȂ̭ͦ
ᱧผ⊛ߥ߹ߜਗߺ
ͣͅგ̱̹״ൽ࠺ಃ͈̻͘
͙ࠊ۷ͬࠁ଼̱̳͘ȃ!
ᣥⴝ

ᱧผ᥊ⷰ

ɛඵུଈ͈̈́̓Ⴄঃഎ̈́࠺௮ ඵུଈ!
͉Ȃഐ୨̈́ۯၑ࣐̠ͬ͂͂͜ ୄྶ!ؚ
ͅȂݰ٬ൽ͞ਔ༏͈Ⴄঃഎࠊ۷͂ ߒ!ؚ
͂͜ͅ༗̱̳͘ȃ!
֚ၖ५͈֚ၖ!

␠㑑

ɛതह̳ͥ૰২͉ڝȂഐ୨̈́ۯ
ၑ࣐̠ͬ͂͂͜ͅȂ̭ͦͣͅგ̱
̹ਔ༏͈ࠊ۷ͬࠁ଼̱̳͘ȃ!
ɛ͈૩ͬഐ୨ͅۯၑ̱Ȃႂཅ
̥̈́ࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ!

ቛ

ɛന֚͂͂͜ͅఘഎ̈́ࠊ۷଼̱ͬ
̞̀ͥ၂̻̞̹ਬ၂ࠊ۷ͬ༗
̱̳͘ȃ!
ɛ౷௮଼࣐̠ͬાࣣ͉Ȃুட౷ࠁͅ
̱͂ڬْߊ̹̽״Ȃသ༃͈ນ࿂ੜၑ
͞ႂࢥ̓̈́ͅاຳ̱Ȃܡంਬ၂͈ࠊ
۷͂გ̵̯̳͘ȃ!
ɛਯͬ࠺̀ͥાࣣ͉Ȃܡంਬ၂͈ഥ
ൡအ͈࠺ͅგ̱̹փੴȪ࢙
ؚआȂ೩दഽ͈द̈́̓ȫ̱͂Ȃؚ
ົႅ͞ົ౷ਔս͈ႂͤ̓̈́͢ͅاȂ
നࠊ͈۷̫ࣺ͚̠̱͂͘͢ͅͅ
̳ȃ!


↢ᵴ᥊ⷰ

ᢥൻ⽷╬


✛

ɛႂ౷͞౷ႅ͉Ȃ̱̞നࠊ۷͈
ࠊ̱͂̀༗̱̳͘ȃ!
ɛ̹͛౻͉Ȃఉဥ̦̈́௳̳۪ͥ
ͅޏၪ̱Ȃਔ༏͈നࠊ۷͂͂͜
ͅ༗̱̳͘ȃ!



۷إ!
ඵสฦ২!
ఱ܊૰ྶ!ݠ
ջสฦ২!

ȝ!

ࣣ൲!
ྔાႂ౷!
࿆౻!
ాള౻!
্ࡲ౻!
౷ႅ!
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⑂ࠅવ⛔ⴕ

ɛႤঃഎ̈́ऱ͈ͤٳट౷͉Ȃऱ͈ͤ ඵสฦ২ऱ!
ࠊͅ͏̯̱̞ͩࠊ۷ͬࠁ଼̱̳͘ȃ Ȫ५৬͈ͥऱȫ!

〝

ɛൽႹ͉ুட౷ࠁͅၪ̱Ȃ̧̺́ͥ ࣭ൽ 36: !
̫ਔ༏۪͂ޏგ̱̹ࠁ̱͂͘ ࣭ൽ 36: ΨͼΩΑ!
̳ȃ!
࣭ൽ 34 ΨͼΩΑ!
ɛཡࢌॎ͈̈́̓ൽႹঔ୭͉Ȃࢱ̢͛̈́
ΟΎͼῧ̱Ȃਔ༏͈ুட͞ന͈
ࠊ۷ͅგ̱̹փੴȪ೩दഽ͈द
̈́̓ȫ̱̳͂͘ȃ!
ɛޘၴ͉Ȃ͞عႂ͈̈́̓ুடࠊ۷͂
͈გͅၪ̱̳͘ȃ!
ɛ״ൽ࣬ͅࢩٸؚͬ୭౾̳ͥાࣣ
͉Ȃਔ༏͈നু͞டࠊ۷͈ವབͬ
ஷ̠̞̱̈́͢ٺၪ̱̳͘ȃ!

