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11．法面 

［概要］ 

 法面は農地や水路の境界域にあたる項目であ

ることから、地域の景観づくりなどでも、景観創

造を図るポイントとなっている。そのため、創造

的デザインコードが表出しやすい場所である。 

 

［デザインコードの主な着眼点］ 

 花植えやカバープランツで彩られた法面、管理

が行き届いた法面の状況にデザインコードが表

出する。さらに、境界域における植栽（境界木）

の共通した配置にデザインコードが確認できる。 

［形］：棚田など傾斜地にある農地では、法面の

高さや勾配の共通性がデザインコードとなる。 

［生物種（植栽）］：花植えが施されている場合で

は花の種類、または雑草が刈られているなどの状

況にみられる共通したパターンがデザインコー

ドとなる。 

 

［読み取りの着眼点］ 

現地踏査では、複数個所の共通性を確認する。 

・ 地域コミュニティ 

住民による管理のあり方について、聞き取りに

より情報を入手しておくと、収集に役立つ。 

 

［関係項目］ 

法面は、４．農地や５．水路、６．農道などを

構成する項目であり、さらに、法面と関係する項

目には 23．植栽、24．花植えが挙げられる。ま

た、農地と関連してハサ木などが植えられている

地域もあるため、18．農作業との関係にも着目し、

調査を行う。 

 

岐阜県恵那市富田地区 水路の法面 

草刈など管理がいき届いた法面の状況はデザインコード

として収集できる。 

栃木県 棚田の法面（土羽） 

土羽で造成される棚田などの法面では、法面の高さや勾

配の他に、管理の状況（雑草処理がされた法面）などが

デザインコードとして収集される。 

徳島県 棚田の法面（石積） 

石積で造成される棚田などの法面では、法面の高さや勾

配の他に、石の積み方（形）、石材（素材）や石材の色に

みられる共通性がデザインコードとして収集される。 
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12．境界域 

［概要］ 

境界域には、農地と集落居住区との境界など土

地利用に関わる大景観、中景観レベルのものと、

屋敷や農道の境界といった小景観レベルのもの

がある。 

 

［デザインコードの主な着眼点］ 

 農地の境界域における樹木や花植えなどの植

栽にみられる共通性がデザインコードである。 

集落居住域の境界には、集落防風林や屋敷林な

どの植栽、塀などの屋敷囲い、または環濠集落、

水郷集落など特徴的な集落居住域の境界では水

路の配置にデザインコードが表出する。 

・ 大景観、中景観 

［配置］：林地や並木などがある場合は防風林で

ある場合が多い（農地においてはハサ木として利

用している場合もある）。 

・ 小景観 

［形］、［生物種］：農地区画の境界における植栽

から樹種、樹木の高さなどにみられる共通性がデ

ザインコードとなる。農地、集落居住域ともに、

法面や屋敷の前面などの花植えが多くみられる

ものは、創造的デザインコードと位置づけられる。 

 

［読み取りの着眼点］ 

 土地利用 

大景観レベルでは、高台から確認することが有

効となる。中景観、小景観レベルについては、農

地においては、農地の境界、集落居住域において

は、屋敷の境界域がどのようなもので構成されて

いるかに着目する。加えて以下の情報について確

認することが望ましい。 

・ 地域コミュニティ 

 花植えなどについては、景観づくり活動の実施

の有無などを把握できる資料があると、創造的デ

ザインコードとして位置づけに役立つ。 

 

［関係項目］ 

大景観、中景観における集落防風林などについ

ては、２．集落と関連して整理を行う。 

農地では 23．植栽、屋敷では 10．屋敷構え（屋

敷囲いや屋敷林）に着目する。いずれの場合も、

８．農地・宅地の区画割とあわせて調査する。 

 

福井県大野市（水田の境界に植えられた植栽） 

水田区画の境界における植栽の配置パターンをデザイ

ンコードとして収集する。聞き取りや調査後の情報収集

により、樹種などを特定できるととりまとめの内容が深

まり、活用においても参考となる。 

新潟県（農地の境界域における樹木の植栽） 

農地との配置関係がデザインコードとして収集される。 

滋賀県近江八幡市（水路の境界の花植え） 

水路の境界の花植えは、住民による景観づくりの成果で

ある場合が多く、「水路境界における植栽」として創造

的デザインコードとして収集される。 
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13．オープンスペースの休めるところ・休憩

