
八女市文化的景観計画

～美しい景観まちづくりの推進を目指して～

八女市文化的景観計画
概要版

八女市
平成 22 年６月

立花町

旧八女市

黒木町

矢部村

星野村

(上陽町)



2

はじめに
「八女市文化的景観計画」は、景観法第 8

条第 1 項に基づく景観計画です。

八女市の景観をいかした地域の活性化を第

一に、景観を支える環境の保全や地域文化の

継承に取り組み、景観を守り育む人々が誇り

と愛着をもって定住する伝統と躍動の文化都

市の実現を目的とします。

【計画の目的】

　　　　●景観をいかした地域の活性化

　　　　●景観を支える環境の保全

　　　　●地域文化の継承

　　　　●景観を守り育む人々の定住

１景観まちづくりの考え方
本市は、これからの景観形成についてまちづくりの視点を重視します。「市民とともに、 地域の活

性化等を目的として、 景観をいかし、 まもり ・ つくる取り組み」を「景観まちづくり」と呼び、その推進

を図ります。

町並み景観を育てる専門家の研修活動 河川景観を育む人々の共同作業

農業の景観を楽しむ体験活動 景観に関する地元まちづくり会議の開催

景観を支える

地域文化の継承

景観をいかした

地域の活性化

景観を支える

環境の保全

・

伝統と躍動の
文化都市

景観を守り育む

人々の定住

地
域
の
皆
さ
ん
で
、
仲
間
と
一
緒
に
、
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観
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ち
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く
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に
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り
組
み
ま
し
ょ
う

例えば）

【計画の目的】

※計画の全文については、八女市ホームページをご覧ください。
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【景観をいかす仕組み】
　　●市民との協働　●専門家との連携

【景観をまもり、つくる仕組み】
　　●建築・開発行為の景観誘導
　　●屋外広告物の景観誘導
　　●景観上重要な緑の保全
　　●景観上重要な建造物の保存活用　
　　●景観上重要な道路や河川等の景観整備
　　●景観上重要な農業景観の保全整備

【八女文化的景観とは】
「八女らしい景観＝人々の暮らしにより
支えられてきた地域固有の景観資源で構
成され、八女の自然、歴史、文化、生活
など、八女らしさを語る上で欠くことの
できない景観」を指すものです。

八女文化的景観のイメージ

多彩な八女文化的景観

全域に関する景観まちづくり

八女文化的景観をいかす景観まちづくり

あの建物や樹木を守りたい！

景観に配慮して欲しいね！きれいな通りにならないかな？

美しい棚田を守ろうよ！

皆さん！
一緒に取り組みましょう！

皆さんの思いが
原動力です。

２景観まちづくりの進め方
景観まちづくりは、伝統と躍動の文

化都市として誇れる景観の形成を目指

すものであり、その実現に向けて「全

域に関する景観まちづくり」と「八女文

化的景観をいかす景観まちづくり」の両

輪で推進します。

４八女文化的景観地区
本市は、八女文化的景観をいかす景観まちづくりを推進する仕組みとして、「八女文化的景観地区」

の指定制度を創設しました。

八女文化的景観地区に対しては、積極的な法制度や事業等の導入を目指すとともに、その情報発

信によって、他の八女文化的景観をいかす取り組みを刺激し、新たな地区指定につなげます。

【景観をいかす仕組み】
　　●市民との協働　●専門家との連携

【景観をまもり、つくる仕組み】

　　●建築・開発行為の景観誘導
　　●屋外広告物の景観誘導
　　●景観上重要な緑の保全
　　●景観上重要な建造物の保存活用　
　　●景観上重要な道路や河川等の景観整備
　　●景観上重要な農業景観の保全整備

