
各地の基本理念・目標等

長野県

表現 文言

理念・基本目標

　私たち県民は、美しく豊かな信州が、社会的共通資本であることを深く認

識し、積極的に景観育成に努め、自然と人との共生並びに現在及び将来

のこの地に暮らす人々 の心豊かな生活を実現します。

　私たち県民は、景観を育成する取組により、人と人とを結び付け、意思を

共有する 方々の絆（コモンズ）を築き、美しく心地良い環境の中で暮らし、

その環境を次の世 代に引き継ぎます。

　また、景観は、地域の自然、歴史、文化、風土等と私たちの生活や経済

活動等との 適正な調和により育成されるものであり、土地の利用をはじめ

とする多くの事柄に関係する総合的なものであることを踏まえ、それぞれ

の地域の個性及び特色の伸長に資 するよう、その多様な育成を図りま

す。

　理念の実現に向けて、景観育成の基本目標は、次のとおりとします。

基本目標

恵まれた豊かな自然環境を守り 育て

地域の歴史、文化、風土等を活かし 伸ばし

意思を共有する方々の絆（コモンズ）を築き 育み

住まう方々や移り住んで下さる方々が愛着をいだき 訪れる方々には魅力

あふれる世界に誇りうる 美しく豊かな信州を創造する

基本理念

二つのアルプスと清流に抱かれたふるさとの景観を守り育てて未来へつな

ぐ

基本理念

私たちは、子ども達が明るく元気に育ち、人々の心を豊かにする、潤いの

ある村を後世に引き継げるよう、南箕輪村の美しい景観を守り、育てていき

ます

理念

１地域に愛着や誇りをもつ地域住民を増やし、協働による景観づくりをめざ

します

２駒ヶ根市の雄大で豊かな自然を活かした景観づくりをめざします

基本理念

○山岳部の景観を守り育てる

○農山村景観を守り育てる

○歴史的景観を守り育てる

○市街地の景観を守り育てる

○河川景観を守り育てる

○落ち着いた住環境を創造する

○眺望景観を守る

○パートナーシップで景観づくりに取り組む

基本目標

１．豊かな緑がまちを包み込むうるおいのある 景観づくり

２．歴史と文化の薫り高い 風格ある 景観づくり

３．人の息づかいと 活気が感じられる 景観づくり

４．身近な場所から みんなで取り組む 景観づくり

理念

　四方の山々と清らかな流れによって形づくられている長野市には、四季

折々の豊かな自然の懐に築かれた暮らしの景観と、市民の心の拠り所と

なっている歴史的・文化的な景観があります。

　本計画は、先人たちが自然環境と適切な関係を結びながら育んできたこ

れらの景観を「大切にすべき景観」として示し、わたくしたちの人為的な活

動も長野市の景観を形づくっていることを認識して、市民、事業者、行政と

の協働と連携によって守り育んで、後世に引き継ぎます。

基本理念

１．良好な景観は未来の千曲市をつくる社会資本

2．千曲市の風景は、市民･来訪者にとってふるさと

3．ふるさとの景観を多様な参画で、長期的につくりあげる

基本目標 生活に｢原風景｣と｢新風景｣が映える街

上田市

長野市

千曲市

佐久市

自治体名

長野県

伊那市

南箕輪村

駒ヶ根市

松本市



理念・基本目標

　小布施町の快適な生活環境や樹園地に囲まれた緑豊な農村風景、昔な

がらの建築物と新しい和風建築物が融合し、活気のある賑わい空間が形

成されつつある町組の中心部など、今私 たちが享受している美しい風景

や心なごむ生活空間は、風土や歴史、文化の表われであり、 ここに生活

する人びとによって創造され、受け継がれてきた町民のかけがえのない共

有の財 産です。このかけがえのない財産を次代に残していくため、「外は

みんなのもの、内は自分た ちのもの」という良好な景観形成のための小布

施哲学及び「環境デザイン協力基準」に基づ き、更に質の高い生活空間

整備を進めていくものとします。

