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１１１１．（．（．（．（仮称仮称仮称仮称））））土浦市景観条例制定土浦市景観条例制定土浦市景観条例制定土浦市景観条例制定のののの主旨主旨主旨主旨とととと構成構成構成構成    

 

  景観法の制定により，景観行政団体の特性に応じて，景観の観点から建築物や工作物等の景観誘導を行う

仕組みが創設され，平成 22年 11月 1日現在，景観法に基づく景観行政団体として 467の自治体が位置づ

けられており，その多くが景観法の枠組みを活用した景観形成施策を展開しようとしている。 

こうした中，景観法に基づく「（仮称）土浦市景観計画」の実効性を高め，運用していくためには，景観

法において景観行政団体の条例で定めることになっている事項（所謂，景観法委任条例）を条例で定め，

施行する必要がある。 

  なお，景観法委任条例を制定しない場合，建築物等の形態意匠に関する変更命令ができないほか，景観計

画区域内からあらゆる規模の建築物・工作物・開発行為が届出の対象となるため，届出事務が膨大になるお

それがある。 

  こうしたことから，景観計画を策定する際には，景観法委任条例を併せて制定することが望ましいとされ

ている。 

このほか，本市が，主体的な景観行政を司る景観行政団体として良好な景観形成を図るために，景観法の

諸制度と連動或いは補完する事項として，土浦市独自の取り組みを定め，景観法委任条例と合わせた「（仮

称）土浦市景観条例（以下，「条例」という。）」を策定する。 

 

○ 景 観 法：法律を活用した届出・勧告制度など，実効性のある規制誘導施策 

（届出対象行為，特定届出対象行為，勧告・変更命令，景観重要建造物・樹木制度等） 

→景観法に定められた制度を土浦市の条例で規定する事項を景観法委任規定【法定】と示す。 

→景観法委任規定には，景観法により景観行政団体の条例で「定めなければならない事項」

と「定めることができる事項」の 2種類がある。なお，景観法により景観法委任条例に定

めることができる事項を後段に参考資料として示す。 

○ 独自条例：地方自治法に基づき景観法と連動或いは補完する土浦市独自の景観形成施策 

（事前協議制度，（仮称）土浦市景観審議会，（仮称）土浦市景観アドバイザー，表彰制度，

普及啓発活動の推進等） 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

    

    

    

 ・本市の景観づくりの基本的考え方，各主体の役割（責務）等 

 ・事前協議制度，（仮称）土浦市景観審議会，（仮称）土浦市景観ア

ドバイザー，表彰制度，普及啓発活動の推進等 

 

 ・届出対象行為，特定届出対象行為，勧告・変更命令，景観重要建

造物・樹木制度等    

    

 

 ・景観地区，地区計画等に関する条例    
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２２２２．（．（．（．（仮称仮称仮称仮称））））土浦市景観条例土浦市景観条例土浦市景観条例土浦市景観条例のののの項目項目項目項目（（（（案案案案））））とととと主主主主なななな考考考考ええええ方方方方    

 

（１）項目（案） 

 

項目  主な内容 
   

１．前文 

 

 ○土浦市の景観特性と景観づくりの基本的考え方を明らかにする。 

   

２．総則 

 

 ○条例の目的，市民・事業者・市の責務を明確化するとともに，三者の協

働により市民が自らのまちの景観に誇りを持ちながら，個性あふれる景

観づくりを進めていくための方向性を定めるとともに，茨城県や周辺自

治体との連携を強化するという考え方を定める。 
   

３．景観計画の策定・届出

対象行為等に関する事項 

【法定】 

 ○景観法に基づく土浦市景観計画の策定に関する仕組みや手続き，届出が

必要な行為等を定める。 

 
   

４．事前協議（相談）制度

に関する事項 

 ○景観法に基づく届出の前に，施主（事業主）は，市と事前に協議（相談）

する仕組みを定める。 
   

５．景観重要建造物及び景

観重要樹木に関する事項 

【法定】 

 ○景観重要建造物及び景観重要樹木の指定・現状の変更・廃止等の手続き

など，必要な事項を定める。 

 
   

６．市民等による景観まち

づくりへの支援に関する

事項 

 ○市民等による景観まちづくりを推進するために必要な事項を定める。 

   

７．（仮称）土浦市景観審議

会に関する事項 

 ○（仮称）土浦市景観条例に定める事項や土浦市の景観づくりに関する重

要な事項を審議する組織として，（仮称）土浦市景観審議会及び（仮称）

土浦市景観アドバイザーの設置について定める。 
   

８．罰則  ○勧告及び命令等に係る手続きを定める。 

 
   

９．雑則  ○条例に関し必要な事項は，施行規則に定める旨を定める。 

 
   

10．附則  ○条例の施行期日を定める。 

 
   

別表  ・届出対象行為を定める。 

 
 

  土浦市の独自規定 
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（２）主な考え方 

 

項目項目項目項目（（（（案案案案））））        主主主主なななな考考考考ええええ方方方方    

   

