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4.2 計画 

4.2.1 計画の進め方 

 農業生産性の維持・向上等と地域における良好な景観形成を両立させるため、

景観配慮対策、維持管理計画等を取りまとめ、事業地区における景観との調和

に配慮した計画（以下「景観配慮計画」という。）を作成する。 

【解 説】 

1. 計画の目的

景観配慮計画の作成は、事業本来の目的である農業生産性の維持・向上等と地域

の良好な景観形成の両立に向けた景観との調和への配慮の方策を明確にするために

行うものである。 

2. 計画の進め方

(1) 基本構想の作成

調査において把握された地域景観特性等を踏まえ、地域が目指す将来の地域景観

の姿及び景観配慮の基本的な考え方を整理する。この際、地域が景観計画などの既

存計画を有する場合は、その内容との整合性を十分に図ることが必要である。 

(2) 景観配慮計画の作成

景観配慮計画は、景観との調和に配慮した整備対象施設について、可視領域を対

象として作成するものである。また、調査によって得られた情報等を踏まえ、視点

場と景観への影響を検討し、施設整備の基本的な考え方を示す景観配慮方針を踏ま

えた配慮対策、維持管理計画、実施に当たっての留意点や推進体制等を定める。 

計 画 

基本構想の作成 

景観計画など確認を行い、それらの既存計画がある場合は、内

容の整合に留意しつつ、地域が目指す将来の地域景観の姿及び

景観配慮の基本的な考え方を整理する。 

調査等の結果 

調 査 

景観配慮計画の作成 

事業地区において設計や施工、維持管理に取組むため、周辺景

観への影響予測を踏まえた景観配慮の方向性や対策イメージを

盛り込んだ景観配慮計画を作成する。 

景観配慮計画に基づく施設の設計 

設 計 

図 4-5 計画策定フロー 
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【調査（概査）】 

 

【計画】 

 

【調査（精査）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

・ 「概査」は、具体的な景観配慮対策（施設設計を含む）の検討資料として活用することも想定し、

地域景観の概況等の情報収集にあたる。 

・ 「精査」は、事業計画案を勘案し、調査の適切な時期と回数を設定したうえで実施する。 

 

図 4-6 景観配慮計画策定に係る調査成果の活用と留意事項 

  

・ 既存計画（関係市町村の景観条例・

景観計画・ガイドライン等）の確認 

・ 地域景観の概況（特徴的な景観構成

要素、デザインコード等）把握 

基本構想 

1. 地域景観の概況 

2. 景観保全目標 

3. 景観配慮区域図 

4. 景観配慮区域における景観配慮の方向性 

事
業
計
画
案
（
整
備
内
容
） 

具体的な景観配慮対策の検討資

料として活用 

事業影響の把握 
（調査段階で実施） 

整備対象施設の規模・形等が周辺景

観に与える影響を把握する。 

景観配慮対策の検討 

 
【景観配慮方針の検討】 

景観配慮の基本原則（「除去・遮

蔽」、「修景・美化」、「保全」、「創

造」）を参考に、景観配慮の基本的

な方向性について検討、確認する。 

 

【対策案の作成】 

施設の整備内容や施設機能を勘案

した上で、複数の配慮対策案を作

成し、周辺景観との調和について

検討を行う。 

景観配慮計画 
1. 地域景観の概況 

2. 基本構想の概要 

3. 景観配慮の方策 

 (1) 視点場と景観への影響 

 (2) 景観配慮対策 

 (3) 維持管理計画 

 (4) 実施上の留意点 

4. 推進体制 

※アンケートや聞き取り、ワークショップ等

の手法を活用し、地域住民等の意向を把握

することも重要。 

必要に応じて  

フィードバック  

対象施設周辺の景観特性の把握 
・ 周辺土地利用状況 

・ 特徴的な景観構成要素 等 

視点場の設定 
・ 可視・不可視範囲の確認 

・ 遠景、中景、近景視点場の設定 

・ 定点撮影 等 

デザインコードの収集 
・ 景観配慮対策、施設設計等に資

する地域に共通する景観構成要

素やその関係性の抽出、収集 等 

必要に応じて  

フィードバック  
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4.2.2 基本構想と景観配慮対策の検討 