スペース 

［概要］ 

公共の戸外空間にある休憩スペースは、道路沿

いのベンチやポケットパーク、農地内の手づくり

の休憩場所または休憩に適した場所などに様々

な施設がみられる。 

 

［デザインコードの主な着眼点］ 

休憩スペースでは、ベンチや案内板などの設備

に地場産材を共通して活用しているものがデザ

インコードである。 

［素材］・［生物種］：ベンチやトイレなどの素材

用いられている地場産材、植栽の特定の樹種など

に着目しデザインコードを収集する。 

 

［読み取りの着眼点］ 

・ 生活、文化 

公共の休憩スペースにおけるベンチや看板、路

面などには、地域で産出される石材や木材などが

用いられている場合が多い。地場産材の情報を事

前に入手しておくと現地での確認が容易となる。 

 

［関係項目］ 

計画的に造られた休憩スペースでは、日陰をつ

くる 23．植栽や 24．花植え、ベンチや腰掛の設

置、路面や安全柵の 25．素材などが関係項目と

して挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14．分水施設・堰 

［概要］ 

分水のための施設整備では、地域ごとに水の分

配のための様々な工夫が施され、地域ごとに特徴

を有している。 

 

［デザインコードの主な着眼点］ 

 円筒分水工などのように、水を公平に分配する

ための施設の構造（形態）にデザインコードが表

出しやすい。 

［形］：公平な分水を行うための形状の工夫など

にデザインコードが表出する。歴史的な価値を有

する施設では、石積の石の加工方法や積み方など

の共通性にデザインコードが確認される。 

［素材］：歴史的な価値を有する施設では、エイ

ジングによる経年変化が起きた石材などの質感

にデザインコードが確認される。 

 

［読み取りの着眼点］ 

施設単体ではなく、複数の施設や水路などとの

比較を行い、共通性を確認する。歴史的な分水施

設などは以下により、存在を確認する。 

・ 地域コミュニティ 

水利組合や土地改良区の組合員などから対象

地域の分水施設の情報を入手することができる。 

 

［関係項目］ 

 ５．水路を構成する要素であり、19．洗い場、

22．石積などとあわせて調査を行う。 

滋賀県東近江市（旧湖東町） 

植栽の樹種や、ベンチなどに用いられる地場産材の確認

をする。 

滋賀県甲良町 歴史的な分水施設の形態 

カットリと呼ばれる歴史的な分水施設では、特有の形が

デザインコードとして収集される。 
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15．辻・交差点 

［概要］ 

道路を構成する項目であり、人や自動車の往来

が特に多い場所である。そのため、人の目にも着

きやすく、景観的なアクセントやアイストップと

なるような地蔵堂や祠など、植栽、花植えが施さ

れている。 

 

［デザインコードの主な着眼点］ 

集落道や民家が隣接している辻、交差点におけ

る植栽、地蔵堂などにデザインコードが表出する。 

［配置］：植栽や地蔵堂などの配置がいくつかの

辻や交差点でパターン化している場合がある。 

［色］・［素材］：特に、辻や道路脇にある地蔵堂

などと近隣の住宅に用いられている材料や色彩

にデザインコードがみられる。 

 

［読み取りの着眼点］ 

・ 生活、文化 

 植栽については、柿などの実のなる樹木や、縁

起物の松などが植栽されている場合が多い。 

地蔵堂などについては周辺の民家の屋根や壁、

石積の素材、色合いや屋根形状などとの共通性を

確認する。 

 

［関係項目］ 

調査では、16．農家・民家の造りや 23．植栽

との関係を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16．農家・民家の造り 

［概要］ 

農家や民家の造りには、地域の文化性が色濃く

反映されることから、配置、色、形、素材、植栽

などに多様な共通性を確認することができる。  

 

［デザインコードの主な着眼点］ 

 特に、屋根、壁、屋敷囲いなどの色や形、素材

に共通したデザインコードが確認される。 

［配置］：屋敷内の母屋や納屋、倉、作業場など

の配置にデザインコードが表れる。 

［色］・［素材］：母屋や納屋、倉などの造りでは、

共通して使用されている材料や技法（焼き杉や漆

喰塗りなど）がデザインコードとなる。 

［形］：共通した屋根の形状や屋根のかけ方、煙

出の形状、壁面の格子上の枠（木舞：こまい）な

どがデザインコードとして確認される。 

 

