
 

 
 
 
 
 

●●  景景観観重重要要建建造造物物のの指指定定のの方方針針  
①①  地地域域のの特特徴徴的的なな景景観観をを生生みみ出出すすシシンンボボルルととななっってていいるる。。  
②②  伝伝統統的的なな様様式式やや個個性性的的なな手手法法でで構構成成・・築築造造さされれてていいるる。。  
③③  地地域域住住民民にに広広くく認認識識さされれ、、親親ししままれれてていいるる。。  
④④  所所有有者者・・管管理理者者にに継継続続的的なな保保全全のの意意向向ががああるる。。  
⑤⑤  今今後後、、地地域域景景観観のの形形成成をを図図るるううええでで重重要要なな位位置置づづけけががああるる。。  

 
●●  景景観観重重要要樹樹木木のの指指定定のの方方針針  

①①  地地域域のの歴歴史史風風土土やや自自然然環環境境ととのの調調和和等等にによよりり、、そそのの樹樹容容がが景景
観観上上のの特特徴徴をを有有ししてていいるる。。  

②②  地地域域住住民民にに広広くく認認識識さされれ、、親親ししままれれてていいるる。。  
③③  所所有有者者・・管管理理者者にに継継続続的的なな保保全全のの意意向向ががああるる。。  
④④  今今後後、、地地域域景景観観のの形形成成をを図図るるううええでで重重要要なな位位置置づづけけががああるる。。  

 
 
 
 

景景観観重重要要公公共共施施設設  景景観観形形成成方方針針  

道道  路路  

□□道道路路内内のの施施設設はは路路線線毎毎にに統統一一感感ののああるるももののととすするる。。  
□□植植栽栽のの可可能能なな幹幹線線道道路路はは緑緑化化をを推推進進すするる。。  
□□道道路路付付属属物物はは周周辺辺又又はは後後背背地地のの景景観観ととのの調調和和にに配配慮慮すするる。。  
□□歴歴史史的的・・伝伝統統的的なな道道筋筋ににつついいててはは、、沿沿道道景景観観とと一一体体ととななっったた町町並並みみ景景観観のの創創出出をを図図

るる。。  

河河  川川  

□□水水辺辺やや広広々々ととししたた草草地地等等をを活活用用しし、、貴貴重重なな自自然然景景観観のの保保全全をを図図るる。。  
□□護護岸岸ににはは自自然然素素材材ややここれれをを模模ししたたももののをを用用いいるるななどど、、自自然然環環境境にに配配慮慮ししたた景景観観をを形形

成成すするる。。  
□□緑緑道道のの整整備備等等にによよるる歩歩行行者者空空間間のの確確保保ななどど、、町町民民にに愛愛着着とと潤潤いいをを感感じじささせせるる景景観観整整

備備をを図図るる。。  

公公  園園  
□□地地域域のの顔顔ととななるるよよううなな緑緑化化等等をを積積極極的的にに行行うう。。  
□□周周囲囲のの景景観観とと調調和和ししたた施施設設デデザザイインンのの形形成成をを図図るる。。  
□□自自然然素素材材のの使使用用にに努努めめ、、他他素素材材をを使使用用すするる場場合合ににはは色色彩彩等等にに配配慮慮すするる。。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

町町民民みみんんななででののぞぞむむ下下仁仁田田のの景景観観  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  景景観観重重要要建建造造物物又又はは景景観観重重要要樹樹木木のの指指定定のの方方針針 