 計画的かつ効果的に良好な景観を形成するために、事業による影響を把握し、景

観配慮の基本原則を踏まえた景観配慮対策を検討する。 

 

【解 説】 

1. 基本構想の作成 

「景観配慮の手引き」によると、基本構想は「地域景観の概況」、「景観保全目標」、

「景観配慮区域図」、「景観配慮区域における景観配慮の方向性」などを構成内容と

して作成することとされている。 

一方で、田園環境整備マスタープラン、農村環境計画、景観法に基づく景観計画

や景観に係る条例等の各種計画類が、これまで多くの市町村で定められてきている。

それらの既存の計画類は基本構想の内容と合致している部分が多く、基本構想の作

成に当たっては、整合を図りつつ不足する内容について、「景観配慮の手引き」に沿

って作成することとなる。 

 

表 4-1 基本構想の構成と主な内容の例 

構   成 主な内容 

1. 地域景観の概況 

 

地域の概況 

地域景観特性等調査の分析結果 

取りまとめまでの経緯 

2. 景観保全目標 地域景観の将来の姿及び景観保全の基本的な考え方 

3. 景観配慮区域図 

 

調査において作成された地域景観特性図を踏まえた

景観配慮区域の配置 

4. 景観配慮区域におけ

る景観配慮の方向性 

景観配慮区域ごとの特性 

景観配慮区域ごとの課題 

景観配慮区域ごとの方向性 

出典：「農業農村整備事業における景観配慮の手引き」 

 

2. 事業による周辺景観への影響の把握 

(1) 検討範囲と視点場の確認 

施設整備に係る景観配慮対策の検討範囲は、基本的に整備対象施設の可視領域

等であり、この範囲において、地域住民等のまなざし量を検討し、整備対象施設

の景観配慮を検討する上で適切な視点場を設定することとなるが、整備対象施設

の配置・規模、形などの施設計画の検討状況に応じて、適切な視点場となってい

るか、確認することも重要である。 

視点場は、地域住民や来訪者が容易に立ち入れる場所であり、整備対象施設と

周辺景観との関係性が把握できる場所を設定する。具体的には、生活道路の辻、

公民館、役場、病院など日常生活に密着した公共的な施設が集合している場所や、

集落内部、整備対象施設を俯瞰できる場所等が考えられるが、地域住民や来訪者

のまなざし量等を踏まえた検討を行う。 

 

(2) 周辺景観への影響の検討 

施設計画の検討状況に応じて、景観シミュレーション技術等を活用し、事業に
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よる地域景観へ及ぼす影響について検討する。事業による周辺景観への影響の把

握に当たっては、どの視覚的表現方法で表現するかを考慮しつつ調査に当たる必

要がある。 

 

【参考資料 4-15】 

 

[景観の予測に用いられる代表的な視覚的表現方法（シミュレーション技術）] 

 

