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平成 29 年３月（初版）/平成 30 年 3 月（第 2 版）
阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村
阿蘇郡市世界文化遺産登録事業推進協議会事務局(阿蘇世界文化遺産推進室)

１．本書の使い方
平成 29 年１月、阿蘇郡市７市町村（阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村）
は、草原をはじめとした水田、畑、森林などの美しい風景について、国の文化財である「重要文化的景
観」への選定申出を文化庁に行いました。
文化的景観は、
「風景の文化財」とも説明され、制度上は文化財の一種として捉えられています。しか
し、風景をまもっていくためには、風景を形づくる全ての要素について、保存したり誘導をはかったり
といった方策が必要であり、その対象は、草原や水田、集落などの土地利用の他、道路や建物、工作物
など多岐にわたります。また、地域全体が阿蘇の暮らしや風景に誇りを持ち、文化的景観をまもり、活
かしながら地域づくりの取組みへとつなげていくことも重要です。
本書「
『阿蘇の文化的景観』実務者ハンドブック―公共工事担当者編―」では、風景や生業への影響が
特に大きいと考えられる公共事業や公共施設の建築等で景観形成に著しい影響を及ぼすもの（以下「公
共事業等」という。
）を行っていくにあたって、配慮していただきたい事項を整理しました。具体的な使
い方は、以下を参考にしてください。

○文化的景観の制度について知りたい
→文化的景観の制度の概要については「２．文化的景観とは？」

○文化的景観に配慮する際の対象などについて知りたい
→文化的景観を考える上での対象範囲、対象となるものについては
「３．文化的景観に係る公共事業等の調整対象」

○具体的にどのような配慮をすればいいか知りたい
→具体的な配慮事項については
「４．公共事業等を行う際の留意事項（阿蘇地域公共事業等調整システム）
」
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２．文化的景観とは？
（１）文化的景観の制度
平成 29 年１月、阿蘇郡市７市町村（阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村）
は、草原をはじめとした水田、畑、森林などの美しい風景について、国の文化財である「重要文化的景
観」への選定申出を文化庁に行いました。文化的景観とは、
「地域における人々の生活又は生業及び当該
地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」
（文化財保護法第２条第１項第５号）と定義され、そのうち文化財としての価値が特に高いものが、
「重
要文化的景観」として国により選定されます。

文化財の体系図

（２）「阿蘇の文化的景観」とは？
「阿蘇の文化的景観」は、カルデラ火山と向き合い、野焼き・採草・放牧により草原を維持すること
で農林畜産業を営んできた、阿蘇の伝統的な暮らしが現れた景観として、
「阿蘇の文化的景観」保存調査
報告書にその価値がまとめられています。草原、水田、森林、集落といった伝統的土地利用の他、火山
信仰や農業信仰、民俗文化なども「阿蘇の文化的景観」を構成する要素の一部です。

（３）文化的景観の保存に向けて
文化的景観の保存を行うには、行政や地域住民が風景の価値を理解し、これまで阿蘇地域に暮らす
人々があたりまえのようにまもってきたルールを今後もまもりつづけていくことや、「阿蘇らしい暮ら
し」を続けていくための地域づくりを行っていくことが必要となります。
また、ただまもっていくだけではなく、地域の人が風景や文化に誇りを持って暮らしていくことや、
地域ブランディング、観光振興等にも活用していくことができます。
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３．文化的景観に係る公共事業等の調整対象
「阿蘇の文化的景観」の価値は、カルデラ火山の自然環境や伝統的農業を営んできた土地利用、そ
の中で育まれた文化・信仰など多岐にわたり、それを示す構成要素も阿蘇郡市７市町村の全域に分布
しています。
「阿蘇の文化的景観」の保存調査では、これらの広域に分布する構成要素の価値を明らか
にしてきました。そして、それらの中から、特に価値が顕著で所有者等からの理解が得られた場所か
ら、段階的に、文化財保護法に基づく重要文化的景観への選定申出を行うこととして、平成 29 年 1 月
には、７市町村がそれぞれ第一次選定申出を行いました。
今後も追加選定申出を予定しており、選定申出を行った地域が選定されると国の重要文化的景観と
なり文化財保護法での保護対象となりますが、文化的景観の保護に関連するものとしては各市町村の
景観計画区域（市町村全域）や場合によっては景観形成地域等が設定されています。
それぞれの地域において、一定の行為をしようとする場合にはそれぞれの法令に基づく届出等が義
務づけられています。一定規模以上の公共事業等については、本来、景観法に基づく通知が必要とさ
れていますが、事務の省力化等の観点から各市町村景観条例で通知の適用除外とすることができます。
そのため、実際には通知が必要になることは少ないのですが、法の趣旨に鑑み、景観行政団体の長た
る各市町村長と事前の調整をお願いすることにしています。
【主として文化的景観の保護に関わる制度】
①各市町村景観計画区域（各市町村全域，景観法及び各市町村景観計画）
②各市町村景観形成地域（市町村が定めた場合，各市町村景観計画）
③重要文化的景観の選定範囲（文化財保護法）

■「阿蘇の文化的景観」の例

北外輪山の草原（阿蘇市）

扇棚田（産山村）

根子岳南側斜面の草原と森林（高森町）

外輪山西部の草原（西原村）
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４．公共事業等を行う際の留意事項（阿蘇地域公共事業等調整システム）

（１）
「阿蘇地域公共事業等調整システム」における景観配慮の流れ(６頁「手続きフロー図」参照)
構成要素の保存や、風景としての保全を図っていくために、公共事業等を行う際は、構想・計画・
設計・施工の各段階において、必要に応じて届出や調査等の実施を行い、景観配慮へと結び付けてい
く必要があります。
「阿蘇地域公共事業等調整システム」においては、熊本県公共事業等環境配慮シス
テムといった既存の枠組みに加え、各市町村の景観計画に示す景観形成の基本方針や文化財保護法の
枠組みによって、包括的に地域の文化的景観を保全していくものとします。
なお、災害時においては、安全性の確保及び迅速な復旧・復興が求められるため、通常のフローと
は異なる流れとなりますが、最低限の配慮事項として、７頁の別紙１に示す「災害時（復旧・復興事
業）の自主的な景観配慮について」に則ったうえで事業を行い、更新時や新たな災害対策工事等の際
に、通常時と同様の景観配慮を行っていくことを目指します。

（２）協議・調整を行う事業の例
①一定規模以上の公共事業等を行う場合
各市町村の景観計画では、一定規模以上の開発行為を行う際は、景観行政団体である市町村の長に
届出を行うこととされています。公共事業等は、事務の省力化等の観点から通知の対象外としている
市町村もありますが、景観法の趣旨に鑑み、一定の規模を超える工事の場合には、景観行政団体の長
たる各市町村長と事前の調整をお願いすることとしています。
②重要文化的景観に大きな影響があると考えられる場合
（主要な景観資源の近傍で行われる事業や、事業の対象自体が地域のランドマークとなりうるもの等）
「阿蘇の文化的景観」保存調査報告書では、地域の自然・歴史・文化等を特徴づける場所等を「景
観資源」とし、市町村ごとに整理を行っています。重要文化的景観の「重要な構成要素」に加え、こ
うした場所や阿蘇らしい風景を楽しめる視点場をまもったり、創出したりしていくことが、文化的景
観の取組みにおいては重要となります。
こうした景観資源や「重要な構成要素」の近傍で事業を行う際は、事業により眺望が阻害されたり、
また事業の対象自体が地域のランドマーク（視覚的な目印や、地域を特徴づける性格を持つもの）と
なりうる場合は、阿蘇の文化的景観保存計画に定められる基本理念に沿った景観デザインがなされる
よう、関係者間での協議・調整をお願いする予定としています。

5

「阿蘇地域公共事業等調整システム」における事業調整の流れ
【情報把握（共有）】

（２０１８（平成３０）年３月１日修正）

① 事業照会（市町村における国・県・関係機関の事業把握）

災害時（事業）の対応

・阿蘇郡市世界文化遺産登録事業推進協議会長→公共事業等担当部局
様式１

②関係機関等からの情報提供
・熊本県文化課による国・県等の公共事業照会結果の市
町村教委への情報提供（年1回，12～3月頃）
・地元要望時の把握、関係機関からの情報提供
公共事業担当部局による事前相談 等

③－１ 大規模公共工事とする基準規模（※２）以上
の事業等で、市町村が必要と認めた場合

③－２ 左以外並びに事前に調整済み及び景観・
文化的景観への影響が軽微と想定される事業

●景観・文化的景観に与える影響が大きいと想定される場合には、
小規模工事でも個別に協議を依頼する

●環境アセスメント等、他制度での対応（※３）がなされる場合に
は、そちらの制度を活用

④ 事業照会結果の回答
・阿蘇郡市世界文化遺産登録事業推進協議会長→公共事業等担当部局
（該当市町村にも写しを送付）

【計画・設計の調整】

様式２

⑤詳細情報の提供依頼･･･市町村景観条例に基づく要請（※４）
・各市町村長→公共事業等担当部局へ通知
様式３

⑥－２ 景観・文化的景観に関す
る影響が比較的、軽微と想定さ
れる場合

⑥－１ 景観・文化的景観に関する影
響が大きいと想定される場合

⑦－１ 事業主体による独自の検討
会が実施されない場合又は実施され
ても市町村が参加できない場合

⑦－２ 事業主体による独自の検討
会（※５）が実施され、市町村が参加
できる場合

⑧事前協議への参加依頼
・各市町村長→公共事業等担当部局へ通知
様式４

必要
に応じ
て諮
問

市
町
村
景
観
審
議
会

⑨事前協議の実施

⑩事業主体による検討会開催

≪ 行政間の協議≫
・市町村側参加者・・・教委・景観担当部局
・事業者側参加者・・・公共事業等担当部局
・（地域住民・関係者）･･･必要に応じて

・市町村側参加者・・・教委・景観担当部局
・事業者側参加者・・・公共事業等担当部局
・（住民・関係機関）･･･必要に応じて
・（県景観アドバイザー）･･･必要に応じて