以以下下のの指指定定のの方方針針にに基基づづきき、、景景観観重重要要建建造造物物、、景景観観重重要要樹樹木木をを指指定定すするる。。  

  景景観観公公共共施施設設のの整整備備にに関関すするる方方針針 

景観重要建造物の 
イメージ 

景観重要樹木の 
イメージ 

以以下下のの指指定定のの方方針針にに基基づづきき、、景景観観重重要要公公共共施施設設をを指指定定すするる。。  

  
屋屋外外広広告告物物のの表表示示及及びび屋屋外外広広告告物物をを掲掲出出すするる物物件件のの設設置置にに関関すするる

行行為為のの制制限限にに関関すするる事事項項
●●  基基本本的的事事項項  

屋屋外外広広告告物物のの表表示示等等ににああたたっっててはは、、周周辺辺のの景景観観
ととのの調調和和にに十十分分配配慮慮すするるここととととすするる。。  

ままたた、、屋屋外外広広告告物物のの面面積積やや高高ささ、、形形状状、、掲掲出出方方
法法ななどどにに関関すするる制制限限ににつついいててはは、、「「群群馬馬県県屋屋外外広広告告
物物条条例例」」をを参参考考にに、、必必要要にに応応じじてて、、（（仮仮称称））下下仁仁田田
町町屋屋外外広広告告物物条条例例でで定定めめ、、規規制制・・誘誘導導をを図図るる。。  

●●  行行為為のの制制限限にに関関すするる事事項項  
①①  街街並並みみのの調調和和やや統統一一感感をを勘勘案案しし、、周周辺辺景景観観へへのの影影

響響にに配配慮慮ししたた位位置置、、規規模模、、色色彩彩、、デデザザイインンととすするる。。  
②②  歩歩行行者者等等かかららのの見見ええ方方にに配配慮慮すするるととととももにに、、歩歩行行

者者等等のの移移動動をを阻阻害害ししなないい位位置置にに掲掲出出すするる。。  
③③  屋屋上上広広告告やや壁壁面面広広告告ななどど建建築築物物にに附附帯帯ししてて掲掲出出すす

るる屋屋外外広広告告物物ににつついいててはは、、建建築築物物のの外外壁壁とと調調和和しし
たた色色彩彩、、デデザザイインン及及びび構構造造ととすするる。。  

④④  全全国国共共通通ののデデザザイインンででああっっててもも、、背背景景色色とと図図やや文文
字字のの色色のの反反転転ななどどをを考考慮慮すするる。。  

  景景観観ままちちづづくくりりのの推推進進にに向向けけてて 

●●  町町民民、、事事業業者者のの景景観観ままちちづづくくりりにに対対すするる  
取取組組みみのの推推進進  

①①景景観観計計画画のの周周知知  ②②景景観観学学習習のの充充実実  
③③表表彰彰制制度度のの設設立立  ④④景景観観アアドドババイイザザーーのの設設置置  
⑤⑤住住民民提提案案制制度度のの周周知知  

●●  景景観観ままちちづづくくりりにに向向けけたた施施策策展展開開  
①①景景観観重重点点区区域域のの追追加加指指定定  ②②景景観観重重要要建建造造物物等等のの指指定定  
③③景景観観地地区区、、準準景景観観地地区区のの指指定定  ④④景景観観協協定定締締結結のの促促進進  
⑤⑤屋屋外外広広告告物物条条例例、、景景観観農農業業振振興興地地域域整整備備計計画画のの導導入入検検討討  

●●  景景観観ままちちづづくくりりのの推推進進体体制制  
①①景景観観審審議議会会  ②②景景観観整整備備機機構構  ③③景景観観協協議議会会  ④④庁庁内内体体制制のの充充実実  

  