表現方法 内 容 

フォトモンタージュ 主要な視点場から撮影した写真に、整備対象施設の完成予想図を重

ね合わせて、両者を合成して景観の変化を予測する方法。 

合成にはコンピュータグラフィックスを応用することもある。 

最も一般的に行われている手法で、再現性に優れ適用範囲も広い。 

スケッチパース  主要な視点場からの完成予想図を透視図法によって描く方法で、背

景も全て描く点でフォトモンタージュ法とは異なる。 

 透視図法はフォトモンタージュ法と比べて再現性の面で劣るが、景

観の状況、視野範囲を自由に設定することができる。 

コンピュータグラフ

ィックス 

 コンピュータを用いて地形、植生、構造物（既存のもの、事業によ

り新たに出現するもの）を全て作画する方法。 

 必要なデータ入力がされていれば、予測は画面上における計算処理

のみで済むことから、予測に必要な視点場が多い場合、概略的な仮想

視点場からの予測、複数案の比較等を行うのに有効である。 

 視対象（整備対象施設）を望む道路からの連続的に変化する景観（シ

ークエンス景観）を予測することもある。 

模型  周辺地域を含めて、整備対象施設の完成模型を作成し、模型上の主

要な視点場からファイバースコープ等を用いた写真、動画等で景観の

変化を予測する。 

 再現性は模型の精度に左右される。 

 対象範囲が限定されており、予測に必要な視点場が多く存在する場

合には有効な方法である。 

出典：「環境影響評価技術ガイド 景観」（平成 20 年 3 月、環境省） 

 

 

3. 景観配慮方針の検討 

周辺景観と整備対象施設との調和を図るため、景観配慮の基本原則である「除

去・遮蔽」、「修景・美化」、「保全」、「創造」の四つの考え方を参考に、景観配慮の

基本的な方向性を明らかにする。 

農地・農業水利施設等は、地域の農業及び生活の持続的発展に欠かすことのでき

ない基盤であり、永続的な施設機能の維持を行うことが求められる。そのため、施

設整備及び維持管理等により施設機能や安全性の維持を図るとともに、施設の存在

や役割についての地域住民等の認知度を高めていくことも重要な取組となる。 

景観配慮計画を検討する上では、周辺景観になじませる、目立たなくするといっ

た方針に基づく検討の他に、周囲と対比的な色彩、形状を採用しつつ周辺景観との

調和を図る方針についても検討し、複数案とすることが望ましい。 
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4. 景観配慮対策案の検討 

調査段階で行っている「事業による景観への影響の把握」を踏まえ、計画段階で

検討する景観配慮対策案を作成する。 

景観配慮対策案は、景観配慮の基本原則を踏まえつつ、整備対象施設の整備内容

や施設機能を勘案した上で、周辺景観とどのように調和を図るかについて整備対象

施設の完成イメージ図などを用いて検討を行う。 

 

5. 地域住民等の意向の把握 

施設の完成イメージ図を基に、地域住民等の景観配慮対策についての意向を把握

する。意向の把握に当たっては、対象となる地域住民の属性（農家、農家以外の住

民等）や数等を勘案し、アンケートや聞き取り、ワークショップ等の手法を用いて

実施する。 

特に、ワークショップ等の実施に当たっては、その場で地域住民等と事業主体や

関係行政機関等と対策や地域の景観形成についての意見交換を行うことができるた

め、対策を促進する効果が期待できる。 

対策の効果を施設整備後においても維持、発揮するため、地域住民の事業におけ

る景観配慮や、地域における景観形成活動についての認知度を高める方策が重要と

なる。 

 

【参考事例 4-2】 

[景観シミュレーション技術の活用例] 

（農山漁村地域復興基盤総合整備事業 吉浜地区 (区画整理)（岩手県大船渡市）） 

東日本大震災における農地復興計画案の作成において、景観シミュレーション技術の活用に

より地域合意形成の支援を行った事例の一部について紹介する。 

地域づくりにおける景観シミュレーションは、住民説明会などにおいて意識啓発と環境の再

認識、将来像の検討において役割を発揮する。 

本事例での景観シミュレーションは、①二次元デジタル画像処理（二次元デジタル画像を、

画像処理機能を用いて修正し２つ以上の画像を合成して一つの画像にする方法）、②三次元 CG

（二次元データ（図面等）をもとに、三次元デジタルデータに変換・入力よりコンピュータの

中に三次元の空間を仮想設計するコンピュータグラフィックスの方法）としている。 

①は、例えば現地の画像と模型の画像を合成したり、よく似た構造物の画像を二次元上で変

形させたり、色彩を変化させて、これか

ら建てる構造物の完成予想のパース図

を作成するものである。②は、三次元デ

ータであることから、あらゆる角度から

の景観シミュレーションが可能であり、

新設する構造物の全体的なイメージを

造成前に知ることができる。 

二次元デジタル画像処理には、「ラン

ドスケープイメージャー」（農村工学研

究所）を用い、三次元 CG については、

三次元 GIS エン ジン「 VIMS」（山本

（2008））と Maxson 社の CINEMA4D を併

用した事例を示している。 

［住民説明会における景観シミュレーションの提示］ 
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事例１は、地域の歴史・文化に関わる景観情報について、二次元デジタル画像処理を用いシ