答申

意見調整

意見調整

⑪事前協議済みの通知
・各市町村長→公共事業等担当部局へ通知

様式５

【計画・設計の実施】
⑫事前協議の結果をふまえた計画・設計 （事業主体者）

災害復旧に係る工事については、左
の通常のシステムを適用せず、各事
業主体における自主的な景観配慮
（※１）をお願いするが、景観・文化的
景観に与える影響が極めて大きいと
想定される場合等については、市町
村から個別に協議を依頼する。

（※）
※ １ 自主的な景観配慮
･･･できる限り、以下の内容を参照し
た設計・施工を実施（別紙１参照）。
「災害時における復旧・復興に関する
公共事業に関する方針」
「景観配慮の考え方（文化的景観保
存計画）」
「既存のガイドライン等」の参照
※ ２ 大規模工事の基準規模
･･･別紙２参照
※ ３ 他制度での対応例
･･･環境アセスメント法，熊本県公共
事業等環境配慮システム，環境省協
議 等を想定。
これらで事業内容の検討が行われ、
市町村が何らかの形で関わることが
できる場合には、そちらで合わせて
調整を行うことを想定。
関与できない場合には、通常の流
れでの調整を行う。
※ ４ 景観条例・文化財保護法等の
規定
･･･各市町村景観計画及び文化的景
観保存計画を参照
※ ５ 事業主体での独自の検討会
･･･各事業主体において、事業内容
に関する独自の検討会等が実施さ
れる場合の考え方については、※３
と同じ。
※ ６ 法手続きと調整の開始時期
･･･本システムにおける通常の情報
共有を行う前に、法に基づいた届出・
通知等が行われた場合には、先方に
理解を得たうえで、その時点からの
事前協議実施をお願いする。
その他
１ 各市町村は、調整結果を記録とし
て残すとともに、各段階で必要に応じ
て景観審議会へ報告を行うもとのす
る。
２ 各市町村が、各段階において助
言を求める有識者については、景観
審議会等の委員を任命する方法が
基本であるが、熊本県景観アドバイ
ザー・むらづくりアドバイザーの制度
を活用することも検討する。

【法手続き】
⑬－１ 景観法及び各市町村の景観条例に規定された
通知の対象行為（※４）である場合

⑬－２ 左以外の場合

⑭景観行政団体の長（各市町村長）への通知（※６）
・事業主体者→各市町村長（市町村景観行政担当課）
【景観法第16条第5項，各市町村景観条例条例】
様式⑦
様式６

⑮－１ 文化財保護法に規定された届出等の対象行為
（※４）である場合

⑮－２ 左以外の場合

凡 例
各市町村が主体となる業務

⑯文化庁長官への現状変更届等の届出・通知（※６）
・事業主体者→文化庁長官（市町村教委・県教委経由）
【文化財保護法第139条第1項，同法167条第1項第6号（国の機関）】
・国の機関は通知

市町村（又は、阿蘇郡市世界文化遺産
登録事業推進協議会）から公共事業担
当部局（事業主体）に対する通知

様式７

様式

【工事の施工・維持管理】

公共事業担当部局（事業主体）が主体
となる業務

⑰工事の施工
市
町
村
景
観
審
議
会

公共事業担当部局（事業主体）が提出
する届出・通知
⑳市町村から
定期的に報告

⑱施工内容の確認・事例収集（各市町村教委➡公共事業担当部局へ依頼）

⑲適切な維持管理（事業主体者・管理者）

手続フロー図
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様式

各市町村と公共事業担当部局（事業主
体）により合同で実施する業務（調整
等）

別紙１(６頁「手続きフロー図」災害時（事業）の対応の（※１）関係）
災害時（復旧・復興事業）の自主的な景観配慮について
災害時（事業）には、迅速な対応が求められるため、可能な範囲で、次のガイドライン等を参照のう
え、自主的な景観への配慮をお願いします。
なお、必要に応じて、工事の各段階での情報提供を依頼する場合があります。
記
１

既存のガイドライン及びシステムに基づく景観配慮

（１）熊本県公共事業等環境配慮システム（平成 10 年 4 月、熊本県（県事業にのみ適用）
）
（２）熊本県公共事業等景観形成指針→各市町村公共事業等景観形成指針
（３）各市町村景観条例及び景観計画（各市町村景観条例指導基準）
（４）くまもとカラーガイド（平成 20 年 3 月、熊本県）
（５）阿蘇サインガイドライン（平成 18 年 3 月、
（公財）阿蘇地域振興デザインセンター） 等
２

「阿蘇の文化的景観」保存計画に基づく景観配慮（各市町村版：平成 29 年 1 月）

（１）文化的景観における整備時の配慮事項
①阿蘇本来の暮らしや景観に基づいた工法・材料・意匠を用いた 整備を基本とする。
・本来阿蘇地域にないスケール感や意匠、偽装的な装飾等を持ちこまないようにする。
・人工的なものを持ちこむ分量（または視覚的に目に入る分量）に配慮する。
・地産の材料を積極的に用いるとともに、既存構造物の取壊しや災害等で出た材の再利用を図る。
②整備対象及びその周辺環境への持続可能性に配慮する。
・維持管理等を含めた耐久性に配慮する。
・エイジング（時間が経った際の色彩や風合いの変化等）に配慮した整備を行う。
・周辺環境への影響を最小限とし、生物多様性に配慮した整備を基本とする。
（２）災害時における復旧・復興に係る公共事業に関する方針
Ａ．短期・中期・長期と、景観の復旧・復興においても時間軸配慮する。
（例：仮設で済むのか、恒久的に設置するのか等）
Ｂ．災害で流出した資材は、なるべく現地で再利用する。
（例：流出した巨礫（約 30cm 以上）は河川堤防や砂防堰堤の下流側流路工、さらに個人宅地の
嵩上げ時の盛土外壁や棚田の石積みなどに使用する等）
Ｃ．できるだけ構造物を簡易及び小さなものとし、地形の改変量を抑える。
Ｄ．構造物本体だけでなく、擁壁など他の構造物、周辺施設や地山とのとりあいなどについて十分
配慮する。
Ｅ．変化していく周辺環境との調和、エイジング（構造物の汚れ方）に配慮する。
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別紙２（６頁「手続きフロー図」③―１の（※２）関係）
大規模公共工事とする基準規模
事業の種類
１

道路の建設

事業の内容及び規模
国道（県事業）
、県道、農道及び林道の新設又は改築
イ

新設
車道幅員４メートル以上、かつ、その区間の長さが

２キロメートル以上のもの
ロ

改築
車道幅員４メートル以上で、かつ、その区間の長さ

が２キロメートル以上のバイパスを設置するもの又
は新たに車道幅員４メートル以上を付加する拡幅で、
かつ、その区間の長さが２キロメートル以上のもの
２

ダム又は堰の建設（砂防・治

（１）河川に係るダム又は堰

山を含む）

新築又は改築で、増加する湛水面積が２ヘクター
ル以上のもの
（２）砂防・治山ダム

３

河川の整備

４

法面工事

５

１～４以外の事業であっ
て、以下に掲げる事業

整備する河川の延長が 500 メートル以上のもの

施行する土地の区域の面積が１ヘクタール以上のもの又
は施設の延べ床面積が 5,000 平方メートル以上のもの

・農用地の造成
・下水道終端末処理場の建設
・土地区画整理事業
・新都市基盤整備事業
・新住宅市街地開発事業
・工業団地造成事業
・流通業務団地造成事業
・都市公園の整備
・公有水面の埋立
・その他土地開発事業又は建
築物の建設
（注 1）事業の内容及び規模は、事業の全体計画により判断します。また、事業が多年度にわたる場合、
その規模は各年度の合計とします。
（注 2）別紙２に該当しない小規模な公共事業等であっても、景観形成や文化的景観に与える影響が大
きいと想定される場合には、個別に協議を依頼する場合があります。
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（３）具体的な配慮指針
阿蘇地域において公共事業等を行う際は、主に＜熊本県公共事業等環境配慮システム＞及び事業対
象地の所在する市町村の景観計画並びに＜市町村の景観条例＞に基づく公共事業等景観形成指針及
び景観条例指導基準に従い、届出及び基準の確認を行う必要があります。
また、その他の指針として、
「くまもとカラーガイド」
（平成 20 年３月、熊本県）及び「阿蘇サイン
ガイドライン」
（平成 18 年３月、公益財団法人阿蘇地域振興デザインセンター）等を必要に応じて参
照します。
＜熊本県公共事業等環境配慮システム＞
熊本県（事業部局等）が、一定の規模を超える公共事業等を行う際は、
「環境調査の実施」及び「環境
調書の作成」を行い、熊本県（環境部局）に提出して環境配慮措置を決定する（熊本県庁内の内部手
続き）
。
＜各市町村公共事業等景観形成指針＞
各市町村で行われる道路、橋りょう、河川、ダム・堰堤（砂防・治山）
、都市公園等及び公共建築物の
公共工事について、優れた景観形成のための指針を示すものとする。ただし、配慮の度合いについて
は、地域の実情や景観形成に及ぼす影響を勘案し、適切な適用に努めるものとする。
＜各市町村景観条例指導基準＞
阿蘇郡市７市町村においては、景観法に基づく景観条例及び景観計画が定められている。景観計画で
は、
「大規模行為届出地区」
「景観形成地域」
「特定施設届出地区」が設定され、民間で行われる事業に
ついては、それぞれ一定の規模を超える行為について、景観形成基準に従った上で届出が必要とされ
ている。
公共事業等に関しては届出対象外としているが、事業を行う際は、規模等を勘案した上で市町村の景
観計画に定められた景観形成の基本方針に従って景観への配慮を行っていくことが望ましい。（具体
的な配慮内容の例を、
（４）に示す。
）
以下に、共通指針及び主な施設ごとの指針を整理します。
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Ⅰ．共通指針
＜各市町村公共事業等景観形成指針＞
①基本的事項
１

