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第 3章　良好な景観の形成に関する方針

　本村は、広々として豊かさを感じる田園、雄大で四季折々に美しい山々、落ち着きや安らぎをもた

らす樹林や草木、各地に湧き出す清らかな湧水や人々に親しまれている河川など、豊かな自然に恵ま

れています。また、旧街道の集落のたたずまいや古
いにしえ

の時代から続く各地の寺社、農業を支えてきた用

水路などの歴史的、文化的資産は私たちの心のよりどころとなっています。

　これらの自然・歴史・文化は個々の景観としてばかりでなく、いくつも重なり合い、美しい景観を

織り成しています。そして村の住みよさの基となり、子どもたちを始め、見る人の豊かな心を育んで

います。

　景観は全ての村民、また訪れた人たちにとって共通の大切な財産であり、良好な景観を形成してい

くためには、保全だけでなく、新たな景観を創出していくことも重要です。

　私たちは、村の美しい景観を村民・事業者・行政の協働によって守り、また、新たな景観を創出す

ることで育て、将来にわたり多くの人が享受できるよう、以下の基本理念を掲げ景観形成に取り組ん

でいきます。

◆景観計画における表記について

　「景観を守り育てる取り組みは「景観形成」と表現されることが一般的ですが、長野県では、皆

で育むことを重視する意味から「景観育成」という言葉を用いています。」( 長野県ホームページ

から ) 以上のことを踏まえ、村では景観に対する取り組みについて ｢保全｣、｢育成｣、｢創出｣、｢

活用｣ を含めて「形成｣ と表記することとします。ただし、第 3章の景観形成方針については、

必要に応じ、それぞれの内容に合わせて、個々の表記を用いることとしました。

1. 景観形成の基本理念
　　　～南箕輪村の良好な景観の形成に向けて～

景 観 形 成 の 基 本 理 念
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地域内の区分 景観の特徴 景観の課題

山
地 飛地

•	経ヶ岳を代表とする村西部の山地は、村
内の随所から眺望できる視対象として、
村民に馴染み深い景観となっている。ま
た、身近な山地として訪れる人も多く、
東西の山並みを含めた村全域を見渡せる
視点場として知られている。
•	県の治山事業や村の事業により間伐、山
腹工事など、森林整備が行われている。

•	かつては里山として親しま
れていたが、現在は森林整
備が行き届かない部分も多
く、特に山すその農地との
境界線付近は荒れている印
象を受ける。

森
林

大芝高原

•	豊かな緑に囲まれ、心休まる空間が広が
る典型的な囲

いにょう

繞景観で、住民からも重要
な景観資源として上位に位置づけられて
いる。
•	平地部に大きく広がる貴重な森林で、外
観は豊かな自然を印象づけている。

•	自然環境の保全と自然との
ふれあいの場として、魅力
向上と機能充実を図るため
の整備継続が望まれる。

信州大学農学部周辺

•	ユリノキ並木、桜並木などの樹林は、四
季折々の表情で、私たちを迎えてくれる。
特にユリノキ並木は村の景観十選にも選
ばれ、その壮麗な新緑や黄葉は村民に長
く愛されている。