　理念の実現に向けて、良好な景観づくりの基本目標は、次のとおりとしま

す。

（１）町民、事業者、町が良好な景観づくりのための役割を認識し、家庭・地

域・職場・公 共施設の環境美化に積極的に取り組み、清楚で快適な町を

築きます。

（２）家庭・地域・職場・公共施設を花や木々で装い、そこに暮らす人びとや

訪れる人びと が四季や和みを感じる町を築きます。

（３）歴史と文化が息づく農村部の家並みや樹園地等の緑を積極的に保全

するとともに、地 域資源を有効利用し、賑わいと交流を育む空間づくりを積

極的に進めます。

（４）歴史ある田園風景、雁田山や千曲川等の自然風景を積極的に保全し

ていきます。

（５）町組中心部における個性ある町並み修景を継続し、魅力・賑わい・活

気のある新しい 都市空間整備を進めます

基本理念

浅間山麓の豊かな自然と歴史・文化が醸し出す

「小諸の景観」を未来に！

基本理念

豊かな自然と歴史の中で育まれた、美しい景観を守り・育てるとともに、高

山村の風土として今も残る山里の原風景を次代へ継承する

目標

よい景観をつくることで

「よりよい暮らし」 につなげよう！

～心地よく暮らせて「ほっ」とできる安曇野の景観をめざして～

理念

八ヶ岳の眺望と調和した ふるさと茅野のまちづくり

～ 優れた景観を守りつつ ～

理念

諏訪湖をはじめとする山紫水明自然環境と風土に根ざした歴史・文化に

よって築き上げてきた「わがまち」の姿に誇りや愛着をもち、それを保全・継

承していくとともに快適な生活を実現するための景観づくりを進めていく

理念

緑と湖につつまれた美しい郷土と先人の努力をうけつぎ、人と自然が共生

する健康で文化的な活力あるまちづくりのために景観形成を推進します。

基本指針

１．社会共通の資産

　私たちの美しく豊かな景観は、潤いのある心豊かな生活環境の創造に不

可欠なものであることから、私たちの共通の資産として誇りと愛着をもって

育み、次世代に引き継ぐものとします。

２．多様性の発揮

　私たちの美しく豊かな景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の日々

の営みとの調和によって育まれたものであり、その優れた点は多様性にあ

ることから、地域の特性及び個性に配慮し、地域の意向を踏まえ、多様な

主体参加によって景観の育成に取り組みます。

３．地域の活性化

　私たちの美しく豊かな景観は、観光その他の地域間交流の促進に大きな

役割を担うことから、地域の活性化に資するよう、住む人、訪れる人、その

他この郷に関わるすべての人々が一体となった景観の育成に取り組みま

す。

４．自然と文化

　私たちの美しく豊かな景観は、私たちの自然、歴史、文化等に根ざした

日々の生活や経済活動等により育まれてきたものであることから、適正な

土地利用計画に即して、自然的特性の保全と文化的個性の継承を図りま

す。

５．新たな景観の育成

　景観の育成は、現にある良好な景観を保全することのみならず、地域の

特性と個性に応じた良好な景観を新たに創出することを含むものであるこ

とから、地域の魅力をさらに高めるために、地域が一体となって取り組みま

す。

高山村

安曇野市

茅野市

諏訪市

岡谷市

飯田市

小布施町

小諸市



近隣自治体

表現 文言

岐阜県 各務原市 理念

『公園パーク都市シティー・かかみがはら』の景観をひとりひとりが考え み

んなの手でつくる

岐阜県 大垣市 目標

○ 水都大垣の水を活かした潤いのあるまち

○ 市民が誇りを持てる大垣らしい顔のあるまち

○ 大垣らしい多彩な情景に出会えるまち

○ 市民協働の景観づくりによる愛着を持てるまち

岐阜県 下呂市 理念

水辺、緑、農地、歴史と文化を基盤とした、潤いと安らぎをもたらす景観を

つくります。

