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南九州市では、市、市民及び事業者相互の連携及び協力の下に、良好な景観形成を図り、地域の特性

を活かした個性豊かで魅力的なまちづくりの実現に寄与することを目的に、令和 2 年度から南九州市

景観計画の策定に向けて、取り組んできました。

このたび、南九州市景観計画及び景観条例の案がまとまりましたので、この案に対するパブリック

コメントを募集いたします。

景観条例の制定は令和 4 年 4 月 1 日で、6 月 1 日から届出等をしていただく予定です。

「南九州市景観計画」は、本市の景観づくりに関する基本的な方向性や考え方、景観誘導のルール、

取組み等を示すことにより、市民・事業者・行政の協働による景観まちづくりを推進し、本市の良好な

景観を保全、育成、活用することで、地域への誇りや愛着の醸成、生活環境の向上、まちの魅力や活力

の創出に繋げることを目的に策定します。

◆景観計画の内容

①届出制度・・・・・・・・・・・一定規模以上の行為に対し、景観が守られるよう協議します

②景観形成基準・・・・・・・・・建築物のデザインなど、景観づくりのための具体的な基準です

③景観形成重点地区等・・・・・・より景観に配慮したまちづくりを推進します

④景観重要路線等・・・・・・・・観光資源になり得る重要な道路等を守るための指定制度です

⑤景観重要建造物等・・・・・・・地域の重要な景観資源を守るための指定制度です

⑥助成制度・・・・・・・・・・・市民による、地域の景観まちづくりを費用面で支援します

以下、それぞれの内容を詳しく説明します。

規模の大きい建築物・工作物等は、周囲の景観に大きな影響を及ぼすことから、景観計画区域内

(南九州市全域)において、一定規模以上の建築物の確認や工作物の確認、開発行為等は届出を必要

とし、規制・誘導を行います。

■届出の流れ

南九州市景観計画策定に向けて

南九州市景観計画書(案)の概要

①届出制度

事前相談/事前協議

景観アドバイザー※１

景観審議会

行為の届出

適合審査

勧告

是正

変更命令

行為の着手 完了の届出

行為着手の 30 日前まで※２

※１：必要に応じて意見を聞く。

※２：短縮可能

適合
不適合

自治体が独自に

定める事項

景観法に定められ

ている事項



■届出対象行為

建物や工作物の高さ・色・デザインなどの景観形成上の指針として、「景観形成基準」を設定し

ます。

分類 行為の種類 対象行為規模

建築物
新築、増築、改築又は

移転

・延べ床面積が 500 ㎡を超えるもの

・高さが 13m を超えるものもしくは地上 3階以上のもの

工作物
新築、増築、改築又は

移転

煙突 高さ 6m を超えるもの

鉄柱、木柱等 高さ 15m を超えるもの

広告塔、記念塔等 高さ 4m を超えるもの

高架水槽･物見塔等 高さ 8m を超えるもの

擁壁 高さ 2m を超えるもの

製造施設、貯蔵施設、自動車車

庫、汚物処理場、ごみ焼却場等

高さ 8m を超える

サイロ等

太陽電池発電設備…出力 10 kw 以上かつ面積 1,000 ㎡以上

風力発電設備………出力 20kW 以上

上記建築物・工

作物の条件を

満たすもの

外観変更を伴う修繕、模

様替え、色彩の変更
全体見付面積の 1／2 以上のもの

開発行為
都市計画法第４条第12項

に規定する開発行為
開発面積が 3,000 ㎡以上のもの

土地の開墾等
土地の開墾、土質の変更、

土砂の採取、鉱物の採掘

都市計画区域内は 1,000 ㎡以上のもの

都市計画区域外は 3,000 ㎡以上のもの

木竹の伐採 木竹の伐採
地域森林計画の対象となっている森林で、3,000 ㎡以上の

もの

屋外における

物件の堆積

土石、廃棄物、再生資源等

の堆積

面積 500 ㎡以上で高さが 3m 以上かつ仮置き期間が 3か月

以上

屋外広告物

鹿児島県屋外広告物の許

可が必要ないもの
高さが 4m を超えるもの

鹿児島県屋外広告物の許

可が必要なもので新設又

は意匠色彩の変更

すべて(事前協議が必要となります)