景景観観計計画画のの対対象象

をを下下仁仁田田町町全全域域とと

ししてて、、特特にに重重点点的的

にに景景観観形形成成をを進進めめ

るる地地区区をを景景観観重重点点

区区域域ととししてて、、「「荒荒船船

風風 穴穴 周周 辺辺 地地 区区 」」、、

「「本本宿宿地地区区」」のの２２

地地区区をを指指定定すするる。。  

●●  そそももそそもも景景観観ととはは……  ●●  景景観観計計画画はは景景観観ままちちづづくくりりのの出出発発点点！！  

景
観

■■  景景色色（（＝＝目目のの前前にに広広ががるる眺眺めめ、、自自然然のの眺眺めめ））。。  

■■  眺眺めめ（（＝＝見見渡渡ししたた景景色色））。。  

■■  情情景景（（＝＝人人のの心心をを動動かかすす風風景景やや場場面面））。。  

■■  目目にに映映っったた印印象象。。  

■■  物物事事のの様様子子、、状状態態。。  

■■（（接接尾尾語語））考考ええ方方、、見見方方のの意意。。  

①①  地地域域のの個個性性やや特特色色をを分分かかりりややすすくく特特徴徴づづけけるるもものの  
②②  歴歴史史、、風風土土、、伝伝統統ななどどがが背背景景ととななっっててつつくくらられれるるもものの  
③③  人人々々のの暮暮ららししにに深深くく関関わわるるもものの  

景景観観計計画画はは、、「「地地域域のの景景観観形形成成のの総総合合的的なな基基本本計計画画」」ととななるる。。

景景観観計計画画でではは、、下下記記のの内内容容をを定定めめるる。。  

①①  景景観観計計画画区区域域  

②②  良良好好なな景景観観形形成成にに関関すするる方方針針  

③③  行行為為のの制制限限にに関関すするる事事項項  

④④  景景観観重重要要建建造造物物、、景景観観重重要要樹樹木木のの指指定定のの方方針針  

⑤⑤  良良好好なな景景観観形形成成にに必必要要なな事事項項（（公公共共施施設設、、屋屋外外広広告告物物））  

⑥⑥  景景観観ままちちづづくくりりのの推推進進にに向向けけてて  

下下  仁仁  田田  町町  景景  観観  計計  画画  

景景観観計計画画ととはは…… 

景景観観計計画画区区域域 

■お問い合わせ■ 
下仁田町農林建設課 
〒370-2601 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田 682 
TEL:0274-82-2111 FAX:0274-82-5766 E-mail: kensetu@town.shimonita.lg.jp 



 

 
 
 
 
 

－－自自然然・・歴歴史史・・文文化化・・ににぎぎわわいいをを育育むむ  美美ししいいふふるるささとと景景観観づづくくりり－－  
 

① みどりの景 ④ 生活の景 
◎◎良良好好なな山山並並みみ景景観観のの保保全全 ◎◎環環境境にに配配慮慮ししたた快快適適にに暮暮ららせせるる住住宅宅地地景景観観づづくくりり 
◎◎自自然然景景観観・・自自然然環環境境をを活活かかししたた体体験験空空間間のの整整備備 ◎◎賑賑わわいいああるる商商店店街街のの景景観観づづくくりり 

② うるおいの景 ◎◎良良好好なな田田園園環環境境とと調調和和ししたた集集落落景景観観のの保保全全・・整整備備  
◎◎河河川川・・水水辺辺のの潤潤いいああるる景景観観づづくくりり ◎◎魅魅力力ああるる沿沿道道景景観観のの形形成成  
◎◎水水とと緑緑のの拠拠点点づづくくりり ⑤ にぎわいの景  

③ 歴史の景 ◎◎魅魅力力ああるる景景観観資資源源のの提提供供  
◎◎史史跡跡・・文文化化財財周周辺辺のの景景観観づづくくりり ◎◎伝伝統統文文化化のの継継承承とと景景観観づづくくりりへへのの取取組組みみ  
◎◎景景観観重重要要建建造造物物やや景景観観重重要要樹樹木木のの指指定定   

 
 

－－町町のの歴歴史史ををつつむむぐぐ  美美ししいい景景観観遺遺産産のの継継承承－－  
 

① 荒船風穴周辺地区 ② 本宿地区 
◎◎近近代代文文化化遺遺産産のの維維持持・・保保全全とと活活用用 ◎◎歴歴史史的的・・伝伝統統的的なな雰雰囲囲気気をを大大切切ににししたた街街並並みみづづくくりり

 
 
 
 