ミュレーションしたものである。現況は、神社から撮影した写真であり地震によって鳥居が崩

壊している状況である。また、神社の石段前は、木々に塞がれて見通しがきかない状況になっ

ているが、過去は木々に覆われている下に鳥居があり、神社への参道があったとも言われてい

る。この神社では４年に１度の式年大祭において、神輿（みこし）を漁船に乗せて進む祭事（海

上渡御（かいじょうとぎょ））が現在でも継続されている。 

このため、シミュレーションは神社の前面を覆っている木々を切り払って海が見えるように

し、農地の区画整理の際に整備される農道を、神社からまっすぐ浜へ行くことができる道とし

て整備するという地域要望に基づいて作成したものである。 

 
［景観シミュレーション（事例１）］ 

 

神社前面は木々に覆われ浜が見えない 

 

神輿が浜へまっすぐ行くことができる道路を整
備、鳥居は石造り 

 

事例２は、集落道に関する三次元 CG シミュレーションであり、高台の住宅群と低地部の農地

の間に集落道を整備するというものである。 

 
［景観シミュレーション（事例２）］ 

 

 

 

住宅地と農地の間に集落道を配置したシミュレー
ション 

このように、シミュレーションによる具体的な将来イメージの提示は、参加者の認知度を高

めるうえでも重要ではあるが、景観案の選択のためだけに使うということではなく、本来目的

は事業後の景観と従来の生活環境との差の確認、問題点などを発見することにあるという点に

留意しなければならない。また、計画案の検討に当たっては空間の機能全体を文化、生態系、

景観の観点から評価することも重要である。 

 

（出典）山本徳司・福与徳文：平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震による地域復興計画支援にお
ける景観シミュレーションの活用と役割，農村工学研究所技報，第 213 号，pp.29-38（2012 年） 

現況 シミュレーション 
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4.2.3 景観配慮に係る維持管理計画の検討 

景観に配慮して計画された施設について、必要となる維持管理項目や内容、管理

主体の検討を関係者との合意形成を図りつつ行い、維持管理計画として取りまとめ

る。 

 

【解 説】 

1. 維持管理計画の検討 

景観に配慮して整備された施設は、定期的な清掃などの維持管理により、整備後

の経年変化などによる景観構成要素の劣化が軽減される。 

このため、計画の段階から維持管理項目や内容、管理主体の検討を関係者との合

意形成を図りつつ行い、維持管理計画として取りまとめる。 

 

2. 検討に当たっての留意点 

(1) 地域住民等が参加した維持管理 

農地・農業水利施設等は食料の安定供給の基盤であるとともに、維持管理を通し

て良好な農村景観の要素として、地域住民や国民全体の貴重な資産となる。 

このため、事業主体は農家や土地改良区のみならず、地域住民全体に対して、環

境に関する情報協議会等の活用により十分な説明を行い、地域住民等の理解を深め、

景観配慮対策や良好な地域景観の形成活動に対する住民の主体性を醸成していくこ

とが重要となる。 

 

(2) 将来にわたる維持管理の継続性 

景観に配慮した施設の維持管理は、通常の管理に比べ作業量や費用が増大する場

合があり、将来における担い手の減少や高齢化などの地域の情勢を考慮して、維持

管理の内容や作業量等の継続的な実現性について、多面的機能支払交付金制度等の

活用なども含め、検討することが必要である。 
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【参考事例 4-3】 