殿村八幡宮社
しゃそう

叢

•	住宅地に隣接し、古くからシンボル的な
社叢であり、歴史的・文化財としても貴
重な森林で、地域に落ち着きと品格を与
える景観資源である。

•	周辺の宅地化等により緑の
連続性が損なわれている。
•	保全や活用が望まれる。
•	厳かな感じを与える一方
で、うす暗く近づきにくい
との指摘もある。

神子柴白山八幡神社
周辺から田畑神社周
辺

•	段丘部分に広範囲に立地。
•	段丘上段から見ると隣接する農地との調
和が素晴らしい。

•	宅地化等による減少で、緑
の連続性が損なわれてしま
うことが懸念される。
•	保全や活用が望まれる。

2. 地域区分（面）の方針

景観の特徴と課題

	○ 自然の豊かさや心地良さを感じ、癒される
	○ 緑に囲まれた文教施設
	○ 鎮守の森を中心とした里山
	○ 四季折々の美しさ

アンケートやワークショップでの指摘
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景観形成の方針

景観形成の目標

方針実現のために

山地

村のシンボルとして愛される経ヶ岳をはじめとした西山の眺望を、将来にわたり

村民全員が享受できるよう、山地の景観を形成します。

森林　

生活に潤いを与える身近な自然であり、眺望の背景や前景となる森林景観を形成

するとともに、自然にふれあえる森林づくりにより、内側からの景観の魅力をさ

らに向上させます。

村民・事業者・
行政など景観
にかかわる全
ての人が協力
して取り組む

	○ 建造物の建設や土地の形質の変更などの際には、樹林の伐採は極力少なくと
どめ、緑化等により周辺の自然景観と調和するよう、良好な山地・森林景観
の保全・育成を図ります。
	○ 山地は、景観上の重要性と森林の持つ多様な機能を認識し、森林整備計画お
よび森林整備事業計画に基づく整備と連携し、林業の振興と併せた保全・育
成を図ります。
	○ アルプスや伊那谷を望める地形的特徴を生かし、山地にビューポイントを整
備するなど、良好な眺望点の創出を推進します。

行政が主体的
に取り組む

	○ 森林は広域的な観点からみた圏域の魅力を向上させるため、多様なニーズに
対応した景観と自然環境の維持・向上を図ります。
	○ 大芝高原は、村民をはじめ多くの人々の憩いとふれあいの場として自然観察
体験や学習、スポーツ・レクリエーションなどさらなる活用ができるよう整
備します。
	○ 緑地と住宅地、工業地、農地、商業地の混在を防止するため、都市計画マスター
プランと連携した計画的な土地利用を図ります。

コ ムラ

【信州大芝高原みんなの森】

　大芝高原の南側にあるみんなの森の散策路は、森林セ

ラピー実行委員会よりセラピーロードとして認定を受け

ています。平日 ･ 休日を問わず、多くの人がセラピーロー

ドを楽しんでいます。
大芝高原のセラピーロード
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地域内の区分 景観の特徴 景観の課題

西天竜幹線水路
（西天）周辺

•	西天の東側は村民から「美田」「黄
金の波」と表現される美しい水田
地帯が広がり、中景の住宅地や背
景の山並みと調和して豊かな田園
景観を形成している。
•	西天の西側は主に畑・果樹園が広
がり、季節ごとの旬の作物が特色
ある景観を形成している。

•	水田地帯では水稲作が主体だが転
作作物も多様となっているため、
まとまりのある水田が減少してい
る箇所もある。

伊那西部広域農道西側
（南原区）

•	西から東へと緩やかに下る傾斜面
に牧草地帯が続き、東西の山並み
と相まって、壮大な景観を構成し
ている。
•	経ヶ岳を中心とした中央アルプス
や南アルプスなどの山岳眺望、天
竜川・支流が形成した段丘や扇状
地を一望できる一級の視点場であ
る。
•	隣接する伊那市の段丘林や山林に
囲まれ、優良な農地景観を形成し
ている。

•	農地の中にデザインや規模など独
自性の強い建物等が点在し、地域
の統一感が感じられない。

天竜川東
•	天竜川東側に広がる沖積地の水田
地帯で、隣接する伊那市の田園地
帯に連続している。

地域全体
•	農地の耕作放棄が懸念される。

景観の特徴と課題

	○ 広々としている

	○ 耕作放棄地が課題

	○ 眺めのよさ、パノラマ

	○ 実りの豊かさを感じる

	○ 牧草地帯は広大さを感じる

	○ 心地良さ、安心感、癒しを感じる

アンケートやワークショップでの指摘
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※ 1　平成 18 年 11 月に「南箕輪村水田作業受託協業組合」から事業を引き継ぎ、「南箕輪村まっくんファーム」
として立ち上げられた。平成 23年 4月に「農業組合法人まっくんファーム」として設立。主に村内農地の
作業受託を行い、水稲、大麦、大豆、そばを中心に生産している。