公共事業、公共施設の建築等に当たっては、ユニバーサルデザインの視点を考慮するとともに、
見る人にとって周囲と調和した美しさを感じさせるよう配慮する。

２

地域の個性を生かした文化の香り高いものを目指す。

３

周囲との調和及び事業間の境界領域における調和に配慮する。

４

親水・親緑空間について配慮する。

５

将来の維持管理について配慮する。

②共通事項
１

のり面…のり面は、地形、視点場等を考慮して、できるだけ周囲と調和する構造及び形態とし、
緑化に努める。なお、安全上やむを得ず発生するのり面覆工については、できる限り緑
化に努め、周辺との調和に配慮する。

２

擁壁… 擁壁の形態は、周辺と調和するように配慮するものとし、材料はできるだけ自然と調和
したものを使用するとともに、必要に応じて周囲を緑化し、周辺との調和に配慮する。

３

護岸… 護岸の構造及び形態は、地域の特性を生かした親水空間の確保や周辺との調和に配慮し
たものとし、材料は出来るだけ自然と調和したものを使用するとともに、必要に応じて
周囲を緑化し、周辺との調和に配慮する。

４

防護柵…防護柵の構造、形態及び色彩については、周辺の景観と調和したものとし、必要に応じ
て柵の周辺については緑化に努める。

５

舗装… 舗装は、画一化せず、それぞれ周囲の状況や用途に応じた素材の活用等周辺の景観と調
和したものとするよう配慮する。

６

標識・公共広告物…設置数や場所の適正化を図り、整理統合に努めるとともに、形態、意匠及び
色彩は周辺に調和するよう配慮する。

７

照明施設…形態、意匠及び色彩については、落ち着いたものにするとともに、周辺との調和に配
慮する。

８

緑の保全と緑化…良好な空間をつくるため、植栽に当たっての樹種の選定や配置については、地
域の個性を生かしたものとし、周辺の景観に配慮する。良好な景観を形成している樹木
等は、できるだけ伐採せず修景に生かすものとし、やむを得ない場合は、その周辺に移
植するよう努める。

９

景観に配慮した占用行為…道路敷地その他公共用地での工作物（電柱、広告物等）の占用行為に
あっては、周辺の景観と調和したものとなるよう努める。

10 維持管理…公共の建築物、工作物及び樹木等の維持管理については、周辺の景観に調和するよう
努める。

10

＜くまもとカラーガイド＞
「くまもとカラーガイド」では、熊本県景観計画によって定められた景観形成地域や特定施設届出
地区、大規模行為などの景観形成基準のうち、色彩に係る項目をより詳しく解説することを目的と
している。阿蘇地域では、西原村の一部が「熊本空港周辺景観形成地域」に、南阿蘇村・高森町の一
部が「南阿蘇景観形成地域」に該当し、それぞれの色彩設定の考え方が示されている。
阿蘇郡市７市町村では、景観行政団体への移行に伴い県からの権限移譲が行われているが、前述し
た二つの景観形成地域及び阿蘇地域全域において、色彩設定の際の参考とする。
①公共事業における色彩設定の基本的な視点
視点
一貫性への配慮

公共性への配慮

総合性への配慮

内容・主旨
○一過性の流行にとらわれない。
○担当者が変わってもその趣旨が継承されるよう色彩設計のプロセスと
根拠を明らかにする。
○色彩設計の考え方や過程を明らかにし、住民にその合理性を理解しても
らい協力を得る。
○住民の意見を取り入れ、民主的な手続きで設計を進める。
○計画対象の位置づけや地域との関わりを総合的・相対的に考える。
○個と全体のバランスを考える。
○行政内部に協力・連携機構をつくる。

②各景観形成地域の色彩ガイドラインとふさわしい色彩設定の考え方
○熊本空港周辺景観形成地域
色彩ガイドライン：移りゆく季節が感じられる田園風景をつくろう
ふさわしい色彩設定の考え方：
・中灰食、中穏色、木材などの素材色がおすすめです
畑作物の緑より鮮やかな色彩を基調にすることは避け、畑地の色彩と対比の少ない中灰色や中穏
色を基調とし、田園風景との融和を図る。
・住宅や商店は古い農家を参考にしよう
小規模の住宅や商店などは、地域に点在する土壁を基調とした古い農家の配色を参考にする。
・大規模建築物は明るさを抑えよう
幹線道路からよく見える大規模建築物は、背景との対比が強くなりすぎないよう、白など明るい
色彩を基調とすることは避ける。また、形態や素材の面でも周辺の景観に融和するよう工夫する。
○南阿蘇景観形成地域の色彩ガイドライン
色彩ガイドライン：・共通のイメージをつくろう／・配色を整理しよう
ふさわしい色彩設定の考え方：
・住宅や商店は阿蘇の枯れ草色を参考に
阿蘇の山並みが一層映える色彩景観をつくるために、高彩度のアクセントカラーの使用を控え、
暖色系の中穏色や暗穏色などを基調とする。
・地域の素材にも配慮しよう
地域周辺で産出される木材や石材を積極的に活用する。
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Ⅱ．施設別指針
①道路
＜道路に係る指針等＞
道路については、一定の基準を超えるものは
「熊本県公共事業等環境配慮システム」に基づ

＜各市町村公共事業等景観形成指針＞
●すべての道路
●遵守することが望ましい「指針」

く届出を行う必要がある。
その上で、すべての工事に関して、
「各市町村

＜熊本県公共事業等環境配慮システム＞

公共事業等景観形成指針」に従うことが望まし

●一定の基準を超えるもの

い。

●環境調査及び環境調書の作成

各市町村景観条例に基づく景観計画において
は道路に関する基準はないが、ガードレール等
の付帯施設については、各市町村景観条例に定

＜各市町村景観条例＞

める工作物等の基準を遵守することが望まし

●付帯する工作物等

い。

●景観への影響が大きいと考えられる場
合等に景観形成基準を参照

＜熊本県公共事業等環境配慮システム＞
対象事業：国道（県事業）
、県道、農道及び林道の新設または改築
イ 新設 車道幅員４ｍ以上かつその区間の長さが２ｋｍ以上のもの
ロ 改築 ・車道幅員４ｍ以上かつその区間の長さが２ｋｍ以上のバイパスを設置するもの
・新たに車道幅員４ｍ以上を付加する拡幅でその区間の長さが２ｋｍ以上のもの
＜各市町村公共事業等景観形成指針＞
a. 路線の選定
路線選定において、良好な景観を損なわないようにする
とともに、長大のり面などの構造物ができる限り目立たな
いような路線選定を行い、周辺の景観に配慮する。
b. トンネル
トンネルの坑口の構造及び形態は、周辺との調和に配慮
したものとする。
c. 高架橋
高架橋の橋脚、橋桁、防音壁の意匠及び色彩については、
例：道路方向からみた時のコンクリート
の面積が小さくなる「突出型」
(上)のほうが、「面壁型」(下)に比
べて景観への影響が少なく、緑
化も図りやすい。

周辺との調和に配慮したものとする。
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d. 交差点
交差点における信号機柱、標識、電柱、照明施設等については、可能な限り整理統合し、周辺
の景観に配慮する。
e. 歩道及び自転車道
・植樹桝の形態、意匠及び色彩については、個性と統一性を持
たせる。
・ストリートファニチュア等の設置に当たっては、形態、意匠
及び色彩について、周辺の景観に配慮する。
f. 歩道橋
形態、意匠及び色彩は、周辺と調和のとれた個性あるものと
し、橋の取付部等は、必要に応じて緑化するよう努める。

例：交通標識を既存の照明灯に備え付
ける等、共架化を行うことによって
雑然とした印象になることを避ける
ことができる。

g. 緑の保全と緑化
・都市部（集落部）の道路にあっては、可能な限り連続した植樹帯を設け、その他の地域にあっ
ても必要に応じて植樹帯等で緑化を図る。また、中央分離帯や交通島についてもできるだけ緑
化するように努める。
・都市間や地域内道路にあっては、ポイントとなる地点や余裕地は、ポケットパークとして緑化
修景し、憩いの空間を創造するように努める。
＜各市町村景観条例指導基準＞
道路に付帯する工作物については、各市町村の景観条例指導基準を参照のこと。
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②橋りょう
＜橋りょうに係る指針等＞
＜各市町村公共事業等景観形成指針＞

「熊本県公共事業等環境配慮システム」及び「各

●すべての橋りょう

市町村景観条例」においては、橋りょうに関する

●遵守することが望ましい「指針」

届出行為及び基準は定められていない。
「各市町村公共事業等景観形成指針」において
は、すべての橋りょうに関して指針に従うことが
望ましいとされている。
＜各市町村公共事業等景観形成指針＞
a. 橋りょう本体

橋の構造、意匠、素材及び色彩については、地域の特性を生かすよう配慮するとともに、周辺
との調和にも配慮する。
b. 高欄、照明施設等
意匠や色彩については、個性的であるとともに、橋りょう本体との調和に配慮する。

例：意匠的な照明灯やレリーフの使用（左図）は避け、シンプルな意匠や色彩を採用（右図）することが望ましい。

c. 橋の保存及び改修
良好な景観形成要素となっている伝統ある橋については、できる限りその保存に努めるととも
に、架け替えにあたっては、歴史的背景や利用形態を把握して周辺の景観との調和が図られるも
のとする。
d. 緑の保全と緑化
橋のたもとには、できるだけ緑化を図る。
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③河川
＜河川に係る指針等＞
河川については、一定の基準を超えるものは
「熊本県公共事業等環境配慮システム」に基
づく届出を行う必要がある。