［読み取りの着眼点］ 

自然環境に対応するための工夫、さらに生活と

一体となった生産の営み（例えば農業、養蚕業な

ど）が屋敷の造りに影響している場合が多い。 

・ 生活、文化、自然 

伝統的な屋敷の造りについては、文化財指定の

民家や農家などから情報を得ることができる。 

 

［関係項目］ 

 10．家並みを構成する要素であり、12．境界域、

22．石積、23．植栽をあわせて確認する。 

福井県越前町（旧宮崎村） 

集落の要所となる辻・交差点には、松などの植栽や地蔵

堂などが設置されており、この配置パターンをデザイン

コードとして収集する。 

長野県高森町 

長野県中信、南信地域にみられる「本棟造り」の民家。

「大きく緩やかな勾配の切妻屋根」、「左右対称の造り」

が歴史的デザインコードとして収集される。 
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17．橋梁 

［概要］ 

近代化以前の橋梁では、構造や用いられる石材

などに歴史的デザインコードを確認することが

できる。 

 

［デザインコードの主な着眼点］ 

 「石積のアーチ橋」など、橋の構造や用いられ

ている素材に、地域で共通したデザインコードが

表出する。さらに、橋とセットに袂における樹種

の植栽などにも共通性が確認されることがある。 

［配置］：集落の入り口などにある橋の袂には樹

木が植えられている場合があり、植栽の配置パタ

ーンとしてデザインコードが確認される。 

［色］・［素材］：地域の護岸や橋梁などに共通し

て用いられている石材などの素材にデザインコ

ードが認められる。 

［形］：アーチ橋など橋梁の構造の共通性にデザ

インコードがある。さらに、親柱や欄干などの形

状の共通性もデザインコードとなる。 

 

［読み取りの着眼点］ 

橋梁に用いられている材料（木材や石材）に着

目し、周辺の橋や水路の護岸などと共通性を確認

する。特に、石材は、屋敷の石垣や擁壁などに用

いられているものとの色彩や質感にみられる共

通性をデザインコードとして収集する。 

さらに、集落の要所に架かる橋の場所について、

地図を用いて以下の観点から確認する。 

・ 土地利用 

 集落の要所となる橋梁は、集落道や生活道との

関係を整理し、土地利用の観点からとりまとめる。 

 

［関係項目］ 

集落では生活との関係が強く、５．水路や６．

農道とともに調査を行う。用いられている素材と

して、22．石積を確認する。さらに、集落の入り

口に架かる橋は、集落の要所として 23．植栽な

どが施されている場合がある。 

18．農作業 

［概要］ 

 農業景観は、地域の営農と深い関係にあり、稲

作地域、樹園地などでは、栽培する作物により四

季折々の景観を形成している。 

 

［デザインコードの主な着眼点］ 

 水田では、統一感のある稲の色彩がデザインコ

ードとなる。 

［色］：水田の稲穂や果樹の花などが季節ごとに

統一感のある彩りがデザインコードとなる。 

［生物種］：稲など農地に共通して栽培されてい

る農作物の種類がデザインコードとなる。 

 

［読み取りの着眼点］ 

・ 土地利用 

大景観、中景観レベルから土地利用における農

地の構成を農地の色彩から把握する。 

 

［関係項目］ 

８．農地の区画割、23．植栽との関係がある。 

 

 

 

 

 

岩手県胆沢平野（上）、福岡県星野村鹿里棚田（下） 

地形に沿って、面的に広がる色彩の統一感が農地におけ

るデザインコードとなる。 
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19．洗い場 

［概要］ 

住民が日常的に利用する施設であり、個々の民

家に付属している場合や共同施設として整備さ

れているものもある。 

 

［デザインコードの主な着眼点］ 

 小規模な洗い場では、個々の民家との配置関係

にデザインコードが確認される。 

［配置］：民家入口や勝手口、庭先に隣接してい

るなどの配置パターンがデザインコードとなる。 

［形］：階段状のものや水受けがあるものなど、

洗い場の構造の共通性がデザインコードとなる。 

 