㋕㚞

ɛࣞࢹط௮͈̈́̓ഘൽঔ୭͉Ȃਔ༏ ඵ!פ
͈ࠊ۷ͅგ̳̠ͥ͢ၪ̱̳͘ȃ KS ٬ൽ૧ۚ!
KS ٬ൽུ!
ཅޘഘൽ՝!

ᬺᬺോ♽

ɛന͈ਔ༏́ഝ༘͞মྩਫ਼̈́̓ͬ
࠺̀ͥાࣣ͉Ȃਔ༏͈ࠊ۷ͅგ̳
̠ͥ͢ၪ̱̳͘ȃ!

ȝ!

ɛົ౷ඤ͈ႂ́ا̞̱ͬȂਔ༏͈
ࠊ۷͂გ̳̠ͥ͢ၪ̱̳͘ȃ!
ɛਯ౷̦ႋ୪̳ͥાࣣ͉Ȃ࠺ಃ͞
ࢥैͬਯ౷͈ࠊ۷͂გ̱̹
փੴȪ၂̻̞̹ளऺ͞द̈́̓ȫ
̳ͥ͂͂͜ͅͅȂົ౷ਔս͈ႂͅا
̦̫̳͘ȃ!

ȝ!


↥ᬺ᥊ⷰ

Ꮏᬺ♽


ㄘᬺ♽

ɛന͞କႹ͈ഐ୨̈́ۯၑ࣐ͬ ࢩఱ̈́ന౷ఝ!
̠͂͂͜ͅȂॲ۪ͬޏ༗̱Ȃࢩ )΅λαΜศ̈́̓*!
̦͈̜ͤͥനࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ
ɛဋݝ౷ɦ͉Ȃࠊ۷ै͈ैັ̫̈́
̓ͤ͢ͅȂനࠊ۷ͅၪ̱̳͘ȃ

ᄢⷙᮨᣉ⸳

ɛఱܰ࿅̈́࠺ಃͬା̳ͥાࣣ͉
ਔ༏͈ਬ၂͞നࠊ͈۷̥ͣඏ
̱̞̠̱̈́͢ͅȂঔ୭͈̓̈́ا
ͤ͢ͅಿఱۜͬࠚࡘ̵̯̳͘ȃ͘
̹Ȃܡంਬ၂ͅგ̱̹փੴȪ࢙
ؚआȂ೩दഽ͈द̈́̓ȫ̱͂Ȃົ
౷ਔս͈ႂͤ̓̈́͢ͅاȂനࠊ͈
۷̫ࣺ͚̠̱̳͂͘͢ͅͅȃ!
ɛఱܰ࿅̈́ࢥैͬା̳ͥાࣣ͉Ȃ
ࢥ༹͞ளऺȂद̈́̓ͅၪ̱Ȃႂ
ͬاঔ̳̈́̓Ȃਔ༏͈ুட͞ന͈
ࠊ۷̫ࣺ͚̠̱̳͂͘͢ͅͅȃ!

ȝ!

ḤҮỉẝỦဇᛖỊࠇỆᚐᛟửਫ਼᠍ẲềẟộẴẇ
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!
)7*!٬͈ࠊ! ȡນຩ܅״౷֖ȡ!
Šᚇཎࣱ
! ͺ;η΄ι̦ॲ၅ͅངͦͥ
̱̞गຩ͂ુႂࢩဩਏ͈٬܅ႅͅ
ͤ͢ࠁ଼̯̞̳ͦ̀͘ȃୌ̥̠࢜ͅ
̾ͦ̀ͅȂٸ٬͈࣏෨͂໓̦ಿ̞ා
̥̫̩̜̬̹࣏ͬ̀̾ͤș̱̞
̥̞̱̩̦̞͡

٬  ̳ͦͣ͘ࡉ̦ ٻȃ!