＜各市町村公共事業等景観形成指針＞
●すべての河川
●遵守することが望ましい「指針」

その上で、すべての工事に関して、
「各市町

＜熊本県公共事業等環境配慮システム＞

村公共事業等景観形成指針」に従うことが望

●一定の基準を超えるもの

ましい。

●環境調査及び環境調書の作成

各市町村景観条例に基づく景観計画におい
ては河川に関する基準はないが、付帯する建
築物・工作物等については、各市町村景観条

＜各市町村景観条例＞

例に定める基準を遵守することが望ましい。

●付帯する建築物・工作物等
●景観への影響が大きいと考えられる場
合等に景観形成基準を参照

＜熊本県公共事業等環境配慮システム＞
対象事業：整備する河川の延長が 500ｍ以上のもの
＜各市町村公共事業等景観形成指針＞
a. 護岸
構造及び形態は、地域の特性を生かしたものとし、治水上支障のない範囲において親水、緑
化、生態系保全を図るように配慮し、特にポイントとなる素材については、周辺の景観に調和
するよう配慮する。
b. 高水敷の利用
高水敷は、積極的に緑化を図るとともに、河川と人が触れ合う場所として高水敷を利用した
広場や公園化などに配慮する。
c. 樋門
形態、意匠及び色彩は、周辺の景観との調和に配慮する。
d. 緑の保全と緑化
堤防ののり面には、安全上支障がない範囲においてできる限り緑化を図るものとする。
＜各市町村景観条例指導基準＞
河川に付帯する工作物については、各市町村の景観条例指導基準を参照のこと。
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④ダム・堰堤（砂防・治山）
＜ダム・堰堤に係る指針等＞
ダム・堰堤については、一定の基準を超える

＜各市町村公共事業等景観形成指針＞

ものは「熊本県公共事業等環境配慮システム」 ●すべてのダム・堰堤
●遵守することが望ましい「指針」
に基づく届出を行う必要がある。
その上で、すべての工事に関して、
「各市町

＜熊本県公共事業等環境配慮システム＞

村公共事業等景観形成指針」に従うことが望

●一定の基準を超えるもの

ましい。各市町村景観条例に基づく景観計画

●環境調査及び環境調書の作成

においては河川に関する基準はないが、付帯
する建築物・工作物等については、各市町村
景観条例に定める基準を遵守することが望
ましい。
＜熊本県公共事業等環境配慮システム＞

対象事業：河川に係るダム又は堰の新築または改築で、増加する湛水面積が２ha（0.02 ㎢）以上
のもの
＜各市町村公共事業等景観形成指針＞
a. 位置及び形式
位置や形式については、できる限り周辺の自然景観に溶け込むよう配慮する。
b. のり面及び擁壁
景観上大きな要素となるダム周辺や堰堤ののり面及び擁壁の周囲については、できる限り緑
化や植栽に努める。
c. 緑の保全と緑化
緑と水辺を創造するため、ダム周辺の余裕地等には質の高い植栽や公園化など親水空間に配
慮する。
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⑤都市公園等

＜都市公園等に係る指針等＞
都市公園については、一定の基準を超えるものは
「熊本県公共事業等環境配慮システム」に基づく届
出を行う必要がある。

＜各市町村公共事業等景観形成指針＞
●すべての都市公園等
●遵守することが望ましい「指針」

その上で、すべての工事に関して、
「各市町村公共事

＜熊本県公共事業等環境配慮システム＞

業等景観形成指針」及び「各市町村景観条例」に定

●一定の基準を超えるもの

める基準に従うことが望ましい。

●環境調査及び環境調書の作成

＜熊本県公共事業等環境配慮システム＞
対象事業：都市公園の整備で、施工する地域の区域
の面積が１ha 以上のもの又は施設の延べ床面積が
5,000 ㎡以上のもの。

＜各市町村景観条例＞
●付帯する工作物等
●景観への影響が大きいと考えられる
場合等に景観形成基準を参照
■景観に配慮した素材の例

＜各市町村公共事業等景観形成指針＞
a. 地域性を生かした公園

木材

自然、歴史や文化を生かした個性ある公園づくりに努め
る。
b. 施設
遊具、休憩施設、園路、広場等に使用する材料は、でき
る限り自然素材に配慮し、意匠及び色彩については、周辺

自
然
素
材

石材

の景観に配慮する。
樹木・植
栽

c. 建物
公園内に設ける建物等の形態、意匠及び色彩について
は、地域の特性を生かした個性あるものとし、周辺との調
和に配慮する。
d. 垣、柵
材料は、できるだけ生け垣や自然素材を用いることと
し、必要に応じて隣地との連続性を損なわないような位置
及び意匠とするよう努める。

景
観
に
配
慮
し
た
素
材

擬木
（柵単独
の場合）
景観に配
慮して着
色した素
材

e. 緑の保全と緑化
公園の周縁部の植栽については、街路樹等との調和を図る
とともに周辺の景観との連続性を確保した植栽に配慮する。
＜各市町村景観条例指導基準＞
基準解説編
◆歩行者や施設への来訪者がくつろげるスペースの確保に努める。
◆スペースが確保できる場合には緑化やベンチの設置を検討する。
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例：ポケットパークの整備事例。
（阿蘇地域事例）

⑥公共建築物

＜公共建築物に係る指針等＞
公共建築物については、一定の基準を超えるものは
「熊本県公共事業等環境配慮システム」に基づく届
出を行う必要がある。
その上で、全ての工事に関して、
「各市町村公共事業
等景観形成指針」及び「各市町村景観条例」に定め

＜各市町村公共事業等景観形成指針＞
●すべての公共建築物
●遵守することが望ましい「指針」
＜熊本県公共事業等環境配慮システム＞
●一定の基準を超えるもの
●環境調査及び環境調書の作成

る基準に従うことが望ましい。
＜熊本県公共事業等景観配慮システム＞

対象事業：建築物の建設で施設の延べ床面積が 5,000 ㎡
以上のもの

＜各市町村景観条例＞
●建築物、工作物、敷地
●景観への影響が大きいと考えられる
場合等に景観形成基準を参照

＜各市町村公共事業等景観形成指針＞
a.建築物

・配置：建物の配置は、道路等の公共施設に接する敷地境界線からは極力後退した位置とし、敷
地内にある樹姿、樹勢が優れた樹木は、修景に生かすよう配慮する。
・意匠：周辺の景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある意匠とする。また、外壁、屋上
等に設ける設備は露出しないように努め、本体及び周辺の景観との調和に配慮する。
・色彩：色彩は、周辺の景観との調和に配慮する。
・材料：外装に使用する材料は、周辺の景観と調和するよう配慮する。
・敷地の緑化：敷地内は、極力緑化に努める。なお、建築物と周辺景観との調和を図るため、樹
種の選定や樹木の配置を考慮した植栽を行うよう努める。
b.門及び塀
・位置：道路等の公共用地に接する敷地境界線から極力後退した位置とする。
・意匠：周辺の景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある意匠とする。
・色彩：色彩は、周辺の景観との調和に配慮する。
・材料：周辺の景観と調和するような材料を使用すること。なお、道路に面して設ける塀は、可
能な限り樹木（生け垣）を使用するよう配慮する。
・緑化：塀の周囲については、極力緑化に配慮する。
c.附帯施設（ゴミ焼却炉、ゴミ置場、浄化槽等）
・位置、意匠、色彩、材料、緑化：附帯施設の位置、意匠、色彩及び材料については、周辺の景
観との調和に配慮するとともに、周囲については、極力緑化に努める。
＜各市町村景観条例指導基準＞
各市町村の景観条例指導基準を参照のこと。
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（４）景観配慮の考え方（
「阿蘇の文化的景観」保存計画から引用）
文化的景観における整備を行う際に配慮すべき事項を以下に整理しました。こうした項目について
は、文化的景観を実際にまもり伝えていく上での実務上の「作法」とも言えるものであり、関係者間
での共通認識を図っていく必要があります。

①阿蘇本来の暮らしや景観に基づいた工法・材料・意匠を用いた整備を基本とする。
・本来阿蘇地域にないスケール感や意匠、偽装的な装飾等を持ちこまないようにする。
形状の要素、色彩、素材等のバリエーションを増やさないようにし、現地にこれまでなかった偽
装的な装飾等を用いないよう配慮する。

色彩に配慮した自動販売機

配慮が必要な素材の例（ミラーガラス）

・人工的なものを持ちこむ分量（または視覚的に目に入る分量）に配慮する。
コンクリート擁壁等の人工物は、災害対策等の観点から大規模化することがやむを得ない場合も
ある。その場合は、積極的に緑化を施す、道路や生活空間等から視認できる分量を減らす工夫をす
る等の配慮を行う。

擁壁の緑化

植栽による資材置場の修景

・地産の材料を積極的に用いるとともに、既存構造物の取壊しや災害等で出た材の再利用を図る。
木材、石材等を使用する際は、地域の気候・風土に合っている地場産の材料を可能な限り用いる。
また、既存構造物の取り壊し、土砂災害等で生じた自然石等の材料については、可能な限り再利用
を行うよう検討する。

地産石材を用いた遊歩道

木材を用いた柵
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②整備対象及びその周辺環境への持続可能性に配慮する。
・維持管理等を含めた耐久性に配慮する。
人工物は、素材や使用条件等により経年劣化・変形していくことが想定される。新たな人工物を
設ける際は、定期的な補修や部材の更新、塗装等、部材ごとの特性に即した維持管理の方針を明確
し、適切な維持管理計画を立てていくものとする。

劣化が進んだガードレール

更新が必要な舗装の例

・エイジング（時間が経った際の色彩や風合いの変化等）に配慮した整備を行う。
野外に設置するものは風雨や日照による風合いが変化する。その素材の強度を持続させる環境を
整えるとともに、その風合いを活かすデザインを工夫するとともに、変化のあり方が良好に歴史を
刻むものであるか検討を行うことが望ましい。