山梨県 南アルプス市 基本理念

「奥ゆかしさと本物を誇る風景づくり」

このまちに住む人、訪れる人、誰もが心和み、静かな感動を覚える、そんな

奥ゆかしさとここにしかない本物を誇る風景づくりをめざします。

山梨県 南アルプス市 目標

○自然・歴史風土に根ざした風景づくり

○おもてなしと活力ある風景づくり

○協働による風景づくり

山梨県 甲州市 基本理念

果樹園と歴史・文化が織りなす魅力あふれる景観を守り育む

＊甲州市らしい伝統的な建築様式や暮らしの景観等を継承しつつ、産業

の振興とともに、新たに美しく質の高い甲州市の景観を創造していくことを

目指します

静岡県 掛川市 目標

生涯学習を通じて育む　郷土の景観

～緑と水と歴史と文化とまち並みが繋がる　美しい掛川～

静岡県 熱海市 目標

海・山・島・温泉という豊かな自然のめぐみとにぎわいのある都市のまちな

みが調和した熱海らしい景観づくり

静岡県 熱海市 基本方針

方針①　まちの基礎となる緑の景観を守り整える

方針②　海の魅力を活かす景観づくり

方針③　新たなにぎわいの景観づくり

方針④　湯の町の文化を守り、活かす

愛知県 みよし市 基本理念 水と緑の風景を大切にし、自然との共生による“美しいみよし”づくり

愛知県 みよし市 基本目標

①水と緑の環境を守り、多様な生物が共存する『自然景観』づくり

②地域の特性を生かし、安全で快適な『生活景観』づくり

③先人から引き継ぎ、後世に伝え残す『歴史景観』づくり

愛知県 豊田市 目指すべき景観像

人と自然と産業が響きあう

いちばん美しいまち・豊田

愛知県 豊田市 基本目標

１　生命を育み環境を守る自然景観づくり

　　～豊かな水と森を守り育み、人と生き物にやさしい環境を持った景観を

つくります～

２　豊かな心を育む生活景観づくり

　　～快適性と安全性を基盤に、愛着と誇りが持てる景観をつくります～

３　活力を生み出す産業景観づくり

　　～モノづくり産業の活気が感じられ、また、交流と賑わいが見られる景

観をつくります～

４　文化を培う歴史景観づくり

　　～地域の伝統を受け継ぎ、歴史と文化の香り高い景観をつくります～

愛知県 瀬戸市 目標景観像 豊かな自然とやきものの魅力を活かしたまち

愛知県 瀬戸市 基本目標

河川を軸とした　潤いのある景観づくり

やきものの伝統とシンボルを活かした　にぎわいのある景観づくり

森林や里山、田園などと調和した　緑豊かで美しい景観づくり

自治体名



愛知県 犬山市 基本理念

　犬山は、東之宮古墳や青塚古墳をはじめ、市内各地に点在する古墳や、国

宝犬山城とその城下町など、連綿と伝えられてきた伝統文化と古い歴史を持

つまちであり、木曽の清流や市域の約半分を占める東部丘陵に代表される豊

かな自然を身近に感じることができるまちでもあります。

　また、丘陵地帯に存在する成田山、大縣神社などの社寺、全国的に見ても

個性的な存在である博物館明治村、日本モンキーパークなどに代表される魅

力的な観光施設、市東部の今井地区や池野地区などで見られる山間の農地

と集落から形成される日本の伝統的な農村風景、地区計画を指定した丸山地

区や橋爪・五郎丸地区、あるいは桃山台や四季の丘などの整然とした美しい

住宅地、楽田や高根洞の工業団地で見られる広い敷地を有した工業団地独

自の風景など、地域によってさまざまな表情を持った景観が存在します。

　このように、多様な景観要素を有する犬山市では、第４次総合計画におい

て、将来像を「木曽の流れに古城が映え ふれあい豊かなもりのまち犬山」とし

て位置づけ、多彩なまちの風景や営みのあるオンリーワンのまちづくりを目指

しています。

　景観に関連する記述では、特に“犬山らしさ”の創造を目指し、城下町地区で

の景観の保全・創造や、木曽川、東部丘陵などの自然景観の保全・活用など、