! ̹͘Ȃ٬͉̥ͣ܅ȂਗඩȪఊ
ဢȫ֚ͬབ̧̳̭̦ͥ͂́Ȃুட͈
ဎఱ̵̯̲̯̳ͬۜ͘ȃ!

ṲตẦỤ൦ዴỉỜ

!
Š؏עКƷᚇ࢟૾ᤆ


̱̞गຩ͂٬܅ႅ̦̩ဎఱ̈́ুடࠊ۷͈༗!
!
! ͺ;η΄ι͈ॲ၅౷̞͂̈́̽̀ͥܲਹ̈́ఠࠏ͈̜̱̞ͥगຩ͂Ȃ٬͈ٻ
ષ̦̾̈́ͥͅુႂࢩဩਏႅ͈ဎఱ̈́ুடࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ!
! ૽ࢥ͉Ȃਔ༏͈ুடࠊ۷ͅგ̳̠ͥ͢ၪ̱̳͘ȃ!
!

ṲჿාểෙެầዓẪᘙාෙެᴾ
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ŠᚇᣐॾǤȡȸǸ
ɦ̭͈͈ાਫ਼͉Ȃ౷֖ఘ͈අಭഎ̈́ࠊ۷ͬਬ̱̀ນ࡛̱̹بே͈͈̳́͜ȃಎͅা̱̹ၪম͉ࣜȂ༷
ૻ࡛̳̹͈֚ͬͥ͛႕̳́ȃ

!
!

表浜の美しい自然景観を眺めること
のできる視点場を確保します

防護柵などの道路施設は、控えめなデザイン
とし、周辺の自然や田園の景観に調和した意
匠とします

海岸保全施設などの工作物を整備する場合
は、工法や素材、色彩などに配慮し、地域
に自生する緑化を施すなど、周辺の自然景
観に調和したものとします

屋外広告物を設置する場合は、配置に注意し、周囲
の自然景観に調和した意匠とします
道路は自然地形に配慮し、で
きるだけ周辺環境と調和した
線形とします

表浜の海食崖を覆い、豊かな緑地を
形成している海岸林を保全します

公衆トイレや駐車場などの施設は、見通しを遮らない
配置や形状とし、自然に調和した意匠とします
ゴミの不法投棄の防止、美化活動の推進などに
より、豊かな自然景観を保全します
常緑広葉樹の続く緑豊かな海岸林と
アカウミガメの産卵地にふさわしい
美しい砂浜の景観を保全します

離岸堤は、できるだけ水面から露出しな
いように配慮します
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ŠᙲእКƷᚇ࢟Ʒᣐॾʙ
᥊ⷰⷐ⚛

᥊ⷰᒻᚑߩ㈩ᘦ㗄

ਥߥ᥊ⷰ⾗Ḯ

ɛુႂࢩဩਏ͈̩ႂཅ̥̈́٬܅ႅ गຩ!
͂ͺ;η΄ι͈ॲ၅౷ͅ͏̯ͩ ٬!ٻ
̱̞̱̞गຩ͈ࠊ۷ͬ༗̱͘ ٬܅ႅ!
̳ȃ!
ɛΌη͈ະ༹ൎ͈ܤཡগȂڰا൲͈
ଔૺ̈́̓ͤ͢ͅȂཅ̥̈́ুடࠊ۷ͬ
༗̱̳͘ȃ!
ɛນຩ͈̱̞ুடࠊ۷ͬವ̭͛ͥ
̧͈͂́ͥণതાͬږ༗̱̳͘ȃ!
ɛࡔ௱̱͂̀٬ຩ࣬ͅࢩٸؚ͉୭
౾̱̞̈́ȃ͚ͬ͞ං̴୭౾̳ͥાࣣ
͉Ȃ౾ͅಕփ̱Ȃਔս͈ুடࠊ۷
ͅგ̱̹փੴȪವབͬஷ̞̱̈́ٺ
ࠁેȂ೩दഽ͈द̈́̓ȫ̱̳͂͘ȃ