エイジングにより色が馴染んだ舗装

時間の経過とともに風合いが増す素材

・周辺環境への影響を最小限とし、生物多様性に配慮した整備を基本とする。
「阿蘇の文化的景観」を支える価値のひとつとして、特異な自然環境が生み出した希少な生態系
が挙げられる。開発行為を行う際は、周辺の自然環境へ与える影響を最小限とするよう、工法や材
料等に配慮する。

希少な植物の例（キスミレ）

多自然型護岸の例
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付属資料 滅失・き損及び現状変更等の取扱基準

【用語】

○

「法」：文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号）

○

「省令」：重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則（H17.3.28 文部科学省令第 10 号）

○

「H17 文化庁次長通知」：文化財保護法の一部改正に伴う関係省令及び告示の整備等について(H17.3.28 文化庁次長通知）

○

「H20 文化財部長通知」：重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の一部を改正する省令の施行について
（H20.7.31 文化財部長通知）
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「阿蘇の文化的景観」の滅失又はき損についての届出
Ⅰ 定義（H17 文化庁次長通知第１の１のウの(注)①）
○「滅失」：文化財としての価値が消失する程度の破損を指す。
○「き損」：文化財としての価値を著しく減じる程度の破損を指す。

Ⅱ 届出（通知）の根拠規定（法第 136 条、法第 167 条）
○法第 136 条（抜粋）
1 重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者は、文部科学省令の定める
事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
ただし、重要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでな
い。
○法第 167 条（抜粋）
1 次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。
三 所管に属する重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、き損したとき。
2 前項第三号の場合に係る通知には、第 136 条の規定を準用する。
○省令第 8 条（抜粋）
2 法第 167 条第 2 項において準用する法第 136 条ただし書の規定により滅失又はき損について通知を要しない場合については
第 4 条の規定を準用する。

Ⅲ 届出（通知）基準等
１ 届出（通知）区分
届出者（手続者）

区域の区分
重要文化的景観選定対象地域内のうち
「重要な構成要素以外の範囲」

所有者又は権原に基づく占有者
国の機関

地方公共団体

左記以外(民間等)

[法第 167 条]

[法第 136 条]

[法第 136 条]

不要

不要

提出先

必要

提出期限

滅失・き損を
文化庁

（通知）

知った日か
長官
ら

重要文化的景観選定対象地域内のうち

必要

必要

必要

[市町村・

（通知）

（届出）

（届出）

県経由]

10 日以内
「重要な構成要素」

２ 届出（通知）を必要としない行為
（１）重要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合（法第 136 条第 1 項ただし書き）
○省令第 4 条に掲げる行為

【別記１】

省令第 4 条に掲げる行為は、当該行為により、重要文化的景観の文化財としての価値に影響を及ぼす可能性があるが、そ
の実施主体、公益性等にかんがみ、重要文化的景観の選定の解除等につながる可能性が想定されない行為である。（H17
文化庁次長通知第１の１のウの(注)）
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（２）滅失又はき損に当たらない行為（H17 文化庁次長通知第１の１のウの(注)①）
①（抜粋）
例えば、重要文化的景観において行われる以下の行為の結果、重要文化的景観の形状の変更等が生じたとしても、重要文化的
景観の文化財としての価値を消失させたり、又は、大幅に影響を及ぼすものとは考えられないことから、「滅失又はき損」の届出を必
要としない。
○通常の農林水産業の生産活動に係る行為
（栽培作物の変更、耕作の放棄・休耕、森林の施業、森林の管理、生簀の移動等）
○農林漁業を営むために通常必要となる行為
（農林漁業を営むために行う土地の形質変更、物置・作業小屋の設置、森林の保全に支障がないものとして法令に基づき行われ
る行為等）
○農林水産業の生産活動の維持・増進を図るために必要な行為
（農業構造、林業構造、漁業構造の改善に関する事業、土地改良事業、森林の整備保全に係る事業、漁港漁場整備事業、海岸保
全施設及び地すべり防止施設に関する工事の施行に係る行為等）
○「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」等に基づく災害復旧工事

３ 留意事項
（１）Ｈ20 文化庁文化財部長通知第 2(3)
○第 2(3)文化財保護法の規定に基づく届出について
ア 重要文化的景観の滅失又はき損に係る届出（法第 136 条関係）及び現状変更等の届出（法第 139 条関係）は、文化的景観に
おける重要な構成要素を対象とすること。（※本通知は、法第 167 条の規定には適用されない（文化庁記念物課））
イ 届出の対象とする重要な構成要素及び滅失又はき損の様態や現状変更の行為等の具体的内容について、文化的景観保存
計画に明記すること。(注 2）

(注 2）重要文化的景観の滅失又はき損が省令第 4 条各号に定める行為による場合には、届出を要しない。なお、H17.3.28 文
化庁次長通知において、滅失又はき損及び現状変更等の届出を要しないとした行為について例示している。
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「阿蘇の文化的景観」の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の届出
Ⅰ 定義（H17 文化庁次長通知第１の１のエの①の(注)）
○「現状変更又は保存に影響を及ぼす行為」：重要文化的景観の文化財としての価値を著しく変化させる程度の行為を指す。

Ⅱ 届出（通知）の根拠規定（法第 139 条、法第 167 条）
○法第 139 条（抜粋）
1 重要文化的景観に関し現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為（以下「現状変更等」）をしようとする者は、現状変更
等をしようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
ただし、現状変更については維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状の変更を
内容とする命令に基づく措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で定める。
○法第 167 条（抜粋）
1 次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、文部科学大臣を通じ文化庁長官に通知しなければならない。
六 所管に属する重要文化的景観の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
2 前項第六号の場合に係る通知には、第 139 条第 1 項の規定を準用する。
○省令第 8 条（抜粋）
2 法第 167 条第 2 項において準用する法第 139 条第 1 項ただし書の規定により現状変更について通知を要しない場合について
は前条（第 7 条）の規定を準用する。

Ⅲ 届出（通知）基準等
１ 届出（通知）区分
届出者（手続者）

区域の区分
重要文化的景観選定対象地域内のうち
「重要な構成要素以外の範囲」
重要文化的景観選定対象地域内のうち
「重要な構成要素」

現状変更等をしようとする者
国の機関

地方公共団体

左記以外(民間等)

[法第 167 条]

[法第 139 条]

[法第 139 条]

不要

不要

必要
（通知）

提出先

提出期限

文化庁

現状変更等

長官

をしよ うとす

必要

必要

必要

[市町村・

る日の

（通知）

（届出）

（届出）

県経由]

30 日前まで

２ 届出（通知）を必要としない行為
（１）法第 139 条第 1 項ただし書きの行為
①維持の措置（省令第 7 条）
法第 139 条第 1 項 ただし書の規定により現状変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 重要文化的景観がき損している場合において、その価値に影響及ぼすことなく当該重要文化的景観をその選定当時の原
状（選定後において現状変更等の届出をしたものについては、当該現状変更等の後の原状）に復するとき。
ニ 重要文化的景観がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。
三 重要文化的景観の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
②非常災害のために必要な応急措置
③他の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合
④保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合
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（２）現状変更等に当たらない行為（H17 文化庁次長通知第１の１のエの①の(注)）
①（注）（抜粋）
例えば以下の行為は、重要文化的景観において通常行われる行為であることから、文化的景観の現状変更等に当たらず届出を
必要としない。なお、省令第 4 条に掲げる行為についても届出を必要としない。
○通常の農林水産業の生産活動に係る行為 （栽培作物の変更、耕作の放棄・休耕、森林の施業、森林の管理、生簀の移動等）
○農林漁業を営むために通常必要となる行為 （農林漁業を営むために行う土地の形質変更、物置・作業小屋の設置、森林の保全
に支障がないものとして法令に基づき行われる行為等）
○農林水産業の生産活動の維持・増進を図るために必要な行為 （地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体以外が行う
農業構造・林業構造・漁業構造の改善に関する事業、森林の整備保全に係る事業、漁港漁場整備事業、海岸保全施設及び地す
べり防止施設に関する工事の施行に係る行為等）
○公共施設の管理行為全般 （公共施設の管理者以外の者が管理者の許可を受けて物件（電柱、地下埋設管等）を設置する行為
や当該物件の維持、修繕のために行う工事を含む）
○地方公共団体が歴史的風土保存計画に基づいて行う歴史的風土の維持保存及び施設の整備に必要な事業
○「明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備に関する特別措置法」に基づく「明日香村歴史的風土保存計画｣、
「明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する基本方針」及び「明日香村における生活環境及び産業基盤の整備
等に関する計画」に基づく事業
○地方公共団体が緑地保全計画に基づいて行う緑地保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備
○地方公共団体が緑の基本計画に基づいて行う特別緑地保存地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備
○地方公共団体が管理協定に基づいて行う管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備
○地方公共団体が市民緑地契約に基づいて行う市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備
○省令第 4 条に掲げる行為

【別記１】

３ 個別現状変更等取扱基準
（１）公用財産の用に供する土地の現状変更等取扱基準

【別記２】

（２）道路の設置又は管理に係る現状変更等取扱基準

【別記３】

４ 留意事項
（１）Ｈ20 文化庁文化財部長通知第 2(3)
○第 2(3)文化財保護法の規定に基づく届出について
ア 重要文化的景観の滅失又はき損に係る届出（法第 136 条関係）及び現状変更等の届出（法第 139 条関係）は、文化的景観に
おける重要な構成要素を対象とすること。（※本通知は、法第 167 条の規定には適用されない（文化庁記念物課））
イ 届出の対象とする重要な構成要素及び滅失又はき損の様態や現状変更の行為等の具体的内容について、文化的景観保存
計画に明記すること。(注 2）