あの建物や樹木を守りたい！

景観に配慮して欲しいね！きれいな通りにならないかな？

美しい棚田を守ろうよ！

八女の美しい景観を
みんなで育てましょう！

皆さんの思いが
景観まちづくりの
原動力です。

３景観まちづくりを推進する仕組み
景観まちづくりの推進に向けて、景観法などの制度を活用し、「景観をいかす仕組み」と「景観を

まもり ・ つくる仕組み」を用意し、ハードとソフトの両面からその推進を図ります。

５

６
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山あいの景観保全・創出

八女丘陵の景観保全・創出

八女扇状地の景観保全・創出

矢部川・星野川水系の
景観保全・創出

広域的な道路景観
の保全・創出

花宗堰

　　　　　山あい

　　　　　八女丘陵

　　　　　八女扇状地

矢部川・星野川

広域的な道路

主な眺望

５全域に関する景観まちづくり
「全域に関する景観まちづくり」では、広域的な「山あい」・「八女丘陵」・「八女扇状地」・「矢部

川・星野川水系」・「広域的な道路」についての景観特性を地域の活性化等にいかすために、まもり・

つくる具体的な推進施策として「景観形成基準・環境色彩基準・届出対象行為（Ｐ６～８参照）」、「景

観重要建造物・樹木の指定方針」「景観重要公共施設（道路や河川など）の整備に関する事項」を

定めました。
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①北川内の歴史的市街地

④宮野公園や千間土居のクスノキ群

⑦山ノ井堰 ・中ノ井堰

⑩納又の山村集落

②福島の歴史的市街地

⑤ 「ひ ・ふ ・み ・ よ橋」 等の石橋群

⑧八女丘陵の古墳群

③花宗堰

⑥惣川内廻水路と北田形の農村集落

⑨飯塚の山村集落

⑫八女中央大茶園⑪飛形山の見える三河 ・八幡の田園地帯

【典型的な八女文化的景観の提案】

①

② ③

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

⑫

⑪ ④

６八女文化的景観をいかす景観まちづくり
本計画では、典型的な八女文化的景観として下記の 12 の

景観をその候補として提案しました。この典型的な八女文化

的景観を中心に、地元の意向を踏まえつつ「八女文化的景観

地区」の先行指定に取り組むなど、八女文化的景観をいかす

景観まちづくりの推進を目指します。
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山あい、八女丘陵、八女扇状地の範囲

 

山あい

八女丘陵

八女扇状地①
②

③
④

⑤

⑭

⑥
⑦

⑧

⑨

⑩
⑪

⑬

⑫

＜範囲の境界とした道路＞
　①国道　442号バイパス
　②2級市道　亀甲今福線
　③1級市道　吉田岩崎蒲原線
　④1級市道　吉田本線
　⑤1級市道　本忠見線
　⑥市道　忠見99号線
　⑦市道　忠見92号線
　⑧国道　442号
　⑨2級市道　山内南北線
　⑩市道　矢部線