[住民参加による景観配慮対策の検討例] 

（国営かんがい排水事業 安曇野地区 (拾ヶ堰)（長野県安曇野市）） 

本地域は北アルプス連峰から流れる中小河川が形成した複合扇状地に拓けた良好な農村景観

を有する田園地帯であり、古くから水田かんがいのため多くの堰（せぎ、地域では用水路を意

味する）が造られている。 

拾ヶ堰（じっかせぎ）は江戸時代の造成施設で、地域への用水供給とともに排水機能も担っ

ており、大雨時に農地等へ溢水等被害が発生していた当地域では、既存の堰の用水機能に排水

機能を付加させるための施設の改修が行われている。 

改修に当たっては、施設が歴史的資産として地域住民に親しまれていることや、美しい農村

景観が全国的な観光地である信州あづみ野の観光資源として活用され、重要な景観構成要素と

なっていることから、本来の施設機能（形状や素材等）に設計上の工夫を加えることにより、

従前の景観を十分に踏襲した景観配慮対策が行われている。 
［整備前］ 

 

［整備後］ 

 
 

1 景観配慮対策 

(1) 水路断面形状と護岸形式 

既存施設敷地内に排水機能を有した水

路断面と管理用道路のスペースを確保す

るため、複断面構造とし用地幅を最小限

に抑え、法勾配を設けた玉石タイプの大

型張ブロック（又は大型積ブロック）を

採用し、護岸安定と自然的風合いを持た

せ地域景観に配慮。 

(2) 安全施設の素材と色彩 

防護柵（縦格子フェンス、ガードパイ

プ付ガードレール等）の塗装色をダーク

ブラウンとし周囲の景観に違和感がない

よう配慮。 

(3) 水路沿いの樹木の保全 

現況の樹木は工事の支障となる樹木の

み最小限の伐採とし、既存樹木を保全。 

          

2 ワークショップを踏まえた合意形成 

拾ヶ堰の全延長 15km のうち、国営事業の

改修は 8.4km であり、うち約 2.0km の管理

用道路のない区間では、水路沿いの樹木の

管理が行き届かず、樹木の生い茂る状態に

あった。 

この区間の改修に際し、環境保全に対す

る地元要望を把握するため、地域住民、行

政機関、改良区、グラウンドワーク協会等により構成するワークショップを開催し、環境に

配慮した工法や住民参加を含む維持管理のあり方等について検討された。 

ワークショップに参加する地域住民は、関係５町村から公募し、まずは、地域景観などの

現状認識と改修に対する地元要望等について情報共有し、水路の断面構造や工法の検討の後、

完了後の維持管理について段階的に検討を進めた。 

［水路改修断面図］ 

 
 

［ワークショップでの検討状況］ 

 

鉄筋コンクリート水路用Ｌ型ブロック  

既設水路用地内で用排兼用水路及び管理

用道路（または村道）を確保して整備。  

大型張ブロック（擬石玉石着色タイプ）  

護岸強度を確保するとともに、表面玉石タ

イプのブロックによって自然的な風合いが得

られる。  

用排兼用水路のためコンクリート

ライニングにより漏水を防止。  
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①   初期段階 

地域環境の現状認識において、拾ヶ堰

は水路機能に加えて歴史的・文化的価値

を有し、北アルプスを背景とする美しい

農村景観の構成要素となっていることな

どの理解を深める一方で、土砂やゴミ対

策等の管理労力、漏水問題等についても

情報を共有。 

② 中間段階 

 参加者が抱く施設改修のイメージを抽

出し、複数の検討案を作成した後、基本

的な改修工法などを確認。この際、完了

後の維持管理について別途検討。 

②   最終段階 

 維持管理項目の確認と住民参加を組み

込んだ維持管理体制の検討を実施。管理

体制は土地改良区との連携のもと、地域

住民、行政機関、NPO、地元企業、JA 等を

構成員とする組織「拾ヶ堰応援隊」を設

立し、拾ヶ堰の維持管理への協力や各種

活動の牽引役となることを確認。 

④ その他 

 ワークショップと並行して行われたウ

ォーキング、自然観察会、芝の植栽、草

刈りなどのイベントの活動や拾ヶ堰ガイ

ドブックの作成は、地域住民等の事業等

への理解と合意形成に繋がる重要な要素となる。また、これら活動等は関係市町村などが

行う地域活性化の取組へと展開が図られている。 

 
［魚つかみ取りイベント］ 

 