［読み取りの着眼点］ 

 水路の構造により、洗い場の構造が影響を受け

るために、デザインコードの収集では、水路の構

造との関係を確認する。また、洗い場の配置パタ

ーンの確認には、民家の配置や農地の構成（土地

利用）を把握しておくことが求められる。 

・ 土地利用 

 1/2,500程度のスケールの地図に洗い場の場所

をプロットしてそれぞれの配置関係を確認する。 

 

［関係項目］ 

５．水路を構成する要素であり、14．分水施設・

堰、17．橋梁をあわせて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20．路面 

［概要］ 

 特に歩道では、古くは石畳、近年ではブロック

や木質チップなど多様な素材が用いられている。 

 

［デザインコードの主な着眼点］ 

石畳や芝生の道など路面に用いられている素

材、植栽や色彩などにデザインコードが表出する。 

［色］・［素材］：石畳やレンガ、芝ブロック、木

質チップなど様々な素材とその色彩にみられる

共通性がデザインコードとなる。 

 

［読み取りの着眼点］ 

・ 土地利用 

市町村などの事業により整備された遊歩道や

散策路については、特徴的な素材や色彩が採用さ

れた例が多い。 

・ 生活、文化 

 古い石畳が多くみられる場合は、その素材や色

彩が歴史的デザインコードと位置づけられる。 

 

［関係項目］ 

６．農道（集落道）を対象とした調査において、

路面の素材や色（25．素材・色彩）をあわせて確

認する。 

 

 

 

滋賀県米原市醒井 

集落居住区における比較的小さな洗い場は、民家との配

置関係が重要なデザインコードとなる。 

沖縄県名護市嘉陽集落（写真左） 

沖縄県の農村では芝生の集落道が歴史的デザインコード

として確認できる。 

さらに、近年多くみられる「芝ブロック（路面ブロック

に隙間を設け、芝を張る）」では、芝を用いるという歴史

的デザインコードと継承した創造的デザインコードとし

て活用されている（写真右）。 
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21．聖なる場所 

［概要］ 

農村において「地域神」や「鎮守神」などの対

象となる人為的に造られた神社や鎮守の杜など

は、生活の身近にあることが多く、造りや配置か

らデザインコードが収集される。 

 

［デザインコードの主な着眼点］ 

 地蔵堂の屋根や壁の素材や造り方には、周辺の

民家と共通している場合がある。さらに、祠や神

社などの周辺を植栽や水路で囲う配置パターン

がデザインコードとなる。 

［配置］：鎮守の杜に代表される「神社や祠の周

りを植栽で囲う」といった約束事が歴史的デザイ

ンコードと位置づけられる。 

［色］・［形］・［素材］：地蔵堂などの造りは、屋

根の形状や屋根材、壁材などに集落の民家の造り

との共通性にデザインコードを確認できる。 

 

［読み取りの着眼点］ 

・ 生活、文化 

特に、地蔵堂などについては民家の造りとの共

通性がみられる場合があることから、両者に用い

られている素材や加工の仕方などを確認しなが

ら調査を行う。 

さらに、神社や祠に用いられている石積の形状

や色彩、経年変化の状況（色合い）にも着目して、

他の神社や水路の堰、民家の屋敷囲いなどとの共

通性を確認する。 

 

［関係項目］ 

道祖神や地蔵堂などは、６．農道（集落道）と

の関係がある。水の神を祭った祠などは４．農地、

５．水路に隣接する場所に配置されていることが

多い。地蔵道などの造りは 16．農家・民家の造

りとの共通性がみられる場合がある。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島県（棚田の石積にある祠） 

当該地区では、棚田の石積に祠を配置するパターンが

デザインコードとして確認される。 

岩手県奥州市胆沢区（旧胆沢町）（水田にある鎮守の杜） 

樹木の配置パターン（祠を樹木を囲う配置）がデザイ

ンコードとなる。 

福井県越前市（旧宮崎村） 

民家と共通した屋根材（越前瓦）がみられる地蔵堂。 
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22．石積・石垣（石張り） 