⑪市道　柳島線
⑫1級市道　八女立花線
⑬2級市道　忠見四号線
⑭市道　忠見107号線

山あい 八女丘陵 八女扇状地

建築物・

工作物

配置 周辺への配慮 □周囲の自然環境や景観特性、地形に十分配慮した配置とする。 □�丘陵や背景の山々の稜線に配慮し、緩やかに起伏する地

形に馴染む配置とする。

□集落で古くから親しまれてきた社寺や社寺林等に配慮した配

　置とする。

□歴史的まちなみや建造物をいかしたまちづくりが進められて

　いる市街地においては、地区の特性に沿ったまちなみに配慮

　した配置とする。

形態意匠 周辺との調和 □周囲の自然環境や周辺集落の伝統的な形態・意匠と調和させ

　る。

□�周囲の里山や周辺集落の伝統的な形態・意匠と調和させ

る。

□周囲の景観と調和するよう、形態・意匠を工夫する。

□歴史的まちなみや建造物をいかしたまちづくりが進められて

　いる市街地においては、地区の特性に沿ったまちなみに配慮

　した形態・意匠とする。

□商店街や公共施設周辺など人が集まる場所では景観上重要な

　建造物、樹木等への見通しに配慮し、周辺の建物や公共空間

　のデザインとの調和を図る。

壁面の分節 □建築物は、大規模で長大な壁面となることは避け、可能な限り分　�節化する。

設備類 □道路や公園等の公共空間に接している面では、設備類を露出させ　�ない。

色彩 □周囲の自然景観と調和する色彩とし、茶系の色彩ならびに無彩色　�を推奨する。上記以外とする場合には、環境色彩基準（Ｐ 8 参照）に従う。

外構・

緑化等

敷地の緑化・修景 □自然の植生に配慮した緑化に努めるとともに、敷地境界部では、　�できるだけ多くの樹木による植栽を施す。

大規模工作物の修景 □鉄塔等の大規模工作物の基壇部周囲あるいは敷地境界については　�緑化による修景を施す。

開発行為等 周辺環境 □自然環境、植生、貴重な動植物の生態系に配慮する。

造成、切土・盛土 □既存の地形を活かした造成に努め、切土・盛土は最小限に抑える。

既存樹木、樹林等の保全 □景観上良好なものは可能な限り維持保全する。

屋外照明等 照度の抑制 □照明は必要最小限の明るさとする。

点灯照明 □点滅照明は、設置しない。

照明器具 □派手な照明器具は設置しない。

眺望 □上記について、眺望点からの景観を阻害しないよう配慮する。

■建築・開発行為の基準の範囲

■景観形成基準

７全域に関する建築・開発行為の景観誘導

※詳しい図面を、市役所都市計画課の窓口に

　ご用意しています。
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山あい 八女丘陵 八女扇状地

建築物・

工作物

配置 周辺への配慮 □周囲の自然環境や景観特性、地形に十分配慮した配置とする。 □�丘陵や背景の山々の稜線に配慮し、緩やかに起伏する地

形に馴染む配置とする。

□集落で古くから親しまれてきた社寺や社寺林等に配慮した配

　置とする。

□歴史的まちなみや建造物をいかしたまちづくりが進められて

　いる市街地においては、地区の特性に沿ったまちなみに配慮

　した配置とする。

形態意匠 周辺との調和 □周囲の自然環境や周辺集落の伝統的な形態・意匠と調和させ

　る。

□�周囲の里山や周辺集落の伝統的な形態・意匠と調和させ

る。

□周囲の景観と調和するよう、形態・意匠を工夫する。

□歴史的まちなみや建造物をいかしたまちづくりが進められて

　いる市街地においては、地区の特性に沿ったまちなみに配慮

　した形態・意匠とする。

□商店街や公共施設周辺など人が集まる場所では景観上重要な

　建造物、樹木等への見通しに配慮し、周辺の建物や公共空間

　のデザインとの調和を図る。

壁面の分節 □建築物は、大規模で長大な壁面となることは避け、可能な限り分　�節化する。

設備類 □道路や公園等の公共空間に接している面では、設備類を露出させ　�ない。

色彩 □周囲の自然景観と調和する色彩とし、茶系の色彩ならびに無彩色　�を推奨する。上記以外とする場合には、環境色彩基準（Ｐ 8 参照）に従う。

外構・

緑化等

敷地の緑化・修景 □自然の植生に配慮した緑化に努めるとともに、敷地境界部では、　�できるだけ多くの樹木による植栽を施す。

大規模工作物の修景 □鉄塔等の大規模工作物の基壇部周囲あるいは敷地境界については　�緑化による修景を施す。

開発行為等 周辺環境 □自然環境、植生、貴重な動植物の生態系に配慮する。

造成、切土・盛土 □既存の地形を活かした造成に努め、切土・盛土は最小限に抑える。

既存樹木、樹林等の保全 □景観上良好なものは可能な限り維持保全する。

屋外照明等 照度の抑制 □照明は必要最小限の明るさとする。

点灯照明 □点滅照明は、設置しない。

照明器具 □派手な照明器具は設置しない。

眺望 □上記について、眺望点からの景観を阻害しないよう配慮する。

対象行為 対象規模

（１）建築物の建築等

　建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更

することになる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・延床面積 1,000 ㎡以上（店舗等は 500 ㎡以上）又は高