［拾ヶ堰ウォーキングイベント］ 

 
 

3 改修後の姿 

 景観配慮対策を講じた整備後の拾ヶ堰は、住民参加を取り入れた維持管理等により、良好

な景観が保たれており、四季を通じ地域が有する美しい農村景観の構成要素となっている。 

 
［拾ヶ堰の景観（春）］ 

 

［拾ヶ堰の景観（冬）］ 

  

［ワークショップ実施の流れ］ 

 

第１回ワークショップ

拾ヶ堰用水路の現状と改修に対する要望事項の検討

第２回、第３回ワークショップ

参加者の施設改修のイメージを抽出

維持管理組織の設立

初
期
段
階

中
間
段
階

最
終
段
階

第５回ワークショップ

工事完了後の住民参加による維持管理のあり方について、現状の作業項目
や改修後の要望などについて検討

第４回ワークショップ

改修工法の「たたき台案」について意見交換

第１回～第４回
管理検討委員会

（改良区代表者、住民代表(WS参加者・活動組織

代表者・一般住民)、国及び県の担当者で構成）

ワークショップでの意見等を踏まえた
管理項目の検討、先進地区視察等

第８回～第１０回
管理検討委員会

住民参加型直営施工による整備の
検討、維持管理組織の規約の検討

第８回ワークショップ

維持管理検討委員会が作成し
た維持管理組織規約案の報告

第５回～第７回
管理検討委員会

イベントを通じた維持管理作業の実
施、組織化のための規約の検討、具
体的な活動内容等の検討

第６回、第７回
ワークショップ

管理検討委員会での検討内容
について報告、意見交換
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4.2.4 景観配慮計画の作成 

景観配慮対策等を取りまとめ、事業地区における設計や施工、維持管理に取組む

ための景観配慮計画を作成する。 

 

【解 説】 

1. 景観配慮計画の目的 

良好な農村景観への配慮のため行われる農業農村整備事業での景観配慮対策は、

調査計画段階での基礎資料や検討の過程、実施上の考え方が確実に設計・施工、維

持管理段階に引き継がれることが重要である。 

このため、調査計画担当者はこれらの事項を取りまとめた景観配慮計画を作成し、

設計・施工担当者に引き継ぐことが必要である。 

 

2. 景観配慮計画の作成 

事業地区全体の基本構想を踏まえ、景観配慮対策、維持管理計画等の取りまとめ

を行う。取りまとめに当たっては、予測される地域景観への影響や景観配慮対策等

が示された図面等を作成し、設計・施工における景観配慮の検討の資料として活用

できるようにする。 

この景観配慮計画は、事業主体のほか、市町村や農家を含む地域住民等が地域の

景観に関する意識を高めるための資料としても活用できるよう、分かりやすいもの

とする。また、設計・施工の検討を踏まえ、内容の充実・見直しを行うことが重要

である。 

景観配慮施設の維持管理の機会を契機とした地域づくりは、地域の景観形成の必

要性や理解醸成につながることが期待できるため、景観配慮計画作成に併せて、調

査計画の段階から地域の合意形成を図りつつ、地域づくりの構想を検討しておくこ

とが有効である。 

 

【参考資料 4-16】 

[景観配慮計画の構成例] 