②届出対象行為

配置
地域の景観を特徴づけてい

る山、茶畑、田畑や海、河

川等への眺めと調和した配

置・規模とする

高さ
背景となる山並みや丘陵地

及び田園から突出しない高

さとなるよう配慮する

色彩

地域の景観及び既存の町並

みに配慮した色彩とし、突

出した印象の色彩を避ける

外構・緑化

駐車場、駐輪場、ごみ集積

所等は、公共の場からでき

る限り見えないように設置

する

形態・意匠

周辺の自然環境や田園景観、眺望景観と調和

し、落ち着いてまとまりのある形態・意匠、

素材とする



景観形成重点地区…地区(住民)レベルで、景観まちづくりの方針、景観形成基準等を住民の同意

のもと決定し、きめ細やかに建築物等の規制誘導を進めていく地区。

景観形成重点地区候補地は、現在 8 地区となっており、今後、これらの地区を景観形成重点地区

として、指定に向けて推進していきます。

景観重要路線は、14 路線と鉄道 1 路線、景観重要河川は 8 河川を指定候補路線等とし、今後良

好な景観を形成する景観重点区間を設定します。

■景観重要路線

③景観形成重点地区・景観推進地区の指定

④景観重要路線・景観重要河川の指定

国道 226 号

種別 路線名

国道 225号

国道 226号

地域高規格道路 南薩縦貫道

主要地方道 指宿スカイライン

主要地方道 頴娃川辺線

主要地方道 谷山知覧線

主要地方道 石垣加世田線

一般県道 石垣喜入線

種別 路線名

一般県道 霜出南別府線

市道 上之口麓線

市道 清水古殿線

市道 野崎清水線

市道 木佐貫原上線

広域農道 南薩広域農道

鉄道 ＪＲ指宿枕崎線

JR 指宿枕崎線(御領駅)

伝統的建造物群保存地区を中心とし、麓集落の

武家屋敷や庭園・石垣等のある地区で、歴史的

景観を呈する地区

知覧特攻平和会館を中心とし、灯篭と桜並木、イチ

ョウ並木、振興住宅が広がる地区

瀬平自然公園や釜蓋神社、番所鼻自然公園、開聞岳

と東シナ海の眺望に黒松があり、風光明媚な海浜景

観のあるエリア

開聞岳や薩摩半島および屋久島周辺の島々を遠望

でき、海岸線を見下ろすことができる

高台にある展望台から、開聞岳や大野岳等周辺の山

並み、広々とした茶畑景観を眺望できる地区

永里川の自然景観や歴史的資源の景観が多くあり、

平地部には集落と水田景観が広がる
県内三大市の川辺二日市を行う川辺地域の中心市

街地の景観

万之瀬川を軸としたレクリエーション施設の岩屋

公園の親水景観や、清水の湧水等の水環境の景観、

清水磨崖仏等の歴史的景観のある地区



■景観重要河川

地域のシンボルとなっているものや、歴史的・景観的に重要なものを守っていくために、地域等

からの提案などにより、景観審議会の審議を経て、指定します。

〇景観推進事業補助金

地域の景観づくりの方針を定める「地域景観計画」を作る活動に補助

（対象事業）

景観形成重点地区の指定に向けた会議や研究会の開催、調査活動、自主的なルール作成や

景観に関する周知、広報活動、計画書作成に伴う委託料、景観アドバイザー及び専門家の派

遣等

〇景観改善事業補助金

景観スポットの整備や、景観を阻害する雑木の伐採等に補助

（補助要件）

①上記の景観推進事業補助金(ソフト事業)を活用して取り組んでいる団体

②地域景観計画を既に策定している団体又はこれに類似する景観に関する協定書等を作成

している団体

〇屋外広告物改修補助金

景観形成基準に合わない色合いの看板等を、基準内の色で塗り替えるときなどに補助

⑤景観重要建造物・樹木・公共施設・資産の指定

⑥景観づくりの推進に対する助成

景観重要建造物 景観重要樹木

景観重要公共施設（道路や河川、公園等）

野崎川 麓川 馬渡川

種別 河川名

二級河川 万之瀬川

二級河川 野崎川

二級河川 神殿川

二級河川 永里川

二級河川 麓川

二級河川 大谷川

二級河川 加治佐川

二級河川 馬渡川



南九州市景観計画(案)に対するパブリックコメントを以下のとおり、募集いたします。皆様からい

ただいたご意見は、南九州市景観計画及び南九州市景観条例の策定にあたり、貴重な意見として、参

考とさせていただきます。

◆公表場所

南九州市各庁舎及び南九州市ホームページ

〇知覧庁舎：都市計画課都市計画係

〇頴娃庁舎及び川辺庁舎：地域振興係

◆公表資料

・南九州市景観計画（本編）

・南九州市景観計画（資料編）

・景観計画 Q&A（事務手続編）

・景観計画 Q&A（景観形成基準編）

・南九州市景観条例(案)

・南九州市景観条例施行規則(案)

◆募集期間

令和 3 年 12 月 10 日～令和 4 年 1 月 11 日

◆意見の提出方法・提出先

所定の意見書に記入の上、いずれかの方法で提出してください。

提出方法 提出先等

1 持参 都市計画課都市計画係（知覧庁舎西別館 1 階）

2 郵送
〒897-0302 鹿児島県南九州市知覧町郡 6204 番地

南九州市役所 都市計画課都市計画係 宛

3 FAX 0993-83-3436

4 電子メール tosikei＠city.minamikyushu.lg.jp

南九州市景観計画(案)のパブリックコメント募集のお願い

お問い合わせ先

南九州市 都市計画課 都市計画係 ☎0993-83-2511（代表） 内線 2311・2312