さ 10 ｍ以上

（外観を変更することになる修繕、模様替、色彩変更につい

ては、上記規模以上で外観変更に係る見付面積の合計が全

体見付面積の 2 分の 1 以上のもの）

（２）工作物の建設等

　工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更

することになる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

・煙突、コンクリート柱、鉄柱、高架水槽、装飾塔、記念塔等：

高さ 10 ｍ以上

・製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫等

　：高さ 10 ｍ以上

（外観を変更することになる修繕、模様替、色彩変更につい

ては、上記規模以上で外観変更に係る見付面積の合計が全

体見付面積の 2 分の１以上のもの）

（３）開発行為

　都市計画法に基づく開発行為

・区域面積 3,000 ㎡以上

（4）土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土

地の形質の変更

・区域面積 3,000 ㎡以上

・森林開発は 0.6 ｈａ以上

・高さ 5 ｍ以上の擁壁

（５）土石、その他の物品の堆積等 ・高さ 5 ｍ以上の堆積

（６）屋外照明

　夜間において一定の期間継続して行う照明

・延床面積 1,000 ㎡以上（店舗等は 500 ㎡以上）又は高

さ 10 ｍ以上の外観について行うもの

■届出対象行為（景観法第 16 条第 1項 1号～ 4号）

全域の良好な景観形成のために、以下に該当する行為を行う場合は市に届け出る必要があります。
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景観形成基準に対する適合性の審査

適合 不適合

審　　査

事前相談

勧    告

公　表

計画の修正 変更命令

届　　出
（工事着工の30日前）

罰　則計画の修正適 合 通 知

行為に着手

行為の計画

景観審議会
の意見聴取

他法令による許認可を受ける
前に出来る限り事前相談を行
ってください

国の機関又は地方公共団体が
行う行為については届出では
なく通知となります

※建築物の建築等、工作物の建設
　等にかかる形態意匠のみ

景観計画に定める景観形成基
準に適合しているかどうかを
審査します

◆届出の手続きの流れ

■環境色彩基準

　　　　　　建築物に関する環境色彩基準　　　※日本工業規格（JIS) に採用されているマンセル表色系による。）

部位 色相 明度 彩度

山あい

外壁基調色

7.5YR ～ 2.5Y 7.5 以下 4.0 以下

無彩色（N） 7.5 以下

上記以外の色相 7.5 以下 2.0 以下

屋根色

2.5GY ～ 7.5BG 7.5 以下 4.0 以下

無彩色（N） 7.5 以下

上記以外の色相 5.0 以下 2.0 以下

八女丘陵　・

　　八女扇状地

外壁基調色
有彩色 - 4.0 以下

無彩色（N） -

屋根色
有彩色 7.5 以下 4.0 以下

無彩色（N） 7.5 以下

���　　　���※外壁各面の 4/5 は、基調色に適合した色彩とする。

　　　　　　工作物に関する環境色彩基準　　　　　　※日本工業規格（JIS) に採用されているマンセル表色系による。）

色相 明度 彩度

山あい 全て 7.5 以下 4.0 以下

八女丘陵　・　八女扇状地 全て - 4.0 以下

所在地：〒 834-8585 福岡県八女市本町 647

電　話：0943-24-8164　FAX：0943-22-2186

■建築・開発行為に関する届出の手続きの流れと図書

行為 図書の種類

建築物等
の建築等
又は工作
物の建設
等

建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を
表示する図面（縮尺 1/2500 以上）

当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

当該敷地内における建築物又は工作物の位置及び外構緑化計
画を表示する図面（縮尺 1/100 以上）

建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面図
（マンセル値を表示すること。縮尺 1/50 以上）

矢部川流域景観計画において定められる重要景観の視点場か
らの写真及び行為後のモンタージュ又はコンピュータグラ
フィック（※注）

開発行為、
土地の形
質の変更、
木竹の植
栽・伐採、
物件の堆
積又は水
面の埋立
て

当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の
周辺の状況を示す図面（縮尺 1/2500 以上）

当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す
写真

設計図又は施行方法を明らかにする図面（縮尺 1/100 以上）

矢部川流域景観計画において定められる重要景観の視点場か
らの写真及び行為後のモンタージュ又はコンピュータグラ
フィック（※注）

外観につ
いて行う
照明

建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を
表示する図面（縮尺 1/2500 以上）

当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面
（縮尺 1/100 以上）

建築物又は工作物の外観照明を設置する面の立面図（照射位
置、照射方法、照明の種類を表示すること

（縮尺 1/50 以上）

矢部川流域景観計画において定められる重要景観の視点場か
らの写真及び行為後のモンタージュ又はコンピュータグラ
フィック（※注）

（※注）矢部川流域景観計画区域のみ。

◆図書 ：別表第１ （第４条関係）

【問合せ先】

八女市 企画部 定住対策課 町並み景観係

※景観法に基づき最高で懲役１年
　以下又は50万円以下の罰金




