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①景観法の改正に基づく三郷市景観計画の改訂について 
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■三郷市景観計画の改訂について 

 

１．改訂の理由 

   地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律に基づき、景観法が平成２３年８月３０日に改正された。 

これにより、同法の条項の整理がされたことに伴い、三郷市景観計画で引用

する同法の規定の条項ずれが発生したため、同計画の改訂が必要となったもの

である。 

 

２．三郷市景観計画の改訂箇所 

   1頁「景観計画の構成」中の「法第８条第２項第２号」を「法第８条第３項」

に、「法第８条第２項第３号」を「法第８条第２項第２号」に、「法第８条第２

項第４号」を「法第８条第２項第３号」に、「法第８条第２項第５号」を「法第

８条第２項第４号」にそれぞれ改める。該当する各章の標題に付した表記につ

いても同様に改める。 

 

   その他、現状と表記の整合性を図るため以下の通り一部文言を見直し修正を

行なう。 

   第 5章１「景観形成の推進体制」中「庁内の関連各課で構成した「景観連絡

調整会議」と連携して取り組みます。」を「必要に応じて庁内の関連各課で構成

される「景観連絡調整会議」を組織し連携して取り組みます。」に改める。 

 第 9章中「公共事業の良好な景観整備を促進するためには誘導基準が有効と

なります。そのため、公共施設景観ガイドラインの作成の検討を行います。」を

「そのため、公共施設景観ガイドラインに基づき、公共事業の良好な景観整備

の促進を図ります。」に、「景観賞の検討」を「景観賞の実施」に改める。 
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景観計画 新旧対照表 