1. 地域景観の概況 

 地域景観特性を踏まえ、地域景観の概況を記載。 

2. 基本構想の概要 

 地域が目指す地域景観の姿及び景観配慮の基本的な考え方を記載。 

3. 景観配慮の方策 

 (1) 視点場と景観への影響 

        景観配慮計画の対象範囲と視点場の設定の考え方及び地域景観への影響を記載。 

        面施設、線施設の整備に当たっては景観配慮を実施する区域設定も検討。 

 (2) 景観配慮対策 

    景観配慮のための施設整備の基本的な考え方及び方針とともに、景観配慮イメー

ジ図などを記載。 

 (3) 維持管理計画 

    景観との調和に配慮した維持管理計画の記載。 

 (4) 実施上の留意点 

    景観との調和に配慮した設計・施工を行うための留意点を記載。 

4. 推進体制 

 環境に関する協議会等の体制について、目的、参画主体、活動内容を記載。 

※内容については、環境配慮計画への整合を図りつつ、環境配慮の実行計画として機能させる。  
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【参考事例 4-4】 

[市町村で定めている色彩ガイドライン等を参考とした計画の例]  

（国営かんがい排水事業  栃木南部地区 （与良川排水機場） （栃木県小山市他１市１町））  

ポンプ場（排水機）の改修（２箇所の排水機場を１箇所の排水機場に統合）に当たって、関

係市町村の景観法に係る景観計画のうち、色彩等基準が定められている場合の景観配慮対策の

検討事例である。 

1. 景観計画の概要 

市町村  目的等  区域設定  事業計画地区の景観形成の基本的な考え方  
整備対象  

施設  

小山市  

 

「うるおい、やさしさ、そして美

しく住めるまち。市民の手による

風景づくり」を都市景観形成のテ

ーマとし、小山を代表する思川の

風景をはじめ、小山の個性と景観

の土台となる豊かな自然環境と

市街地が調和した市民がここち

よいと感じられる、市民の手によ

る魅力的で個性的な小山の風景

の形成を目指す。  

景観計画区域  

（市内全域）  

 

事業計画地区：田園計画ゾーン  

貴重な自然資源である水田と鎮守の森や屋敷林な

どの緑と集落景観を保全し、広がりのあるのどか

な田園景観を保全する。  

【方針】  

・遺構などの歴史的資源の保全・活用  

・広がりのある水田、用水路の保全  

・鎮守の森や屋敷林など集落内の緑の保全・育成  

・田園景観の保全・育成  

・安心して歩ける歩行者空間の形成  

・街路樹と公園の整備  

・景観を阻害しているものの整序  

 

与良第１、第

２排水機場

他  

届出等対象行為  

行為の種類  届出対象規模  
整備対象  

施設  

 

【建築物の建築等】  

新築、増築、改築若しくは移転、

過半の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  

 

【工作物の建設等】  

新設、増築、改設若しくは移転、

過半の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  

  【建築物の建築等】     

与良第１、第

２排水機場

他  

  地域名  階数  高さ  建築面積    

  商業地域  6 以上  18m を超える  1,000m 2 を超える    

  近隣商業地域  5 以上  15m を超える  1,000m 2 を超える    

  準工業・工業地域  4 以上  12m を超える  1,000m 2 を超える    

  
住居専用地域、住居地
域、準住居地域  4 以上  10m を超える  1,000m 2 を超える    

  
その他の市街化杭域及
び調整区域  

4 以上  12m を超える  1,000m 2 を超える    

  

【工作物の建設等】  

高さが 5ｍを超える垣、柵、塀、金網、擁壁その他これらに類す

るもの、高さが 15ｍを超える高架水槽・サイロ・物見塔等、街灯・

照明灯等、鉄筋コンクリート造の柱・鉄柱・木柱広告物等その他

これらに類するもの   

  
※届出等行為を行政機関が実施する場合は、届け出に変え計画通

知を提出  

 