ቛ

ɛ٬܅ႅ͂ന̹ͦ̾̾͘ͅ၂̻
̞̹ਬ၂ࠊ۷ͬ༗̱̳͘ȃ!
ɛ౷௮଼࣐̠ͬાࣣ͉Ȃুட౷ࠁͅ
̱͂ڬْߊ̹̽״Ȃသ༃͈ນ࿂ੜၑ
͞ႂࢥ̓̈́ͅاຳ̱Ȃܡంਬ၂͈ࠊ
۷͂გ̵̯̳͘ȃ!
ɛਯͬ࠺̀ͥાࣣ͉Ȃܡంਬ၂͈ഥ
ൡအ͈࠺ͅგ̱̹փੴȪ࢙
ؚआȂ೩दഽ͈द̈́̓ȫ̱͂Ȃؚ
ົႅ͞ົ౷ਔս͈ႂͤ̓̈́͢ͅاȂ
٬܅ႅ͞നࠊ͈۷̫ࣺ͚͂͢ͅ
̠̱̳͘ͅȃ!

⥄ὼ᥊ⷰ

ᶏᵿ


↢ᵴ᥊ⷰ

ȝ!



ɛນຩ͈٬ͬٻໞ̞Ȃཅ̥̈́ႂ౷ͬ ࣞႂ౷!
ࠁ଼̱̞̀ͥ٬܅ႅͬ༗̱̳͘ȃ

〝

ɛൽႹ͉ুட౷ࠁͅၪ̱Ȃ̧̺́ͥ ࣭ൽ 53 !
̫ਔ༏۪͂ޏგ̱̹ࠁ̱͂͘
̳ȃ!
ɛཡࢌॎ͈̈́̓ൽႹঔ୭͉Ȃࢱ̢͛̈́
ΟΎͼῧ̱Ȃਔ༏͈ুட͞ന͈
ࠊ۷ͅგ̱̹փੴȪ೩दഽ͈द
̈́̓ȫ̱̳͂͘ȃ!
ɛ״ൽ࣬ͅࢩٸؚͬ୭౾̳ͥાࣣ
͉Ȃਔ༏͈ুடͅგ̱̹͈̱͂͜
̳͘ȃඅͅȂ٬ͥͤئͅ܅ൽႹ͉́Ȃ
गຩ͂ఊဢ͈ವབͬஷ̞̱̈́ٺ
̠͢ಕփ̱̳͘ȃ!

ㄘᬺ♽

ɛന͞କႹ͈ഐ୨̈́ۯၑ࣐ͬ
̞Ȃॲ۪ͬޏ༗̳̭ͥ͂́Ȃ٬
܅ႅ֚͂ఘ̹͂̈́̽നࠊ͈۷ͬ
༗̱̳͘ȃ!
ɛဋݝ౷ɦ͉Ȃࠊ۷ै͈ैັ̫̈́
̓ͤ͢ͅȂനࠊ۷ͅၪ̱̳͘ȃ

↥ᬺ᥊ⷰ

✛



ȝ!



╙㧞┨





Ṫᬺ♽

ɛਢ౾ા͈ঔ୭͉Ȃਔ༏͈ুடͅგ ඵ!ࢽݽ
̳̠̦̫̳ͥ͘͢ȃ!
ࣞཅ!ࢽݽ

ᄢⷙᮨᣉ⸳

ɛ٬܅༗ঔ୭͈̈́̓ࢥैͬା
̳ͥાࣣ͉Ȃࢥ༹͞ளऺȂद̈́̓
ͅၪ̱Ȃ౷֖ͅু̳ͥႂͬاঔ
̳̈́̓Ȃਔ༏͈ুடࠊ۷ͅგ̱̹
͈̱̳͂͘͜ȃ!
ɛၗ܅೯͉Ȃ̧̺̫́ͥକ࿂̥ͣႺ
̱̞̠̈́͢ͅၪ̱̳͘ȃ!
ɛਤΠͼτ͞ಛ৬ા͈̈́̓ঔ୭͉Ȃ
ࡉ̱ͬ৭̞ͣ̈́౾͞ࠁે̱͂Ȃ
ুடͅგ̱̹փੴȪ೩दഽ͈
दȂ၂̻̞̹ளऺ̈́̓ȫ̱̳͂͘ȃ

ȝ!

!
!

ḤҮỉẝỦဇᛖỊࠇỆᚐᛟửਫ਼᠍ẲềẟộẴẇ



╙㧞┨




!
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!