(注 2）重要文化的景観の滅失又はき損が省令第 4 条各号に定める行為による場合には、届出を要しない。なお、H17.3.28 文
化庁次長通知において、滅失又はき損及び現状変更等の届出を要しないとした行為について例示している。
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【別記１】省令第 4 条に掲げる行為
Ⅰ 省令第 4 条第 1 項第 1 号、第 2 号、第 3 号及び第 4 号
１ 省令第 4 条第 1 項第 1 号
・省令第 4 条第 1 項第 1 号に掲げる行為（下表①②に限る。）は、下表運用欄に掲げる行為とする。
・省令第 4 条第 1 項第 1 号に掲げる行為（下表①②を除く。）は、下表運用欄に掲げる行為を含むものとする。
省令第 4 条第 1 号条文

運用

① 都市計画事業の施行として行う行為

ア

関係法令

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）の都市計画事業の施行 都市計画法
として行う行為

② 国、都道府県、市町村若しくは当該都市計画 イ
都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）に基づき都道府県、市 都市計画法
施設を管理することとなる者が当該都市施設
町村若しくは当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都
若しくは市街地開発事業に関する都市計画
市施設若しくは市街地開発事業に関する都市計画に適合して行
に適合して行う行為
う行為
③ 国土保全施設の設置若しくは管理に係る行
為

ウ

河川法（昭和 39 年法律第 167 号）第 3 条第 1 項に規定する河 河川法
川又は同法第 100 条第 1 項の規定により指定された河川の改良
工事の施行又は管理に係る行為

エ

砂防法（明治 30 年法律第 29 号）による砂防工事の施行又は砂 砂防法
防設備の管理（同法に規定する事項が準用されるものを含む。）
に係る行為

オ

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 41 条に規定する保安施設 森林法
事業の施行に係る行為

カ

国有林野において行う国民の保健休養の用に供する施設の設
置又は管理に係る行為

キ

地すべり等防止法（昭和 33 年法律第 30 号）による地すべり防
止工事の施行に係る行為

ク

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44 年法 急傾斜地の崩壊
律第 57 号）による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為
による災害の防
止に関する法律

ケ

海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）による海岸保全施設に関す
る工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為

コ

津波防災地域づくりに関する法律による津波防護施設に関する 津波防災地域づく
工事の施行又は津波防護施設の管理に係る行為
りに関する法律

サ

港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第 2 条第 2 項第 1 号から第 港湾法
5 号までに掲げる港湾施設（同条第 6 項の規定により同条第 5 項
第 1 号から第 5 号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含
む。）に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

シ

土地改良法その他法令、国又は地方公共団体の予算措置に基 土地改良法等
づく農地防災事業の施行に係る行為

④ 水資源開発施設の設置若しくは管理に係る
行為

ス

独立行政法人水資源機構法（平成 14 年法律第 182 号）第 12 独立行政法人水
条第 1 項第 1 号、第 2 号イ若しくは第 3 号（水資源開発施設に係 資源機構法
る部分に限る。）に規定する業務又は同法附則第 4 条第 1 項に
規定する業務（これに附帯する業務を除く。）に係る行為（ウに掲
げるものを除く。）

⑤ 道路交通、船舶交通若しくは航空機 道路
の航行の安全のため必要な施設の設 交通
置若しくは管理に係る行為

セ

道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）による信号機の設置又 道路交通法
は管理に係る行為

ソ

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律（昭和 41 年法律 交通安全施設等
第 45 号）による交通安全施設等整備事業の施行に係る行為
整備事業の推進
に関する法律

タ

航路標識法（昭和 24 年法律第 99 号）による航路標識の設置又 航路標識法
は管理に係る行為

チ

港則法（昭和 23 年法律第 174 号）による信号所の設置又は管 港則法
理に係る行為
阿蘇の文化的景観では、内水面漁業の船舶交通が想定される
が、当該交通の安全のため必要な施設の設置は、ウの河川法に
掲げる行為に該当

ツ

航空法（昭和 27 年法律第 231 号）による航空保安施設で公共 航空法
の用に供するもの又は同法第 96 条に規定する指示に関する業
務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行
為

船舶
交通

航空
機航
行
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地すべり等防止
法

海岸法

省令第 4 条第 1 号条文

運用

関係法令

⑥ 気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通
報の用に供する施設の設置若しくは管理に
係る行為

テ

気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又
は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

⑦ 自然公園の保護若しくは利用のため 自然
の施設若しくは都市公園若しくはその 公園
施設の設置若しくは管理に係る行為 都市
公園

ト

自然公園法（昭和 33 年法律第 161 号）による公園事業又は県 自然公園法
立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

ナ

都市公園法（昭和 31 年法律第 79 号）による都市公園又は公園 都市公園法
施設の設置又は管理に係る行為

⑧ 土地改良事業若しくは地方公共団体
若しくは農業等を営む者が組織する
団体が行う農業構造、林業構造若しく
は漁業構造の改善に関する事業の施
行に係る行為

土地
改良
事業

ニ

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）による土地改良事業の 土地改良法
施行に係る行為（水面の埋立て及び干拓を除く。）

農業
林業
漁業
構造
改善
事業

ヌ

地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行う農
業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行
に係る行為（水面の埋立て及び干拓を除く。）

ネ

漁港漁場整備法（昭和 25 年法律第 137 号）第 3 条第 1 号に掲 漁港漁場整備法
げる基本施設又は同条第 2 号イ及びロに掲げる機能施設に関す
る工事の施工又は漁港施設の管理に係る行為

⑨ 重要文化財等文部科学大臣の指定若しくは
選定に係る文化財の保存に係る行為
⑩ 鉱物の掘採に係る行為

－

ノ

文化財保護法

鉱業法（昭和 25 年法律 289 号）第 3 条第 1 項に規定する鉱物 鉱業法
の掘採に係る行為

２ 省令第 4 条第 1 項第 2 号
・省令第 4 条第 1 項第 2 号の下表に掲げる行為は、下表の運用欄に掲げる行為を含むものとする。
省令第 4 条第 2 号条文
① 道路、鉄道若しくは軌道の設置又は
管理に係る行為

運用
道路

高速自動車国道若しくは道路法（昭和 27 年法律第 180 号）によ 道路法
る自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧
（これらの道路とこれらの道路以外の道路（道路運送法（昭和 26
年法律第 183 号）による一般自動車道を除く。）とを連絡する施設
の新設及び改築を除く。）又は道路法による道路（高速自動車国
道及び自動車専用道路を除く。）の改築（小規模の拡幅、舗装、勾
配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさ
ないものに限る。）、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

イ

道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道（鉄道もしく 道路運送法
は軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の
用に供するものに限る。）の造設（これらの自動車道とこれらの自
動車道以外の道路（高速自動車国道及び道路法による自動車専
用道路を除く。）とを連絡する施設の増設を除く。）又は管理に係
る行為

ウ

自動車ターミナル法（昭和 34 年法律第 136 号）によるバスター 自動車ターミナル
ミナルの設置又は管理に係る行為
法

エ

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 5 条の地域森林計画に定 森林法
める林道の新設及び管理に係る行為

オ

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施
設の建設（駅、操車場、車庫その他これらに類するものの新設を
除く。）又は管理に係る行為

カ

鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号）による鉄道事業者又は索 鉄道事業法
道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応じ
るものの用に供する施設の建設（鉄道事業にあっては、駅、操車
場、車庫その他これらに類するものの新設を除く。）又は管理に係
る行為

キ

軌道法（大正 10 年法律第 76 号）による軌道の敷設（駅、操車 軌道法
場、車庫その他これらに類するものの新設を除く。）又は管理に係
る行為

（自動車専用道路以外の道路、駅、
操車場、車庫及び発電の用に供する
電気工作物の新設に係るものを除
く。）

鉄道

軌道

関係法令

ア
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省令第 4 条第 2 号条文

運用

② 国若しくは地方公共団体が行う通信
業務、認定電気通信事業（電気通信
事業法（昭和 59 年法律第 86 号）第
120 条第 1 項に規定する認定電気通
信事業をいう。）、基幹放送（放送法
（昭和 25 年法律第 132 号）第 2 条第
2 号に規定する基幹放送をいう。）若
しくは有線テレビジョン放送（有線電
気通信設備を用いて行われる同条第
18 号に規定するテレビジョン放送を
いう。）の用に供する線路若しくは空
中線系（その支持物を含む。）の設置
又は管理に係る行為

国・自 ク
国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空
治体
中線系（その支持物を含む。）及びこれらに係る電気通信設備を
通信
収容するための施設の設置又は管理に係る行為

（自動車専用道路以外の道路、駅、
操車場、車庫及び発電の用に供する
電気工作物の新設に係るものを除
く。）

関係法令

認定
電気
通信
事業

ケ

電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）による認定電気通信 電気通信事業法
事業の用に供する線路又は空中線系（その支持物を含む。）及び
これらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管
理に係る行為

基幹
放送

コ

放送法（昭和 25 年法律第 170 号）による基幹放送の用に供す
る線路又は空中線系（その支持物を含む。）及びこれらに係る電
気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

放送法

有線 サ 有線電気通信設備を用いて行われる放送法（昭和 25 年法律第 放送法
テレビ
170 号）第 2 条第 18 号に規定するテレビジョン放送の用に供する
ジョン
線路又は空中線系（その支持物を含む。）及びこれらに係る電気
放送
通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

③ 水道若しくは下水道の設置又は管理 水道
に係る行為
（自動車専用道路以外の道路、駅、
操車場、車庫及び発電の用に供する 下水
電気工作物の新設に係るものを除
道
く。）

シ

水道法（昭和 32 年法律第 177 条）による水道事業若しくは水道 水道法
用水供給事業若しくは工業用水道事業法（昭和 33 年法律第 84 工業用水事業法
号）による工業用水道事業の用に供する施設の設置又は管理に
係る行為