景観形成の方針

景観形成の目標

見る人の心に残る眺望や広々とした農地と落ち着きのある集落を、村の誇れる田園景

観として一体的に形成します。

方針実現のために

【横井戸】

　　南箕輪村は扇状地の上に立地しているため、古来より水の確保が大変重要な課題で

した。扇状地の段丘崖の下には伏流水が湧水となっ

て湧き出しているところもありますが、水を確保

するために横井戸が多く掘られました。また、扇

央部にあたる西天竜幹線水路の上や下にも横井戸

が掘られ、現在も確認することができます。

　「南箕輪村自然環境調査報告書」に詳しく書かれ

ていますが、村の中では現在 20 基ほどの横井戸

が残っています。

コ ムラ

村内に残る横井戸跡（樹木の付近）

村民・事業者・
行政など景観
にかかわる全
ての人が協力
して取り組む

	○ 建造物の建設や土地の形質の変更などの際には、緑化など周辺の田園景観と
の調和に努め、良好な田園景観の保全・育成を図ります。
	○ 農業振興地域計画と連携し、優良な眺望景観を形成している農地は無秩序な
転用を避けるよう努め、田園景観と周辺景観が調和する計画的な土地利用を
図ります。
	○ 集落内の歴史文化を伝える家並みや景観資源、農地と一体的な農村集落の景
観の保全・育成を図ります。
	○ 緑の基本計画と連携した村内の緑化を推進します。特に農地から望見される
住宅などの建物のまわりにおける植栽や鉢植えなどによる緑化を図ります。

行政が主体的
に取り組む

	○ 計画的な住宅地開発の誘導に努め、新たに住宅地開発が見込まれる地域など
を中心に、住民協定などによる自主的な景観保全・整備の取組みを促進します。
	○ 農地の荒廃防止と農業振興を図るため、景観的に優れた作物の導入やまっく
んファーム※1 など様々な施策と連携します。
	○ 見晴らしの良い水田地帯へのビューポイントの設置や農村公園の活用などに
より、村民の健康づくりや憩いの場を整備します。
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地域内の区分 景観の特徴 景観の課題

天竜川段丘突端部周辺

•	西側から緩やかに傾斜する農地に
連続して住宅地が広がり、東側を
段丘林や社叢で区切られた一体感
のある住居地景観を形成しており、
村の活力を感じさせる景観となっ
ている。
•	古くからの集落では、農地と調和
した閑静なたたずまいが見られる。

•	独自性の強いデザインや形式を採
用する新たな住宅が増加し、住居
景観としての調和が困難になって
いる。

天竜川段丘下

•	国道１５３号や旧街道沿いに集落
が形成され、周辺は商業地として
も利用されており、複合的な景観
となっている。

•	住宅や集合住宅、商工業など土地
利用の混在で統一感のない景観と
なっている。

大泉旧春日街道周辺

•	南端の大和泉神社から旧街道に
沿って、余裕のある敷地に緑豊か
な、歴史を感じさせる落ち着いた
家並みが続いている。
•	見事な屋敷林や庭木を配している
住宅がある。

伊那西部広域農道東側
（南原区・沢尻区）

•	南原地域は景観育成住民協定が締
結され、周囲と調和した閑静な住
居地景観となっている。
•	沢尻地域は、集合住宅も多く、変
化に富んだ景観となっている。
•	恩徳寺周辺は、起伏の激しい地形
上に水田と集落が一体感のある景
観を形成している。
•	農地と段丘林によって、緑地の連
続性を感じられる箇所がある。