行行  為為  届届出出対対象象行行為為基基準準  

新新  築築  ○○すすべべてて対対象象  

増増改改築築  

移移転転、、撤撤去去  
○○行行為為にに係係るる床床面面積積 1100 ㎡㎡超超  

外外観観のの修修繕繕  

外外観観のの模模様様替替ええ  

建建
築築
物物  

外外観観のの色色彩彩のの変変更更  

○○行行為為にに係係るる面面積積 1100 ㎡㎡超超  

以以下下にに示示すす工工作作物物のの新新築築、、増増改改築築、、移移転転、、撤撤去去、、外外観観のの修修繕繕、、外外観観のの模模様様替替ええ、、外外観観のの色色彩彩のの変変更更  

①①ささくく、、塀塀、、門門のの類類  ○○高高ささ 11..55mm 超超  

②②電電波波塔塔、、物物見見塔塔、、装装飾飾塔塔のの類類  

③③煙煙突突、、排排気気塔塔のの類類  

④④高高架架水水槽槽、、冷冷却却塔塔のの類類  

⑤⑤鉄鉄筋筋ココンンククリリーートト、、金金属属製製のの柱柱のの類類  

○○高高ささ 55mm 超超  

⑥⑥電電線線路路又又はは空空中中線線系系（（そそのの支支持持物物をを含含むむ））  ○○高高ささ 1100mm 超超  

⑦⑦観観覧覧車車等等のの遊遊戯戯施施設設のの類類  

⑧⑧アアススフファァルルトトププラランントト  

⑨⑨自自動動車車車車庫庫用用のの立立体体施施設設  

⑩⑩石石油油等等のの貯貯蔵蔵、、処処理理施施設設  

⑪⑪汚汚水水処処理理施施設設等等のの類類  

工工
作作
物物  

⑫⑫彫彫像像、、記記念念碑碑のの類類  

○○高高ささ 55mm かかつつ築築造造面面積積 1100mm22 超超  

土土地地のの区区画画形形質質のの変変更更  

地地形形のの外外観観のの変変更更をを伴伴うう鉱鉱物物のの採採掘掘又又はは土土石石等等のの採採取取  
○○高高ささ 11..55mm かかつつ面面積積 330000mm22 超超  

屋屋外外ににおおけけるる物物品品のの集集積積又又はは貯貯蔵蔵  ○○高高ささ 11..55mm かかつつ面面積積 110000mm22 超超  

木木竹竹のの伐伐採採又又はは植植栽栽【【※※荒荒船船風風穴穴周周辺辺地地区区ののみみ】】  ○○面面積積 11,,000000mm22 超超  
 

※※  届届出出のの対対象象除除外外ととななるる行行為為  

①①  通通常常のの管管理理行行為為、、軽軽易易なな行行為為【【地地下下にに設設けけるる建建築築物物のの建建築築等等、、農農林林漁漁業業をを営営むむたためめにに行行うう行行為為  ……  等等】】 
②②  非非常常災災害害ののたためめ必必要要なな応応急急措措置置ととししてて行行うう行行為為 
③③  そそのの他他景景観観条条例例にに定定めめるる行行為為  

 
 
 
 
 

対対  象象  事事  項項  景景観観形形成成基基準準  

位位  置置  
◎◎  樹樹姿姿又又はは樹樹勢勢がが優優れれたた樹樹木木、、水水辺辺等等がが敷敷地地内内ににああるる場場合合ににはは、、一一体体的的なな整整備備等等をを

行行いい、、修修景景にに生生かかせせるるよよううにに配配置置すするるこことと。。  

規規  模模  ◎◎  周周囲囲のの町町並並みみ及及びび周周辺辺のの景景観観とと調調和和ししたた高高ささ及及びび規規模模ととすするるこことと。。  

形形  態態  
◎◎  周周辺辺のの建建築築物物のの屋屋根根形形状状にに配配慮慮しし、、建建築築物物群群ととししてて良良好好なな景景観観ととななるるよよううなな形形状状