ス

下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）による下水道の排水管若し 下水道法
くはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に
係る行為

セ

国又は地方公共団体の予算措置に基づく集落排水事業の施行 農山漁村地域整
に係る行為
備交付金実施要
綱等

④ 電気工作物若しくはガス工作物の設 電気 ソ
電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）による電気事業の用に 電気事業法
置又は管理に係る行為
工作
供する電気工作物の設置（発電の用に供する電気工作物の新設
物
を除く。）又は管理に係る行為
（自動車専用道路以外の道路、駅、
ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号）によるガス事業のガス工 ガス事業法
操車場、車庫及び発電の用に供する ガス工 タ
作物
作物の設置（液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製
電気工作物の新設に係るものを除
造の用に供するガス工作物の設置（圧縮天然ガスに係るものは
く。）
含まれない。）の設置を除く。）又は管理に係る行為

３ 省令第 4 条第 1 項第 3 号
省令第 4 条第 3 号条文
① 古都における歴史的風土の保存に関する特
別措置法第四条に規定する歴史的風土保存
区域内においてその歴史的風土の保存に関
連して必要とされる施設の設置又は管理に係
る行為

運用
－

関係法令
古都における歴史
的風土の保存に
関する特別措置
法

４ 省令第 4 条第 1 項第 4 号
省令第 4 条第 4 号条文
① 都市緑地法第五条に規定する緑地保全地
域、同法第十二条第一項に規定する特別緑
地保全地区又は同法第五十五条第一項 に
規定する市民緑地（緑地保全地域又は特別
緑地保全地区内にあるものを除く。）内におい
て緑地の保全に関連して必要とされる施設の
設置又は管理に係る行為

運用
－

関係法令
都市緑地法
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Ⅱ 省令第 4 条の運用における用語の定義
１ 基本的な考え方
省令第 4 条の運用に係る用語の定義は、法令において定義されている用語と同一用語については、省令第 4 条による定義と同義とする。
なお、法令と異なった定義に基づいて運用する場合には、保存計画等において具体的に定義を明らかにする。
２ 個別事項
（１） 「道路の設置又は管理に係る行為」の定義
ア 道路の種類
「道路」の種類としては、①道路法の道路、②道路運送法による自動車道（専用自動車道、一般自動車道）、③土地改良法による農業用
道路、④森林法等による林道、⑤自然公園法による道路、⑥都市公園法による園路、⑦鉱業法による鉱山道路、⑧里道、⑨私道等と多種存
在するが、省令第 4 条でいう「道路」とは、これら道路のうち一般交通の用に供するものを指すものとする。（基本的に①から⑧の道路は、省
令第 4 条でいう道路に該当する。）
イ 道路の定義
省令第 4 条の道路の定義は、道路法第 2 条に準拠する。
○道路法第２条
道路法の道路とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げる道路をいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道
路と一体となっての効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものをいう。
うち道路交通安全施設

道路の範囲（内容）
路面

道路管理者設置

歩道

歩道

自転車道

自転車道

自転車道歩行者道

自転車道歩行者道

公安委員会設置

車道
道路と一体と
なってその効
用を全うする
施設又は工
作物

トンネル
橋
渡船施設
道路用エレベーター
その他道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物

道路の附属 法律 ①道路上のさく又は駒止
物（道路の構 で定
②道路上の並木又は街灯で道路管理者の設けるもの
造の保全、
める ③道路標識、道路元標又は里程標
安全かつ円
もの
滑な道路の
④道路情報管理施設（道路上の道路情報提供装置、車両
交通の確保
その他道路
監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに
の管理上必
類するものをいう。）
要な施設又
⑤道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具
は工作物を
又は材料の常置場
いう）
⑥自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路

さく
街灯
道路標識(案内・警戒・

道路標識（規制・指示の

規制・指示の各標識)

各標識）、道路標示

道路情報提供装置

交通管制センター

同左の施設

に接して道路管理者が設けるもの
⑦共同溝の整備等に関する特別措置法の規定による共同
溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置
法に規定する電線共同溝整備道路に道路管理者の設け
る共同溝又は電線共同溝
政令 ①道路の防雪又は防砂のための施設
で定 ②ベンチ又はその上屋で道路管理者又は法第 17 条第 4
める

項の規定により歩道の新設等を行う指定市以外の市町村

もの

が設けるもの
③車両の運転者の視線を誘導するための施設

同左の施設

④他の車両又は歩行者を確認するための鏡

同左の施設

⑤地点標

地点標

⑥道路の交通又は利用に係る料金の徴収施設
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ウ 道路の設置又は管理の定義
省令第 4 条の道路の設置又は管理に係る行為の定義は、下表のとおり。（改築以外は道路法に準拠）
○道路の設置又は管理とは、道路法第 12 条及び第 13 条に掲げられている「新設」、「改築」、「維持」、「修繕」、「災害復旧事業」、「そ
の他管理」をいう。
○道路の「設置」とは、道路の「新設（バイパスの新築含む）」及び「改築（小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路
の現状に著しい変更を及ぼさないものを除く）」とする。
○道路の「管理」とは、道路の「改築（小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないも
のに限る。）」、「維持」、「修繕」、「災害復旧事業」「その他管理」とする。
○道路の「新築」、「改築」、「維持」、「修繕」、「災害復旧事業」、「その他管理」の定義は次のとおり。
設置

○道路を新しく設けることをいう
・新たに道路を築造する工事で改築の範囲外のもの及び既設道路（私設道路を含む）を道路法の道路とす
る場合を包含する
新設

・前者は、路線の指定等又は変更に伴い新たに道路が築造される場合であり、道路法に基づく道路区域の
変更に伴い道路が新しく設けられる場合は新設でなく改築に当たる
～以上、道路法解説より～
※省令第 4 条では、後者は、文化的景観の現状に変更を及ぼす行為ではないので新設に含めない。
○既設の道路の効用、機能等を現状より良くするための工事をいう
・その内容は多種多様で、道路の線形改良、拡幅、舗装はもちろん、バイパスの新築も道路の区域変更に
よる場合は改築となる

改築

～以上、道路法解説より～
※省令第 4 条では、道路の設置に属する改築とは、小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他
道路の現状に著しい変更を及ぼさない改築を除くものとする。（バイパスの新築は、新設とする。）

管理

※省令第 4 条では、道路の管理に属する改築とは、小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他
道路の現状に著しい変更を及ぼさない改築に限るものとする。

改築

○道路の機能及び構造の保持を目的とする日常的な行為
巡回
点検

維持

維持

・定期巡回（道路巡回）
・点検（施設点検、構造物点検）

等

・維持作業（路面、照明施設、構造物） ・清掃 ・除草 ・植栽管理（剪定等）
・道路排水維持作業 ・橋梁塗装 ・除雪

等

○道路の損傷した構造を当初（新設し又は改築したとき）の状態に回復させる行為
修繕

○付加的に必要な機能及び構造の強化を目的とする行為
・修繕工事（橋梁、トンネル、舗装等の劣化・損傷部分の補修、耐震補強、法面補強 等）

災害復旧

○公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業

更新

防災対
策
その
他の
管理

質的向
上
運用管
理

○道路構造を全体的に交換する等、同程度の機能で再整備する行為
・橋梁架替 等
通常時

・防災点検 ・橋梁の耐震補強[再掲] ・防災対策：法面工事（法枠工事等）、落石防止工事（防護
柵工事、ロックシェッド工事等） ・防雪対策：なだれ防止行為（防護柵工事等） 等

非常時

・異常時巡回
・災害応急復旧工事

環境対
策

・緑化工事 ・騒音対策工事 ・振動対策工事 ・共同溝工事 ・修景工事 ・電線共同溝工事

交通安
全対策

・交通安全施設工事 ・道路交通管理施設工事 ・自動車駐車場設置 ・歩道設置 ・横断歩道橋
設置 等

等

・交通対策管理（特殊車両管理等） ・許認可等（占用工事申請受付事務処理等）
・現場立会（占用工事立会等） ・他管理者協議（警察協議等） ・その他（道路区域変更等）

その他管理行為（道路台帳管理等）
【定義の根拠】・道路法及び道路法解説（改訂 4 版）
・国道（国管理）の維持管理等に関する検討会資料（国土交通省）
・国が管理する一般国道及び高速自動車国道の維持管理基準（案）[H25.4]（国土交通省）
・道路パフォーマンスマネジメント検討委員会資料[H15.3]（国交省九地整宮崎河川国道事務所）
【事例】以下の行為は、新設であっても道路の管理に属するので届出〈通知〉を必要としない行為となる。
① 国・県・市町村道の小規模の拡幅工事
② 国・県・市町村道の災害復旧事業・災害応急復旧工事
③ 国・県・市町村道の橋梁架替工事
④ 国・県・市町村道の法面工事（法枠工事）・落石防止工事（防護柵工事・ロックシェッド工事）等の防災対策工事
⑤ 国・県・市町村道の緑化工事・騒音対策工事・共同溝工事等の環境対策工事
⑥ 国・県・市町村道の交通安全対策工事➡（省令第 4 条第 1 号にも該当）
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等

（２） 「施設の設置及び管理に係る行為」の定義について
ア 施設の定義
○施設とは、「建築物等」をいう。
○建築物等とは、各市町村の景観条例第 2 条第 2 項に規定する「建築物等」をいう。
○建築物等とは、建築基準法第 2 条第 1 号に規定する建築物（塀を除く）及び景観条例施行規則で定める工作物をいい、詳細は下記
のとおり。
建築基準法第 2 条第 1 号に規定する建築物（塀を除く）

建築物

○建築基準法第 2 条第 1 号
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）、これに附属
する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その
他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、
貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を含むものとする。
○建築設備(建築基準法第 2 条第 3 号）
建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若
しくは避雷針をいう。