2. 視点場等の整理 

近景の視点場として遮

蔽物が無く、２箇所の既設

排水機場が最もよく見え

る遊水地堤防側の位置を

選定した。第１機場は幅約

20m×高約 10m、第２機場は

幅約 30m×高約 12m となっ

ている。 

これらの施設を遊水地

堤防（写真①）および公園

（生井桜づつみ公園・写真

②）から見ると、その規模

から際立って見える。 

中景、遠景の視点場とし

て既設機場の形状を含め

て眺望できる位置を選定

した。 

既設排水機場に近い集

落は小山市船戸及び栃木

市部屋であるが、それぞれ

施設からの距離は遠く、集落内から見通せる場所は限られる。施設に向かって流下する与良

川は、排水機場に対してまっすぐに伸びており、旧県道 173 号線が横断する橋梁から施設を

[遊水地堤防より] 

 

[生井桜づつみ公園より] 

 

[旧与良川橋より] 

 

[新与良川橋より] 

 

写真①・近景  写真②・近景  

写真③・中景  写真④・遠景  
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視認できる（写真③）。また、新県道 173 号線（新与良川橋）からは整備対象施設が遊水地

堤防に埋没し、わずかに視認できる程度（写真④）であった。 

 

［視点場整理図］ 

 
 

3. 景観配慮事項の整理 

排水機場建屋の形状には機能上の制限があることから、主として周辺景観への影響軽減を

意識した色彩を検討する。色彩の検討は、関係市町村の景観計画を参考とする。 

＜参考：小山市景観計画による色彩の制限＞ 

マンセル値による色相がＲ、ＹＲの場合、マンセル値による彩度６以下。同様にＹの場合

は彩度４以下。ＧＹ、Ｇ、ＢＧ、ＰＢ、Ｐ、ＲＰの場合、マンセル値による彩度２以下。 

 

4. 景観配慮対策の検討 

◆基本的な考え方 

○基本原則：修景、機能上の制限から建築形態では無く、色彩の工夫による修景を行う。 

○整備方針と対策のイメージ：関係市町村景観計画を踏まえ、遊水地堤防や生井桜づつみ

公園、周辺に広がる田園景観の中で突出感を与えず、周辺景観に調和した明度・彩度を採

用する。 

◆整備イメージの検討（形態と色彩） 

〇形態：切妻などの勾配のある屋根は、遊水地堤防や与良川の様に強く印象付けられる直

線の景観に逆らう形態であり、必ずしも景観に調和しないと考えられたことから、落ち着

いて周辺の景観と調和すると考えられる陸屋根のデザインとした。 

〇色彩の基本：壁面積が大きいため、単一色彩では壁面が強調され存在感が増し、景観阻

害要素となる。このため、外部仕上げをいくつかのパートに分け、質感、色、陰影を変え

ることで視覚的に存在感を薄める。 

〇色彩パターン：視覚的には埋没効果を期待し、田園風景になじむ緑系（Ｇ）、茶系（ＹＲ）、

ベージュ系（ＹＲ～Ｙ）の中から選定する。 

◆景観シミュレーション視点場の選定 

新設機場がもっともよく視認される北西側に視点場を設定する。 

◆基本形態 

〇遊水地堤防や与良川により印象付けられる強い方向性に逆らわず、陸屋根のデザインに

より周辺景観との調和を図る。 

〇単一色彩では壁面が強調され存在感が増すため、外部仕上げをいくつかのパートに分け、

質感、色、陰影を変えることで視覚的に存在感を薄める。 

〇田園景観の色彩との調和を意識し、全般に明度を上げて軽快な感じに仕上げる。 
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［景観シミュレーション視点場位置］ 

 

［景観シミュレーション（基本形）］ 

 

 

◆景観シミュレーション 

〇新排水機場の基本形をベースに緑、茶、ベージュ系を配色した景観シミュレーションを

行った。 
青枠・破線：小山市景観計画における制限範囲  

黒枠・実線：選択色 

  

  

  
 

（緑系） 

（茶系） 

（ベージュ系） 


	06 H29景観配慮技術指針（案）_Part6（54-66）