ページ 現行 改訂（案） 備考 

１ ●第３章 景観計画区域における良好な景観の

形成に関する方針（法第8条第2項第2号） 

●第４章 良好な景観の形成のための行為の

制限に関する事項（法第8条第2項第3号） 

●第６章 景観重要建造物及び景観重要樹木

の指定の方針（法第8条第2項第4号） 

●第７章 屋外広告物の表示及び屋外広告物

を掲出する物件の設置に関する行為の制限

に関する事項（法第8条第2項第5号） 

●第８章 景観重要公共施設の整備に関する事項

及び占用許可等の基準（法第8条第2項第5号） 

○第３章 景観計画区域における良好な景観の

形成に関する方針（法第8条第３項） 

○第４章 良好な景観の形成のための行為の

制限に関する事項（法第8条第2項第２号） 

○第６章 景観重要建造物及び景観重要樹木

の指定の方針（法第8条第2項第3号） 

○第７章 屋外広告物の表示及び屋外広告物

を掲出する物件の設置に関する行為の制限

に関する事項（法第8条第2項第4号） 

○第８章 景観重要公共施設の整備に関する事項

及び占用許可等の基準（法第8条第2項第4号） 

条項ずれの

修正 

４ ●第３章 景観計画区域における良好な景観

の形成に関する方針 

（法第8条第2項第2号） 

○第３章 景観計画区域における良好な景観

の形成に関する方針 

（法第8条第3項） 

条項ずれの

修正 

７ ●第4章 良好な景観の形成のための行為の

制限に関する事項 （法第8条第2項第3号） 

○第4章 良好な景観の形成のための行為の

制限に関する事項 （法第8条第2項第2号） 

条項ずれの

修正 

３１ ●景観計画区域については、三郷市「景観担

当係」を窓口とし、庁内の関連各課で構成

した「景観連絡調整会議」と連携して取り

組みます。また、国・埼玉県とは連絡調整、

景観審議会とは諮問・答申、そして景観ア

ドバイザーとは要請・助言等が行える体制

を整えます。 

○景観計画区域については、三郷市「景観

担当係」を窓口とし、必要に応じて庁内の

関連各課で構成される「景観連絡調整会

議」を組織し連携して取り組みます。また、

国・埼玉県とは連絡調整、景観審議会とは

諮問・答申、そして景観アドバイザーとは

要請・助言等が行える体制を整えます。 

文章の見直

し修正 

３５ ●第６章 景観重要建造物及び景観重要樹木

の指定の方針 

（法第8条第2項第4号） 

○第６章 景観重要建造物及び景観重要樹木

の指定の方針 

（法第8条第2項第3号） 

条項ずれの

修正 

３６ ●第７章 屋外広告物の表示及び屋外広告物

を掲出する物件の設置に関する行為の制限

に関する事項（法第8条第2項第5号） 

○第７章 屋外広告物の表示及び屋外広告物

を掲出する物件の設置に関する行為の制限

に関する事項（法第8条第2項第4号） 

条項ずれの

修正 

３７ ●第８章 景観重要公共施設の整備に関する

事項及び占用許可等の基準（法第8条第2項第5

号） 

○第８章 景観重要公共施設の整備に関する

事項及び占用許可等の基準（法第8条第2項第4

号） 

条項ずれの

修正 

３８ ●公共事業は、景観形成において先導的な役

割を果たすことが重要です。公共事業の良

好な景観整備を促進するためには誘導基準

が有効となります。そのため、公共施設景

観ガイドラインの作成の検討を行います。 

●市民等に対する景観まちづくりへの関

心・意識高揚について、支援策の検討を行

います。 

→景観啓発リーフレット類の作成、景観賞の検討、研修会

等の開催 

○公共事業は、景観形成において先導的な役

割を果たすことが重要です。そのため、公

共施設景観ガイドラインに基づき、公共事

業の良好な景観整備の促進を図ります。 

 

○市民等に対する景観まちづくりへの関

心・意識高揚について、支援策の検討を行

います。 

→景観啓発リーフレット類の作成、景観賞の実施、研修会

等の開催 

文章の見直

し修正 
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景観法【新旧対照表】第８条のみ 

新 

平成２３年８月３０日 第１０５号 

旧 

平成２３年６月２４日 第７４号 

（景観計画）  

第八条 景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又

は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観

を形成している地域における次の各号のいずれかに該当

する土地（水面を含む。以下この項、第十一条及び第十

四条第二項において同じ。）の区域について、良好な景観

の形成に関する計画（以下「景観計画」という。）を定め

ることができる。  

一 現にある良好な景観を保全する必要があると認めら

れる土地の区域  

二 地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性に

ふさわしい良好な景観を形成する必要があると認めら

れる土地の区域  

三 地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当

該交流の促進に資する良好な景観を形成する必要があ

ると認められるもの  

四 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の

整備に関する事業が行われ、又は行われた土地の区域

であって、新たに良好な景観を創出する必要があると

認められるもの  

五 地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形

成されるおそれがあると認められる土地の区域  

２  景観計画においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。  

一 景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。）  

 

 

二 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

三 第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第

一項の景観重要樹木の指定の方針（当該景観計画区域

内にこれらの指定の対象となる建造物又は樹木がある

場合に限る。）  

四 次に掲げる事項のうち、良好な景観の形成のために

必要なもの 

イ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物

件の設置に関する行為の制限に関する事項 

ロ 当該景観計画区域内の道路法（昭和二十七年法律

第百八十号）による道路、河川法（昭和三十九年法

律第百六十七号）による河川、都市公園法（昭和三

十一年法律第七十九号）による都市公園、海岸保全

区域等（海岸法（昭和三十一年法律第百一号）第二

条第三項に規定する海岸保全区域等をいう。以下同

じ。）に係る海岸、港湾法（昭和二十五年法律第二

(景観計画) 

第八条 景観行政団体は、都市、農山漁村その他市街地又

は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観

を形成している地域における次の各号のいずれかに該当

する土地（水面を含む。以下この項、第十一条及び第十

四条第二項において同じ。）の区域について、良好な景観

の形成に関する計画（以下「景観計画」という。）を定め

ることができる。 

一 現にある良好な景観を保全する必要があると認めら

れる土地の区域 

二 地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性に

ふさわしい良好な景観を形成する必要があると認めら

れる土地の区域 

三 地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当

該交流の促進に資する良好な景観を形成する必要があ

ると認められるもの 

四 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の

整備に関する事業が行われ、又は行われた土地の区域

であって、新たに良好な景観を創出する必要があると

認められるもの 

五 地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形

成されるおそれがあると認められる土地の区域 

２ 景観計画においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

一 景観計画の区域（以下「景観計画区域」という。） 

二 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方

針 

三 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

四 第十九条第一項の景観重要建造物又は第二十八条第

一項の景観重要樹木の指定の方針（当該景観計画区域

内にこれらの指定の対象となる建造物又は樹木がある

場合に限る。） 

五 次に掲げる事項のうち、良好な景観の形成のために

必要なもの 

イ 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物

件の設置に関する行為の制限に関する事項 

ロ 当該景観計画区域内の道路法（昭和二十七年法律

第百八十号）による道路、河川法（昭和三十九年法

律第百六十七号）による河川、都市公園法（昭和三

十一年法律第七十九号）による都市公園、海岸保全

区域等（海岸法（昭和三十一年法律第百一号）第二

条第三項に規定する海岸保全区域等をいう。以下同

じ。）に係る海岸、港湾法（昭和二十五年法律第二
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百十八号）による港湾、漁港漁場整備法（昭和二十