•	集合住宅と一般住宅との景観的な
バランスが困難となっている。

景観の特徴と課題

アンケートやワークショップでの指摘

	○ 周辺と不調和な建物があるため、周辺との調和のルールがあると良い

	○ 緑化を促進するルールがあると良い

	○ 歴史を感じる（社寺近くや街道沿い）

	○ 新しく発展している場所もある（住宅が増えている）

	○ 緑が豊か

	○ 眺めが良い（特に山岳眺望）

	○ 田園の中にある
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景観形成の方針

景観形成の目標

方針実現のために

穏やかなたたずまいの家並みと、緑豊かで潤いのある住居地景観を形成します。

村民・事業者・
行政など景観
にかかわる全
ての人が協力
して取り組む

	○ 建造物の建設や土地の形質の変更などの際には、周辺の住宅地の景観や自然

景観、田園景観との調和に努め、良好な住宅地の景観の保全・育成を図ります。

	○ 田園地域と接する外縁部は、建造物周辺への植栽や鉢植えなどで緑化し、田

園景観との調和を図ります。

	○ 緑の基本計画と連携し、平地林や段丘林、公園、街路樹などの活用や植栽や

鉢植えなどの緑化によって緑地に連続性を持たせるなど、周辺環境と調和し

た潤いのある住宅地の景観の保全・育成を図ります。

	○ 伝統や歴史・文化を伝える建造物の保全に努め、周辺ではその風情を生かし

た家並みの形成を図ります。

	○ 周辺に潤いを与える優良な樹林地や生垣などは、地権者の協力を得ながら保

全・育成に努めます。

	○ 住民協定地区では協定事項を尊重し良好な景観形成に努めます。

	○ 空き家などは再利用を考慮に入れ適切な管理に努めます。

	○ 各地に残る湧水を貴重な景観資源として、保全 ･活用に努めます。

行政が主体的
に取り組む

	○ 緑地と住宅地、工業地、農地、商業地の混在を防止するため都市計画マスター

プランと連携した計画的な土地利用を図ります。

	○ 新たに開発が見込まれる地域などを中心に、住民協定などによる自主的な景

観保全・整備の取組みを促進します

	○ 公共施設が集積する区域は、公共施設のデザインの工夫や緑化を行い、魅力

的な景観を形成します。
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地域内の区分 景観の特徴 景観の課題

北殿工業団地周辺

•	段丘林と天竜川に挟まれた空間の
中をＪＲが南北に縦断し、新しい
住宅地や工業地等が混在する地域。
•	限られた空間に、雄大な河川や厚
みのある段丘林、主要な交通路が
通り、変化に富んだ景観を呈して
いる。

•	土地利用の混在で、統一感のない
景観となっている場所がある。

北原工業団地および
その周辺

•	農地や自然豊かな森林に囲まれ、
落ち着いた景観の工業地域となっ
ている。

•	業務用の建物は、規模が大きく標
高の高い位置にあり、遠方からも
視認できるため、配慮が必要とな
る。

アクセス道路周辺

•	一般住宅、商業施設、工業施設な
ど様々な建築物が連続し、複雑な
景観を形成している。

•	隣接する伊那市とは土地利用も異
なり、相互に違和感のある景観と
なっている。
•	商業施設や屋外広告物のデザイン
に統一感がない。
•	都市計画の用途に合わせた土地利
用を図りながら、景観を調和させ
ることが重要となる。

景観の特徴と課題

アンケートやワークショップでの指摘
	○ 周辺と不調和な建物があるため、周辺との調和のルールがあると良い

	○ 緑化を促進するルールがあると良い

	○ 元気さや発展を感じる

	○ 自然と調和している場所もある
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【エドヒガン桜】

　樹齢 260 年を超えるエドヒガンの古木で南箕輪村の天然記念物に指定されています。北殿

区の旧伊那街道沿いに生育し、根元には庚申塔があります。言い伝えによると、元文5年（1740

年）の庚申塔建立の際に記念植樹されたと伝えられています。

　毎年4月中旬～下旬にかけて淡白紅色の花を咲かせ、みんなの目を楽しませてくれています。

景観形成の方針

景観形成の目標

方針実現のために

賑
にぎ

わいと活力が感じられ、周辺の建物や緑に調和した、整いのある美しいまち並みを

形成します。

エドヒガン桜と庚申塔 咲き誇るエドヒガン桜

コ ムラ

村民・事業者・
行政など景観
にかかわる全
ての人が協力
して取り組む

	○ 建造物の建設や土地の形質の変更などの際には、周辺の景観との調和に努め、
行為が大規模となる場合は特に配慮を行い、良好なまち並み景観の保全・育
成を図ります。
	○ 緑の基本計画と連携し、事業者の協力のもと、周辺の樹林や河川の緑地の活
用や、植栽・鉢植えなどで緑化を推進し、周辺の景観との調和に努めます。
	○ 中央自動車道伊那インターチェンジ周辺は、村の第一印象となる重要な地域
として、落着きのある業務地景観や、賑

にぎ

わい、品格、おもてなしを感じられ
る景観を形成するよう努めます。
	○ 空き家や空き店舗などは必要に応じて撤去するなど適切な管理に努めます。

行政が主体的
に取り組む

	○ 都市計画マスタープランと連携し、立地環境にふさわしい土地利用や建物用
途を適正化するために計画的な土地利用を図り、落ち着きのあるまち並み景
観の保全・育成を推進します。
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地域内の区分 景観の特徴 景観の課題

天竜川
•	限定された空間を、大きな幅で南北に
縦断し、景観的な要素としての規模は
大きい。

•	堤防が高く、堤防上の道路は管理
道路のため、河川景観としては馴
染が薄い。

大泉川

•	経ヶ岳に源を発する大泉川上流部は森
林地域の中を緩やかに流れ、自然豊か
な清流としての景観を形成している。
•	中流部は、農地と一体となった田園景
観のアクセントとして、下流部は住居
地域に潤いを与え、ほたるなどの風物
詩や自然を感じる景観となっている。