工作物

景観条例施行規則に定める工作物をいう
(1)さく（柵）、塀、擁壁その他これらに類するもの
(2)記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの
(3)煙突
(4)高架水槽
(5)鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱又は合成樹脂製の柱(次号(6)に該当するものを除く。)
(6)電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物
(7)観覧車、飛行塔、コースター、ウオーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設
(8)アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
(9)石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設
(10)自動車車庫の用途に供する立体的な収納施設
(11)汚物処理施設、ごみ処理施設その他の処理施設
(12)広告塔又は広告板
(13)太陽光発電施設（太陽光発電システム）

イ 「施設の設置又は管理に係る行為」の定義
省令第 4 条の各施設（建築物及び工作物）の設置又は管理に係る行為の定義は、建築基準法の取扱いに準拠し下表のとおりとする。
○施設の設置とは、施設の新築、増築及び移転をいう。
○施設の管理とは、施設の改築、修繕その他管理行為をいう。
○施設の新築、増築、移転、改築、修繕の定義は次のとおり。
新築
設置

増築
移転

管理

○施設のない土地に、新たに施設を建築すること
○既存施設に建て増しをする、又は既存施設のある敷地に新たに建築すること
・既存施設のある敷地内に別棟で建築する場合、建築物単位としては「新築」になるが敷地単位では「増築」となる
○同一敷地内で建築物等を移動すること
・別敷地へ移す場合は、移転先の敷地に対して新築又は増築となる

改築

○施設の全部又は一部を除去した場合、又は災害等により失った場合に、これらの施設又は施設の部分を、従前と同
様の位置・用途・構造・規模のものに建て替えること
・施設の全部又は一部を除去した場合、又は災害等により失った場合に、これらの施設又は施設の部分を、従前と異
なる位置・用途・構造・規模のものに建て替える場合は、新築、増築又は移転となる

修繕

○経年劣化した施設の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて現状回復を図
ることをいう

模様
替え

○施設の構造・規模・機能の同一性を損なわない範囲で改造すること。一般的には改修工事などで現状回復を目的と
せずに性能の向上を図るこという

その
他管
理

○植栽管理（選定、伐採、植栽）
○その他維持管理行為

【定義の根拠】・マンション改修に関する建築基準関係規定上の手続き（国土交通省）
・建築大辞典（彰国社）
【事例】以下の行為は、管理に属するので届出〈通知〉を必要としない行為となる。
① 施設の改築、修繕、模様替え、撤去
② 施設の植栽管理（選定、伐採、植栽）
③ 施設の新築・改築・修繕工事に必要な仮設の建築物及び工作物（工事期間中に使用する仮設庁舎を含む）の新築、増築、改
築、移転、修繕、撤去に係る行為は、期間が定められた仮設物であるため、届出（通知）は不要とする。
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（３）「災害復旧工事」の定義について
① 法第 136 条の「滅失又はき損」に当たらない行為として H17 文化庁次長通知第１の１のウの（注）①で例示されている『「農林水産業施
設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」等に基づく災害復旧工事』には、以下を含むものとする。
区 分

備考

「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」に基づく災害復旧工事
「その他法令」に基づく災害復旧工事

・公立学校施設災害復旧費国庫負担法等の国庫負
担法による災害復旧事業 等

「国又は地方公共団体の予算措置」に基づく災害復旧工事

・災害関連緊急事業
・地方単独災害復旧事業

等

② 省令第 4 条各号に掲げられている「管理に係る行為」には、以下の災害復旧工事を含むものとする。
区 分

備考

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」に基づく
災害復旧工事
「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」に基づく災害復旧工事
・公立学校施設災害復旧費国庫負担法等の国庫負
担法による災害復旧事業 等

「その他法令」に基づく災害復旧工事

・災害関連緊急事業

「国又は地方公共団体の予算措置」に基づく災害復旧工事

・地方単独災害復旧事業
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等

【別記２】個別現状変更等取扱基準
公用財産の用に供する土地の現状変更等取扱基準
文化財保護法第 167 条の規定に基づく、国が所有する「重要文化的景観選定対象地内で重要な構成要素以外の範囲内」にある「庁舎
や宿舎などの公用財産の用に供する土地」の現状変更等に関する通知の取扱いは、次のとおりとする。
記
１ 現状変更等通知要否の判断が必要となる国の土地（平成 28 年 4 月 1 日現在調べ）
①最高裁判所関係

：熊本地方裁判所阿蘇支部、宿舎及び高森簡易裁判所の敷地

②法務省関係

：熊本地方検察庁阿蘇支部及び高森区検察庁の敷地

③財務省関係

：阿蘇税務署、阿蘇税務署坂梨宿舎及び阿蘇税務署西古神宿舎の敷地

④厚生労働省関係

：(旧）阿蘇労働基準監督署及び阿蘇公共職業安定所の敷地

⑤国土交通省関係

：阿蘇国道維持出張所及び石田宿舎の敷地

⑥環境省関係

：阿蘇自然環境事務所の敷地

２ 現状変更等通知要否の判断基準
通知が不要な行為

通知が必要な行為

根拠規定
文化財保護法の一部改正に伴う関係省令及
び告示の整備等について(H17.3.28/16 庁財第
413 号/文化庁次長通知）

公共施設の管理行為全般
（公共施設の管理者以外の者が管理者の許可
を受けて物件（電柱、地下埋設管等）を設置す
る行為や当該物件の維持、修繕のために行う
工事を含む）

行為の例示

上記１の土地における以下の行為
○建築物等の修繕
○建築物等の改築
（従前と異なる位置・用途・構造・規模のものに
建替える場合は、新築、増築又は移転となり通知
が必要となる）
○建築物等の撤去
○工事に必要な仮設の建築物等（工事期間中に
使用する仮設庁舎を含む）の新築、増築、改築、
移転、修繕、撤去
○木竹の剪定
○木竹の伐採
○木竹の植栽

行為の例示

上記１の土地における以下
の行為
○建築物等の新築
○建築物等の増築
○建築物等の移転

※上表は行為の例示であり、通知要否の最終判断は、構想や計画の段階あるいは行為実施前の各市町村文化財担当部局との事
前協議（相談）により行う。

３ 文化庁への通知方法
国の機関は、構想や計画の段階あるいは行為の実施前に各市町村文化財担当部局と事前協議(相談）を実施し、文化庁への通知が
必要と判断された場合、市町村に通知書を提出し、受理した市町村が県経由で文化庁へ提出する。

【用語】
○

建築物等：各市町村の景観条例第 2 条第 2 項に規定する「建築物等」をいう。（詳細は別記１のとおり。）

○

建築物等の設置及び管理：別記１のとおり。
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【別記３】個別現状変更等届出基準
道路の設置又は管理に係る現状変更等取扱基準
省令第４条第１項第２号の道路の設置又は管理に係る行為の届出（通知）要否は、以下のとおり。
１ 基本的な考え方
設置
区分

道路の種類等

管理
その他の管理

新設

改築

改築

維持

修繕

災害
復旧
事業

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

必要
（※）

必要
（※）

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

防災
対策

質的
向上

運用
管理

その
他

高速自動車国道
自動車専
用道路

道路法による自動車専用道路
（第 48 条の 2 の規定により道路管理者が指
定する自動車専用道路）
道路運送法の自動車道（専用自動車道、一般
自動車道）

自動車専
用以外の
道路

上記以外の道路

２ 道路の種類別届（通知）要否早見表
法令による道路の区分

区分

法律

設置

道路の種類・名称等

管理
その他の管理

新設

改築

改築

維持

修繕

災害
復旧
事業

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

必要
（※）

必要
（※）

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要
/
省令
４条
１号
該当

不要
/
省令
４条
１号
該当

不要
/
省令
４条
１号
該当

不要
/
省令
４条
１号
該当

不要
/
省令
４条
１号
該当

不要
/
省令
４条
１号
該当

不要
/
省令
４条
１号
該当

不要
/
省令
４条
１号
該当

不要
/
省令
４条
１号
該当

不要
/
省令
４条
１号
該当

必要
（※）

必要
（※）

必要
（※）

必要
（※）

必要
（※）

必要
（※）

必要
（※）

必要
（※）

必要
（※）

必要
（※）

防災
対策

質的
向上

運用
管理

その
他

高速自動車国道
自動車専
用道路

道路法

一般
国道

自動車専
用道路以
外の道路

道路法

自動車専
用道路

道路運送法

自動
車道

土地改良法

農業
用道
路

自動車専
用道路以
外の道路

高速自動車国道に並
行する一般国道の自
動車専用道路
一般国道自動車専用
道路
一般国道

都道府県道
市町村道

森林法

林道

一般自動車道
専用自動車道
基幹的農道
ほ場内
道路

幹線農道
支線農道
耕作農道

林道
林業専用道

森林作業道
漁港法

漁港施設道路

自然公園法

車道、自転車道、歩道

都市公園法

園路

鉱業法

鉱山道路

国有財産法

法定外公共物の道路（里道）

その他の法
律
自動車専
用道路

私道
(法律なし）

もっぱら私人の財産権の行使と
して管理される道路

（※）届出（通知）を必要としない行為（法第 139 条第 1 項ただし書きの行為及び現状変更等に当たらない行為）、
並びに省令第 4 条各号に該当すると認められる場合は、届出（通知）は必要としない。
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【各市町村窓口】
・阿蘇市

0967-22-3229（教育委員会）

・南小国町

0967-42-0047（教育委員会）

・小国町

0967-46-3317（教育委員会）

・産山村

0967-25-2214（教育委員会）

・高森町

0967-62-1111（教育委員会）

・南阿蘇村

0967-67-1602（教育委員会）

・西原村

096-279-4424（教育委員会）

・阿蘇郡市世界文化遺産登録事業推進協議会事務局（阿蘇世界文化遺産推進室）
〒869-2221 熊本県阿蘇市役犬原 805

TEL: 0967-34-1643