ととすするるこことと。。  

色色  彩彩  

◎◎  基基調調ととすするる屋屋根根のの色色彩彩（（たただだしし、、素素材材色色ははここのの限限りりででははなないい。。））  

色色相相 1100YY  ～～  色色相相 1100BBGG（（色色相相 1100YY はは含含ままなないい））：：彩彩度度 44 以以下下。。  

色色相相 1100BBGG  ～～  色色相相 1100BB（（色色相相 1100BBGG はは含含ままなないい））：：彩彩度度 88 以以下下。。  

色色相相 1100BB  ～～  色色相相 1100RRPP（（色色相相 1100BB はは含含ままなないい））：：彩彩度度 44 以以下下。。  

色色相相 1100RRPP  ～～  色色相相 1100YY（（色色相相 1100RRPP はは含含ままなないい））：：彩彩度度 66 以以下下。。  

無無彩彩色色：：制制限限ななしし。。  

◎◎  基基調調ととすするる外外壁壁のの色色彩彩（（素素材材色色ははここのの限限りりででははなないい。。））  

色色相相 1100RR  ～～  色色相相 1100YYRR（（色色相相 1100RR はは含含ままなないい））：：彩彩度度 88 以以下下。。  

色色相相 1100YYRR  ～～  色色相相 1100BB（（色色相相 1100YYRR はは含含ままなないい））：：彩彩度度 66 以以下下。。  

色色相相 1100BB  ～～  色色相相 1100PPBB（（色色相相 1100BB はは含含ままなないい））：：彩彩度度８８以以下下。。  

色色相相 1100PPBB  ～～  色色相相 1100RR（（色色相相 1100PPBB はは含含ままなないい））：：彩彩度度 66 以以下下。。  

無無彩彩色色：：制制限限ななしし。。  

建建築築物物  

意意  匠匠  
◎◎  変変化化ののなないい単単調調なな壁壁面面をを避避けけ、、周周囲囲ととのの調調和和にに配配慮慮すするるこことと。。  

◎◎  付付帯帯施施設設はは、、ままちちななみみ形形成成にに留留意意ししたた意意匠匠ととななるるよよううにに配配慮慮すするるこことと。。  

位位  置置  

◎◎  山山陵陵のの近近傍傍ににああっっててはは、、稜稜線線をを乱乱ささなないいよよううににしし、、尾尾根根かかららででききるる限限りり低低いい位位置置

ととすするるこことと。。  

◎◎  背背景景地地ににああるる自自然然景景観観をを損損ななわわなないいよよううにに配配慮慮すするるこことと。。  

規規  模模  ◎◎  周周囲囲のの町町並並みみ及及びび周周辺辺のの自自然然景景観観とと調調和和ししたた高高ささ及及びび規規模模ととすするるこことと。。  

形形  態態  
◎◎  敷敷地地のの境境界界をを囲囲うう場場合合ににはは、、原原則則ととししてて生生けけ垣垣やや防防犯犯性性にに配配慮慮ししたた高高ささやや形形態態のの