•	中流部の田園地域を流れる部分で
は、アレチウリ等が繁茂している。

3. 地域区分（軸）の方針

景観の特徴と課題

アンケートやワークショップでの指摘

	○ ほたるなど風物詩や自然を感じられる

	○ 桜並木などが美しい

地域内の区分 景観の特徴 景観の課題

全体

•	厚みのある緑の帯であり、上段か
らは遠くの南アルプスの山並みを
借景として、手前の田園と住居地
景観を際立たせる囲いとなってい
る。
•	段丘中腹や下段では、わさびが栽
培されているなど豊富な湧水があ
り、周辺は清らかな水辺景観が醸
成されている。

•	上段部では、一部に伐採が見られ、
景観を際立たせる囲いとしての機
能を失いつつある。
•	中腹部に宅地等が開発される懸念
がある。
•	私有の段丘林は、宅地化等による
減少で、緑の連続性が損なわれて
しまうことが懸念される。
•	保全や活用が望まれる。

景観の特徴と課題

アンケートやワークショップでの指摘
	○ 地域の特徴的な景観となっている

	○ 集落などとの調和が良い

	○ 夕日を背にしたシルエットが良い
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景観形成の方針

景観形成の目標

方針実現のために

自然の豊かさや風情を感じられ、みんなの憩いの場となるような河川の景観を

形成します。

景観形成の方針

景観形成の目標

方針実現のために

「伊那谷」の特徴的な景観として、潤いと連続性のある段丘林の景観を形成します。

村民・事業者・
行政など景観
にかかわる全
ての人が協力
して取り組む

	○ 建造物の建設や土地の形質の変更などの際には、河川空間の見通しや潤いに
配慮し、良好な河川景観の保全・育成を図ります。
	○ 堤防やその周辺では花や樹木などで緑化を行い、潤いや楽しさを感じる景観
の形成に努めます。

行政が主体的
に取り組む

	○ 橋梁の整備、河川の改修などにあたっては、水辺の環境の保全とともに機能
性にも配慮した上で、周囲の景観に調和した統一的なデザインや色彩により
良好な河川景観を形成します。
	○ 河川沿いの公園や散策道などは、水辺への親しみを感じ、川遊びや憩いの場
となるよう整備します。

村民・事業者・
行政など景観
にかかわる全
ての人が協力
して取り組む

	○ 建造物の建設や土地の形質の変更などの際には緑化を行うなど、段丘林の連
続性の保全や周辺の樹林との調和に努め、美しい段丘林の保全・育成を図り
ます。
	○ 段丘崖に点在する湧水と、その周辺のわさび畑や水路などのたたずまいの保
全に努めます。

行政が主体的
に取り組む

	○ 地権者の協力を得ながら、適切な維持・管理に努めます。
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地域内の区分 景観の特徴 景観の課題

眺
望
型

国道 361 号
【両側 100 ｍ】

•	長野県屋外広告物禁止区域（両側 100m）
に指定され、無秩序な広告物の乱立を防
いでいる。またガイドラインにより自家
用広告物の統一化が図られている。
•	西と東の標高差が大きく、山あいから一
気に開放空間へとつながる道路で、その
眺望には多くの人が感嘆する。

•	標高差により、遠くからで
も道路周辺の建物が望見で
きるため、広い範囲での配
慮が必要。

春日街道
【両側 30ｍ】
( 主要地方道伊那箕輪
線 )

•	南北に延びる広大な田園地域を縦断し、
田園から住居地域と山並みを一望できる
良好な視点場が連続する。
•	上伊那農業高校グラウンド東側は桜をは
じめとする四季折々の花が美しい。

•	眺望をさえぎる建築物が道
路沿いに増加する傾向にあ
る。

伊那西部広域農道
【両側 30ｍ】
( 村道 2230・3134・
3020 号線 )

•	高台を南北に縦断する道路から眺める南
アルプスは、手前の景色が農地や住宅地、
森林などが連続して変化する景観となっ
ている。

•	沿道の一部では、周囲と調
和していない建築物や屋外
広告物がある。

村道田畑大芝線
【両側 30ｍ】
( 村道 6号線 )

•	東からは経ヶ岳、西から南アルプスがほ
ぼ正面の視界に入る絶好のビューポイン
トであり、一部の無電線区間では道沿い
の農地や樹木と一体となった広大な景観
となっている。
•	沿道に花の植栽がされ、季節ごとの表情
を楽しめる。（南箕輪村花いっぱい推進協
議会）