五年法律第百三十七号）による漁港、自然公園法に

よる公園事業（国又は同法第十条第二項に規定する

公共団体が執行するものに限る。）に係る施設その

他政令で定める公共施設（以下「特定公共施設」と

総称する。）であって、良好な景観の形成に重要な

もの（以下「景観重要公共施設」という。）の整備

に関する事項 

ハ 景観重要公共施設に関する次に掲げる基準であ

って、良好な景観の形成に必要なもの 

(1) 道路法第三十二条第一項又は第三項の許可の

基準 

(2) 河川法第二十四条、第二十五条、第二十六条第

一項又は第二十七条第一項（これらの規定を同法

第百条第一項 において準用する場合を含む。）の

許可の基準 

(3) 都市公園法第五条第一項又は第六条第一項若

しくは第三項の許可の基準 

(4) 海岸法第七条第一項、第八条第一項、第三十七

条の四又は第三十七条の五の許可の基準 

(5) 港湾法第三十七条第一項の許可の基準 

(6) 漁港漁場整備法第三十九条第一項の許可の基

準 

ニ 第五十五条第一項の景観農業振興地域整備計画

の策定に関する基本的な事項 

ホ 自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又

は第二十二条第三項の許可（政令で定める行為に係

るものに限る。）の基準であって、良好な景観の形

成に必要なもの（当該景観計画区域に国立公園又は

国定公園の区域が含まれる場合に限る。） 

 

 

３ 前項各号に掲げるもののほか、景観計画においては、

景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針を

定めるよう努めるものとする。  

４ 第二項第二号の行為の制限に関する事項には、政令で

定める基準に従い、次に掲げるものを定めなければなら

ない。  

一 第十六条第一項第四号の条例で同項の届出を要する

行為を定める必要があるときは、当該条例で定めるべ

き行為  

二 次に掲げる制限であって、第十六条第三項若しくは

第六項又は第十七条第一項の規定による規制又は措置

の基準として必要なもの 

イ 建築物又は工作物（建築物を除く。以下同じ。）

の形態又は色彩その他の意匠（以下「形態意匠」と

百十八号）による港湾、漁港漁場整備法（昭和二十

五年法律第百三十七号）による漁港、自然公園法に

よる公園事業（国又は同法第十条第二項に規定する

公共団体が執行するものに限る。）に係る施設その

他政令で定める公共施設（以下「特定公共施設」と

総称する。）であって、良好な景観の形成に重要な

もの（以下「景観重要公共施設」という。）の整備

に関する事項 

ハ 景観重要公共施設に関する次に掲げる基準であ

って、良好な景観の形成に必要なもの 

(1) 道路法第三十二条第一項又は第三項の許可の

基準 

(2) 河川法第二十四条、第二十五条、第二十六条第

一項又は第二十七条第一項（これらの規定を同法

第百条第一項において準用する場合を含む。）の

許可の基準 

(3) 都市公園法第五条第一項又は第六条第一項若

しくは第三項の許可の基準 

(4) 海岸法第七条第一項、第八条第一項、第三十七

条の四又は第三十七条の五の許可の基準 

(5) 港湾法第三十七条第一項の許可の基準 

(6) 漁港漁場整備法第三十九条第一項の許可の基 

準 

ニ 第五十五条第一項の景観農業振興地域整備計画

の策定に関する基本的な事項 

ホ 自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又

は第二十二条第三項の許可（政令で定める行為に係

るものに限る。）の基準であって、良好な景観の形

成に必要なもの（当該景観計画区域に国立公園又は

国定公園の区域が含まれる場合に限る。） 

六 その他国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定

める事項 

 

 

 