ブブロロッックク塀塀ななどどをを設設置置すするるこことと。。  

色色  彩彩  

◎◎  携携帯帯基基地地局局のの鉄鉄塔塔はは、、以以下下のの色色彩彩をを基基調調ととすするる。。  

色色相相ＲＲ・・ＹＹＲＲ・・ＹＹ：：彩彩度度 33 以以下下、、明明度度 33 以以下下。。  

◎◎  そそのの他他のの工工作作物物はは、、建建築築物物とと同同様様のの色色彩彩をを基基調調ととすするる。。  

工工作作物物  

意意  匠匠  ◎◎  ままちちななみみ形形成成にに留留意意ししたた意意匠匠ととななるるよよううにに配配慮慮すするるこことと。。  

屋屋外外ににおおけけ

るる物物品品のの集集

積積又又はは貯貯蔵蔵  

集集積積、、貯貯蔵蔵

のの方方法法及及びび

遮遮蔽蔽  

◎◎  物物品品をを積積みみ上上げげるる場場合合ににはは、、高高ささをを抑抑ええ、、周周囲囲にに圧圧迫迫感感をを与与ええなないいよよううににすするるここ

とと。。  

◎◎  周周囲囲のの道道路路かからら目目立立つつ場場合合はは、、遮遮蔽蔽にに配配慮慮ししたた敷敷地地内内及及びび敷敷地地周周囲囲のの緑緑化化にによよ

りり、、影影響響のの軽軽減減をを行行ううこことと。。  

地地形形のの外外観観

のの変変更更をを伴伴

うう鉱鉱物物のの掘掘

採採又又はは土土石石

等等のの採採取取  

遮遮蔽蔽及及びび事事

後後のの措措置置  

◎◎  鉱鉱物物のの掘掘採採やや土土石石等等のの採採取取をを行行うう際際にに、、周周囲囲のの道道路路かからら目目立立つつ場場合合はは、、遮遮蔽蔽にに配配

慮慮ししたた前前面面のの緑緑化化やや遮遮蔽蔽樹樹林林ななどどにによよるる影影響響のの軽軽減減をを行行ううこことと。。  

◎◎  掘掘採採又又はは採採取取後後のの法法面面等等はは、、周周辺辺景景観観ととのの調調和和にに配配慮慮しし、、十十分分なな緑緑化化をを行行ううこことと。。  

土土地地のの区区画画

形形質質のの変変更更  

土土地地のの形形状状

及及びび緑緑化化  

◎◎  法法面面及及びび擁擁壁壁はは、、周周辺辺景景観観ととのの調調和和にに配配慮慮しし、、前前面面のの緑緑化化やや遮遮蔽蔽樹樹林林等等にによよるる影影

響響のの軽軽減減をを行行ううこことと。。  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

●●  景景観観形形成成区区域域のの方方針針 

●●  景景観観重重点点区区域域のの方方針針 

下下仁仁田田町町景景観観計計画画区区域域のの方方針針ととししてて５５つつのの景景観観資資源源のの類類型型化化別別にに設設定定しし、、景景観観重重点点区区域域ににつついいててはは、、そそれれらら

方方針針にに加加ええ、、地地区区のの特特性性をを踏踏ままええたた景景観観形形成成方方針針をを設設定定すするる。。  

良良好好なな景景観観形形成成にに関関すするる方方針針 

届届出出対対象象行行為為基基準準 

  

良良好好なな景景観観形形成成にに関関すするる方方針針をを踏踏ままええ、、ここれれをを実実現現すするるたためめ、、景景観観計計画画区区域域、、景景観観重重点点区区域域ににおおけけるるほほぼぼすす

べべててのの建建築築行行為為等等をを対対象象ととししてて、、以以下下のの基基準準をを満満たたすすここととをを要要すするる。。  

※※景景観観計計画画区区域域ににおおけけるる代代表表的的なな基基準準をを以以下下にに示示すす  

景景観観形形成成基基準準 

周周辺辺のの建建築築物物のの屋屋根根形形状状にに配配慮慮  

金金網網フフェェンンススへへのの配配慮慮  

既既存存植植物物のの活活用用、、管管理理  

付付帯帯施施設設へへのの配配慮慮  

単単調調なな壁壁面面をを避避けけたた建建具具のの工工夫夫  
地地域域でで産産出出ししたた材材料料のの使使用用  

老老朽朽化化にに対対すするる補補修修  

自自然然景景観観にに調調和和ししたた高高ささ  

物物品品のの積積みみ上上げげ時時はは高高ささをを抑抑ええるる  

堆堆積積がが目目立立つつ場場合合はは影影響響のの軽軽減減にに配配慮慮  

敷敷地地内内のの十十分分なな緑緑化化  