各地域の特色ある美しい景観づくりを住民組織などと協働で進めていくととも

に、まちづくりの原動力として、犬山祭をはじめとする伝統文化の保存・継承と

あわせて、郷土の特性を最大限に生かした新たな犬山文化を創造することが

必要であるとされています。

　また、現存する日本最古と言われる天守閣を有し、犬山の“ランドマーク”で

もある国宝犬山城については、改めてその価値に着目するとともに、「世界遺

産」への登録を視野に入れ、周辺地区も含めてそれにふさわしい景観づくりを

実現するためのさらなる検討や取組みを進めていくことが必要です。

　私たちは、こうした世界にも誇り得る歴史と文化、そして豊かな自然や優れた

眺望などの多様な資源を再認識するとともに、これまでと同じように、市民や

事業者、ＮＰＯなどと行政が協働して、美しく守り、育み、さらには新たな資源を

創出することで、地域に愛着と親しみを持ち、いつまでも暮らし続けていきたい

と思えるようなまちづくり、景観づくりを目指します。

愛知県 岡崎市 基本理念

美しく風格ある岡崎の創生

～自然・歴史・くらしをつなぎ、誇りと愛着を育む景観まちづくり～

愛知県 常滑市 基本理念 生産や生活の場を守り育てる景観まちづくり

愛知県 豊田市 目指すべき景観像

人と自然と産業が響きあう

いちばん美しいまち・豊田



「町」としての計画

表現 文言

北海道 長沼町

理念

（計画のテーマ）

「いただきます」暮らしがつくる長沼の豊かな風景

～一人ひとりの取り組みが「長沼ブランド」を育てる～

北海道 東川町 基本理念 人と自然がおりなす輝きの大地ひがしかわ

北海道 当別町 基本目標

（１）自然景観の保全、活用

－水と緑の豊かな自然景観をまもる－

（２）農村景観の整備、活用

－当別農業のブランド力を高める景観形成－

（３）特色ある市街地景観の形成

－美しく、個性的な市街地景観の形成－

（４）未来の景観を担う人づくり

－子ども達や地域で景観を考える場をつくる－

（５）景観づくりへの参加、ルールづくり

－行政、住民の協働による景観づくり－

北海道 清里町 基本理念

○ 人とまちが輝く景観づくり

○ 人と自然が共生する景観づくり

○ 未来につなぐ景観づくり

北海道 清里町 基本目標

○ 山並み・森・水辺を守り、継承する

○ 農村景観を守り、継承する

○ 周辺の景観と調和したまちなみを育てる

○ 豊かな空間づくりに特性を活かす

群馬県 中之条町 理念

スケッチに残してほしい風景がある

「ふるさと風景ノート」

群馬県 中之条町 目標 美しいまちに住む幸せを感じ　愛着と誇りの景観づくり

群馬県 板倉町 基本理念 板倉らしい生活文化を守り、育み、美しい風景をつくる

群馬県 板倉町 基本目標

基本目標1　風景の骨格となっている水田・農地、河川等の水辺を守り育む

基本目標2　身近な生活環境を豊かなものにする

基本目標3　地域が培ってきた歴史や文化的な資産を保全し、活用する

群馬県 下仁田町 基本理念 町民みんなでのぞむ下仁田の景観

神奈川県 真鶴町 目標（ビジョン） 真鶴町の海に『夜光虫』を蘇らせ、町に美しく豊かな眺めを創造する

神奈川県 大磯町 基本目標（将来像）

町民が愛着と誇りを基に自ら創りだす、豊かな自然に歴史と文化が薫る美

しい景観のまち　大磯

大阪府 太子町 基本理念

住みたい町・訪れたい町 太子町

「太子らしい個性的な、魅力あふれる 『和』の景観まちづくり」

奈良県 斑鳩町 目標 魅力ある自然・歴史・町並みが織りなす斑鳩の里の景観の保全と創出

奈良県 斑鳩町 基本理念

●山並みを背景に田園の中に社寺や旧集落が点在する斑鳩の里の景観

を保全し、次世代に継承していきます。

●斑鳩の里をかたちづくる田園景観や歴史景観と調和した、緑豊かで落ち

着いた市街地景観をつくりだします。