•	住居地域では、商業施設や
住宅が混在しているため、
やや雑然とした印象を受け
る。

ま
ち
並
み
型

国道 153 号バイパス
【両側 30ｍ】

•	水田と低層の建築物で構成され、道路幅
員も広く、ゆったりとした景観を形成し
ている。

•	新たな住宅建築や大規模な
開発による景観への影響が
懸念される。

国道 153 号
【両側 30ｍ】

•	家並みや生垣、石垣などが道路に近接し、
視界に入るのは限定的な空間であるが、
そこはかとない旧街道の趣を残し、温か
く親しみ深い景観が連続している。
•	旧街道の名残、商業施設や住宅地など多
様な景観となっている。

•	利用されていない店舗や統
一感のない屋外広告物など
で、雑多な印象を受ける。
•	バイパスの延伸に伴う空洞
化が心配される。

眺
望
・
ま
ち
並
み
型

アクセス道路
【両側 30ｍ】
( 主要地方道伊那イン
ター線、一般県道伊那
インター西箕輪線 )

•	インターチェンジを出て東に向かうと、
ほぼ正面に南アルプスの雄大な姿を眺望
することができる。

•	伊那地域の道の玄関口とし
て、来訪者にとって第一印
象となる重要地域としてど
のように位置づけるか検討
が必要。

県道吹上北殿線
【両側 30ｍ】

•	新しい住宅が多く、整然とした印象を受
ける。
•	道路沿いは緑化に配慮された住宅等も多
く、村民にニュータウンと表現される新
しさが感じられる。

•	周辺の田園との調和に配慮
が必要。
•	今後も住宅等の建築増加を
考慮したルール作りが必
要。

旧
街
道
型

旧春日街道
【大泉区　両側30ｍ】
(村道3058号線 )

•	古くからの木造建築物が残るなど旧街道
の趣が感じられる。

•	長い年月を経て、補修が必
要と思われる建築物も出て
きている。

景観の特徴と課題
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【伊那街道の名残】

　伊那谷を縦貫している大きな道として伊那街道があります。初め大泉の集落を通る「春日

街道」がそれでしたが、慶安 2 年（1649 年）に

段丘下へ道が移され、北殿宿ができました。

　人の行き来はもちろん、物資を流通させる道と

して賑わいました。中でも中馬の往来は大変なも

のでした。

　その当時（江戸時代）の名残として久保～木下（箕

輪町）間、北殿の「明和坂」、神子柴～御園（伊那

市）間に往時をしのばせる景観が残されています。

	○ 栄えてほしい（アクセス道路）
	○ アクセス道路からながめる仙丈ケ岳をはじめとする南アルプス連峰がすばらしい
	○ 花街道（伊那西部広域農道）が良い
	○ 大芝高原へ上がっていくときの道が良い

旧伊那街道の名残　久保区　

景観形成の方針

景観形成の目標

方針実現のために

アンケートやワークショップでの指摘

優れた眺望を保全するとともに、美しく魅力的な沿道の景観を形成します。

コ ムラ

村民・事業者・
行政など景観
にかかわる全
ての人が協力
して取り組む

	○ 建造物の建設や土地の形質の変更などの際には、沿道の建造物の連続性や道
路からの眺望を阻害しないよう高さや色彩に配慮し、良好な沿道景観の保全・
育成を図ります。
	○ 複数の地域を通る沿道ではそれぞれの地域に適した景観へ配慮します。
	○ 旧街道沿いは歴史的な風情を感じる家並みの維持・創出に努め、街道との一
体感を大切にした景観を形成します。
	○ アクセス道路は村の玄関口として、また隣接する市町にとっても重要なエリ
アと位置づけ、適正かつ優良な景観を形成します。
	○ 屋外広告物などは「屋外広告物の掲出等の方針」に沿うよう努め、屋外広告
物条例と併せた景観形成に努めます。

行政が主体的
に取り組む

	○ 眺望に優れた区間の電柱や鉄塔は、無電柱化や道路から見えにくい場所に配
置するなど、眺望景観へ配慮します。
	○ 街路樹を整備する場合には、眺望景観に配慮しつつ気候風土に適した樹種を
選定します。
	○ 景観形成に際しては、近隣市町や関係機関と十分協議して進めます。