３ 前項第三号の行為の制限に関する事項には、政令で定

める基準に従い、次に掲げるものを定めなければならな

い。 

一 第十六条第一項第四号の条例で同項の届出を要する

行為を定める必要があるときは、当該条例で定めるべ

き行為 

二 次に掲げる制限であって、第十六条第三項若しくは

第六項又は第十七条第一項の規定による規制又は措置

の基準として必要なもの 

イ 建築物又は工作物（建築物を除く。以下同じ。）

の形態又は色彩その他の意匠（以下「形態意匠」と
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いう。）の制限 

ロ 建築物又は工作物の高さの最高限度又は最低限

度 

ハ 壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の最低

限度 

ニ その他第十六条第一項の届出を要する行為ごと

の良好な景観の形成のための制限 

５ 景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏

整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、

沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法

律に基づく計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の

施設に関する国の計画との調和が保たれるものでなけれ

ばならない。  

６ 景観計画は、環境基本法 （平成五年法律第九十一号）

第十五条第一項 に規定する環境基本計画（当該景観計画

区域について公害防止計画が定められているときは、当

該公害防止計画を含む。）との調和が保たれるものでなけ

ればならない。  

７ 都市計画区域について定める景観計画は、都市計画法

第六条の二第一項 の都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針に適合するものでなければならない。  

８  市町村である景観行政団体が定める景観計画は、議会

の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本

構想に即するとともに、都市計画区域又は準都市計画区

域について定めるものにあっては、都市計画法第十八条

の二第一項の市町村の都市計画に関する基本的な方針に

適合するものでなければならない。  

９ 景観計画に定める第二項第四号ロ及びハに掲げる事項

は、景観重要公共施設の種類に応じて、政令で定める公

共施設の整備又は管理に関する方針又は計画に適合する

ものでなければならない。  

10 第二項第四号ニに掲げる事項を定める景観計画は、同

項第一号及び第四号ニに掲げる事項並びに第三項に規定

する事項については、農業振興地域の整備に関する法律

（昭和四十四年法律第五十八号）第四条第一項の農業振

興地域整備基本方針に適合するとともに、市町村である

景観行政団体が定めるものにあっては、農業振興地域整

備計画（同法第八条第一項の規定により定められた農業

振興地域整備計画をいう。以下同じ。）に適合するもので

なければならない。  

 

11 景観計画に定める第二項第四号ホに掲げる事項は、自

然公園法第二条第五号に規定する公園計画に適合するも

のでなければならない。 

いう。）の制限 

ロ 建築物又は工作物の高さの最高限度又は最低限

度 

ハ 壁面の位置の制限又は建築物の敷地面積の最低

限度 

ニ その他第十六条第一項の届出を要する行為ごと

の良好な景観の形成のための制限 

４ 景観計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏

整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、

沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法

律に基づく計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の

施設に関する国の計画との調和が保たれるものでなけれ

ばならない。 

５ 景観計画は、環境基本法（平成五年法律第九十一号）

第十五条第一項に規定する環境基本計画（当該景観計画

区域について公害防止計画が定められているときは、当

該公害防止計画を含む。）との調和が保たれるものでなけ

ればならない。 

６ 都市計画区域について定める景観計画は、都市計画法

第六条の二第一項の都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針に適合するものでなければならない。 

７ 市町村である景観行政団体が定める景観計画は、議会

の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本

構想に即するとともに、都市計画区域又は準都市計画区

域について定めるものにあっては、都市計画法第十八条

の二第一項の市町村の都市計画に関する基本的な方針に

適合するものでなければならない。 

８ 景観計画に定める第二項第五号ロ及びハに掲げる事項

は、景観重要公共施設の種類に応じて、政令で定める公

共施設の整備又は管理に関する方針又は計画に適合する

ものでなければならない。 

９ 第二項第五号ニに掲げる事項を定める景観計画は、同

項第一号、第二号及び第五号ニに掲げる事項並びに同項

第六号に掲げる事項のうち農林水産省令で定める事項に

係る部分については、農業振興地域の整備に関する法律

（昭和四十四年法律第五十八号）第四条第一項の農業振

興地域整備基本方針に適合するとともに、市町村である

景観行政団体が定めるものにあっては、農業振興地域整

備計画（同法第八条第一項の規定により定められた農業

振興地域整備計画をいう。以下同じ。）に適合するもので

なければならない。 

10 景観計画に定める第二項第五号ホに掲げる事項は、自

然公園法第二条第五号に規定する公園計画に適合するも

のでなければならない。 

 