●くらしの中で自然や歴史を学び体験することで斑鳩の里のよさを再認識

し、住民自らが誇りに思える景観まちづくりを推進します。

●幹線道路の沿道やＪＲ法隆寺駅周辺地域などでは、斑鳩の里にふさわ

しい、にぎわいと活力のある市街地景観をつくりだします。

●町民・事業者・ＮＰＯ、行政が、斑鳩町の将来像を共有し、協働して、地

域のまちづくりとともに、景観まちづくりを推進します。

岡山県 早島町 基本的な目標

　町には、多くの人々の思いと努力によって、数々の美しい景観が引き継

がれています。美しい景観は、日々の生活に潤いと安心感を与え、人々の

心のありようとも深く関係しており、まさにこれらは、現在の町民の誇りと

なっています。

　今後も私たちが自分たちの町に誇りと敬愛をもって生活していくために、

これらの景観を保全・育成し、町全域が風格のある美しいたたずまいの

町、言わば「美感のまち」であり続ける必要があります。この「美感のまち早

島の実現」を、景観形成の基本的な目標とします。

　特に、町を代表する景観である「いかしの舎」を始めとする伝統的な形

態、意匠を有する建築物や路地に残る土塀、干拓の歴史を物語る水路な

どは、町が誇る景観資源であり、その保全を図る必要があります。

島根県 奥出雲町 基本理念 縁（えにし）による景観づくり

香川県 宇田津長 基本目標

自然に抱かれ、歴史・文化とにぎわいが融和するまち　宇田津

～美しく輝くまちを未来へ繋ぐ　いざ私たちの手で～

香川県 上島町 目標 美しい瀬戸内の島の景観の保全・育成と眺望景観の活用

高知県 梼原町 基本方向 木と水をいかした、やすらぎともてなしのあるまちなみづくり

自治体名



高知県 中土佐町 基本理念

　中土佐町は最後の清流「四万十川」の源流域の里と、全国に名を馳せる

鰹の一本釣りの漁師町であり、山、川、海の自然豊かな町です。

　これらの自然を基礎とし、人々の生産活動等により形成された文化的景

観は、人、自然、文化が調和しつくりあげられ「中土佐らしい景観」を見せて

います。

　こうした景観特性を踏まえ、豊かな自然と長い歴史を通じて形成された風

土を活かし、中土佐らしい景観を保存、創造し豊かな地域社会を象徴する

景観づくりを進めていきます。

高知県 中土佐町 目標（目指すべき方向）

「四万十」・「黒潮」 共に生きてきた誇り、守ろう、創ろう、ふるさと中土佐「絵

になる風景」

高知県 津野町 理念・目標

理念

　緑豊かな山林、四季折々の変化を見せる自然景観や農村風景、四季を

通じて執り行われる様々な祭りや神事など、今我々が享受している美しい

景観や心なごむ生活空間、そして伝統行事は風土や歴史また文化の表れ

であり、この地に生活する人々によって創造され、受け継がれてきた町民

のかけがえのない共有の財産である。

　ついては、これからかけがえのない財産を次代に残していくために、「景

観は公のもの」を礎として、更に質の高い景観形成を進めていくものとす

る。

高知県 津野町 目指すべき方向 自然と歴史と文化が織り成す津野の景観づくり

長崎県 新上五島町 基本理念

　本町の特徴は雄大な自然景観を持つ島々に、人々の生活や信仰、地域

の文化などが溶け込んだ情緒ある景観を呈していることです。町民はこの

豊かな自然と営み景観を誇りにしており、この景観を守り育てる必要があり

ます。

　本計画は新上五島町の豊かな自然景観と人々の営み景観を保全する方

針を示しつつ、同時に将来へ継承しまたは発展させていくための景観づく

りの仕組みを用意することによって、町民と行政が連携し、町民や本町を

訪れる人が潤いと安らぎを感じることができ、新たな出会いと文化を創造し

ていくことを基本理念とします。

長崎県 新上五島町 基本目標 海と山、歴史と文化を基に、潤いと安らぎを与える景観を育てる