［概要］ 

 石積や石垣は昔から土留めや擁壁の手法とし

て活用されており、様々な手法がみられる。一般

的に、地域の営みにおける重要な施設、神聖な場

所には強固な石積が用いられている。 

［デザインコードの主な着眼点］ 

 多様な工法（石の切り方と積み方）による石積

の形状の共通性がデザインコードとなる。 

［色］・［素材］：対象地でみられる石積、石垣の

色合いや質感の共通性を確認する。 

［形］： 石については切石（矩形や亀甲形など）

と玉石、自然のままの石があり、積み方には「布

積」、「谷積」、「乱積」などがある。これらの組み

合わせの形状に地域内で共通してみられるもの

がデザインコードとなる。 

 

［読み取りの着眼点］ 

・ 生活、文化 

農業用施設（棚田、水路、堰など）や神社、祠

など地域の営みにおいて重要な施設や建築では、

高度な技術を用いた石積がみられる。現存する石

積と施設の機能や神社などの集落の中心的な建

築との関係を整理すると石積のデザインコード

の位置づけが明確となる。 

さらに、用いられている石材が地場産のもので

あるかなど石の種類を補足すると整備において

も参考となる。 

［関係項目］ 

石積は、農業施設において、４．農地や５．水

路の擁壁、14．分水施設・堰、堤防など取水や防

災を果たす重要な施設に用いられた。さらに、12．

境界域や 10．屋敷構えでは、職人や農家の人に

よって積まれた石垣に着目する。 

 

図 2-7 石積の石の積み方（種類） 

熊本県玉名町（旧横島町） 

擁壁（石積と石張）の切石布積の形状がデザインコー

ドとして収集される。 

佐賀県神埼町 

水路擁壁（石積）の乱積の形状がデザインコードとし

て収集される。 

三重県桑名市 

民家の石垣の亀甲積の形状がデザインコードとして収

集される。 
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23．植栽 

［概要］ 

農地や集落居住域では、防風を目的としたり、

目印などとしたりするために樹木が植栽された。 

 

［デザインコードの主な着眼点］ 

 境界木、けい畔木などは農地の境界域における

配置パターンがデザインコードとなる。屋敷林な

どにおいては樹種や刈り込み方（形）にデザイン

コードが表出する。 

［配置］：防風林は、集落居住域や農地、屋敷な

どの境界域において共通した方向の植栽がデザ

インコードとなる。 

［生物種］：樹種に共通性が確認される場合があ

る。例えば、農地や屋敷の境界を示す樹木には柿

などの実のなる樹木が植栽されていることがあ

る。松は縁起のよい樹木とされていることから、

集落の要所に植栽されているケースが多い。 

 

［読み取りの着眼点］ 

 植えられている場所、目的、樹種に着目する。 

・ 土地利用 

防風林や防風を目的とした屋敷林は、山からの

吹きおろしや季節風などを防ぐ目的を有してい

るため、共通した方角に植栽されている。 

・ 生活、文化 

ハサ木や境界木などの植栽は、農業の近代化に

伴いその用途が薄らいでいるが、地域の歴史・文

化的な価値が見直され伝統的な農法とともに保

全・再生を図る動きがあり、地域の伝統的な農業

について補足的に情報を加えるとデザインコー

ドの位置づけが明確となる。 

 

［関係項目］ 

防風を意図したものは、１．地形・植生、２．

集落（土地利用）における農地や集落居住域の構

成との関係がある。 

目印となるものには、12．境界域（農地や宅地

の境界）を示すものや、６．農道（集落道）沿い

に、集会施設の入り口や、17．橋梁といった主要

な場所を示すものがある。その他にも、稲の天日

干しなどの 18．農作業に用いられる樹木などが

ある。 

 

 

 
 

 

新潟県上越市（旧板倉町） 

稲の天日干しのためのハサ木が植栽されている場所と農

地などとの配置関係がデザインコードとなる。 

北海道美瑛町 

集落防風林に用いられているシラカバの樹種と、植栽さ

れている配置パターンがデザインコードとなる。 
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24．花植え 

［概要］ 

花植えは、地域住民が中心となり個々の民家の

庭先や道路や公民館などの公共空間に施されて

いる。近年は、フラワーロードの設置や農地に景

観作物の栽培、法面を花植えにより彩るなどの取

組みが行われている。 

 

［デザインコードの主な着眼点］ 

 けい畔の彼岸花や沿道のアジサイの植栽など、

花の種類と植えられている場所、花の彩りにみら

れる共通性がデザインコードとなる。 

［配置］：農地や集落道の境界域に計画的に植栽

された配置パターンがデザインコードとなる。  

［色］・［植栽］：フラワーロードなどに共通して

みられる花の種類や色がデザインコードとなる。 

 

［読み取りの着眼点］ 

共有空間における花植えは、例えば交差点やフ

ラワーロードなどの散策路など、空間の場所性を

高める意図で行われることが多い。 

・ 地域コミュニティ 

景観づくりの取り組みにおける花植えは、創造

的デザインコードとして位置づけられる。 

 

［関係項目］ 

特に、公共空間における花植えには、11.法面、

12．境界域（農地の畔など）、15．辻、交差点な

ど、その場所の位置づけが重要となる。 

 

25．素材・色彩 

［概要］ 

素材は、人為による構築物全てに影響する景観

構成要素であり、景観設計を行う上でも欠かすこ

とのできない検討項目となる。 

 

［デザインコードの主な着眼点］ 

 施設や民家に共通して用いられる木材、石材な

どの素材にデザインコードが確認される。また、

自然素材特有のエイジングによる質感や色彩に

みられる共通性もデザインコードとなる。 

［色］・［素材］： 焼き杉板など、加工した木材に

みられる共通した色彩や、石の種類ごとの色合い

の共通性がデザインコードとなる。 

 

［読み取りの着眼点］ 

近代化以前に建造された農業用施設や建築物

などでは、材料と色合いとの関係が密接に関わる

場合が多く、いずれも対象地で共通性がある場合

には歴史的デザインコードとして収集される。 

・ 生活、文化 

特に、地場産の自然素材の活用に着目し、現存

する建造物や現在の建造、建築における地場産材

の活用を捕足的に調査する。 

 

［関係項目］ 

 ５．水路、６．農道（集落道）、14．分水施設・

堰、17．橋梁、19．洗い場などの施設や、16．農

家・民家における重要な検討項目となる。 

 

 

 

滋賀県甲良町（左）、栃木県那須町（右） 

境界域における花植え（創造的デザインコード） 

栃木県宇都宮市 

地場産の大谷石の色合いや質感は、大谷石を用いた蔵、

石塀における歴史的デザインコードと位置づけられる。 
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26．生物種 

［概要］ 

近年では、環境配慮の取組みのなかで、地域固

有の生物種を保全、再生しようとする試みがなさ

れている。また、アイガモ農法や水質浄化のため

の鯉の飼育など、地域の営みの中で生物種を活用

した取組みが見られる。 

地域のシンボル的な生物種や、地域の営みに密

着した生物種をデザインコードとして収集する。 

 

［デザインコードの主な着眼点］ 

 アイガモや鯉など地域の営みに密着した生物

種の存在がデザインコードとなる。 

［生物種］：アイガモ農法や鯉による水質浄化は、

地域の営みに関係している生物種としてデザイ

ンコードの収集対象に含まれる。また、カワゲラ

やサワガニなど、きれいな水質環境でのみ生息す

る生物種といったように、環境指標となる生き物

（指標生物）の存在もデザインコードと位置づけ

られる。 

 

［読み取りの着眼点］ 

・ 生活、文化 

 水路や水田に生き物を確認した場合、「生き物

がいることによる効果」などの情報を聞き取りな

どで得られるとデザインコードの位置づけが明

確となる。 

・ 地域の沿革 

かつての農村では、地域の営みの中で馬や豚、

鶏または蚕などの動物や昆虫が不可欠な存在で

あった。これらの動物、昆虫の飼育場所は、屋敷

の敷地内の飼育小屋や、時には主屋の中で飼育さ

れていた。 

 

［関係項目］ 

 地域の伝統的な住宅（文化財などに指定されて

いる住宅）などでは、生き物の飼育を行っていた

住宅様式を確認することができる。特に、16．農

家・民家の造りにおけるデザインコードの整理に

おいて、このような情報が役立つ。 

 

 

 

 
 
 

 

茨城県小美玉市（旧美野里町） 