１．前文  ○土浦市の景観特性と景観づくりの基本的考え方を明らかにする 

 ・【本市の独自規定】 

２．総則  ○（仮称）土浦市景観条例の目的，市民・事業者・市の責務を明確化するとともに，三者の協働により市

民が自らのまちの景観に誇りを持ちながら，個性あふれる景観づくりを進めていくための方向性を定め

るとともに，茨城県や周辺自治体との連携を強化するという考え方を定める。 

 

① 基本的な考え方（景観条例制定の目的，用語の定義等）【本市の独自規定】 

・条例の目的及び条例で使用する用語の定義を規定する。 

・この条例において使用する用語の意義は，景観法（平成 16年法律第 110号。），景観法施行令（平成

16 年政令第 398 号），景観法施行規則（平成 16 年国土交通省令第 100 号），都市計画法（昭和 43

年法律第 100号），建築基準法（昭和 25年法律第 201号）その他の法令において使用する用語の例

による。 

・その他必要に応じて用語の定義を規定する。 

② 市民，事業者，市の責務（景観法による住民，事業者，地方公共団体の責務規定を受け，市民，

事業者，土浦市の責務を規定）【本市の独自規定】 

・市民の責務：市民は，自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し，土浦の良好な景観の形

成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに，市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協

力しなければならない。 

・事業者の責務：事業者は，土地の利用等の事業活動に関し，良好な景観の形成に自ら努めるととも

に，市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 

・市の責務：市は，国，県等，市民，事業者との適切な役割分担と協働のもと，良好な景観の形成を

図るための施策を総合的に策定し，及び実施しなければならない。／市は，施策の策定及び実施に

あたっては，市民，事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。／市は，良好な景観に

関する啓発及び知識の普及を図るため，必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

③ 国等の関係機関に対する協力要請【本市の独自規定】 

・国等の関係機関に対して良好な景観形成について協力を要請する旨を規定する。 

・また，国等の行う建築行為等について，景観法の規定による通知だけでなく，一定期間前までに協

議を要請する旨を規定する。 

④ 財産権等の尊重及び他の公益との調整【本市の独自規定】 

・この条例の運用に当たっては，関係者の財産権その他の権利を尊重するとともに，公共事業その他

の公益との調整に留意する旨を規定する。 

⑤ 近隣自治体及び茨城県との連携【本市の独自規定】 

・本市の景観は，市の区域内で完結するものではなく，霞ヶ浦や筑波山麓の自然景観など，市域を越

えて形成される広域的な景観資源に恵まれており，これらは近隣自治体とともに一体的に景観誘導

を図っていくことが重要であることを主旨として近隣自治体や茨城県との連携について規定する。 

 

  本市の積極的な景観行政の姿勢を示すものとして規定することを想定する事項。 
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項目項目項目項目（（（（案案案案））））        主主主主なななな考考考考ええええ方方方方    

   

３．景観計画

の策定・届

出対象行為

等に関する

事項 

 ○景観法に基づく土浦市景観計画の策定に関する仕組みや手続き，届出が必要な行為等を定める 

 

① 景観計画の策定（策定，策定手続き）【景観法委任条例：法第 9条第 7項】 

・市長は，市全域を対象とする景観法に基づく景観計画を定める旨を規定する。 

・景観計画を定め，変更するときは，市民及び事業者の意見を聴く機会を設けなければならない旨を

規定する。 

・また，（仮称）土浦市景観審議会の意見を聴く旨などを規定する。 

② 重点地区（位置づけ，定める事項，手続き等）【本市の独自規定】 

・市長は，重点地区を定めることができる旨，重点地区に関し景観計画に定めるべき（区域，方針，

届出対象行為，景観形成基準等）について規定する。 

・重点地区を定める場合には，（仮称）土浦市景観審議会の意見を聴く旨などを規定する。 

③ 景観計画の住民等による提案（提案団体，手続き）【景観法委任条例：法第 11 条第 2項】 

・景観計画の策定等を提案することのできる団体として，景観法に定める団体（景観計画の策定又は

変更を提案しようとする一団の区域の市民又は事業者と協働し，当該区域の良好な景観の形成を図

ることを目的として活動を行っている団体とする等）を位置づける。 

④ 届出対象行為（届出対象行為，届出をする旨） 

【景観法委任条例：法第 16 条第 1項第 4号】 

・景観計画区域内において，良好な景観形成に支障を及ぼすおそれのある行為として届出対象行為を

定める。なお，現行の茨城県景観形成条例（茨城県条例第 40号）の届出対象行為を基本に，軽易な

建築行為等，届出を要しない行為を規定する。 

・建築物の新築，増築，改築，移転，外観の変更（修繕，模様替え，色彩の変更）について届出の対

象となる建築物の高さ，延床面積を定める。 

・工作物の新設，増築，改築，移転，外観の変更（修繕，模様替え，色彩の変更）について届出の対

象となる工作物の高さを定める。 

・都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発行為，土地の形質の変更，木竹の植栽又は伐採，屋外に

おける土石，廃棄物，再生資源その他の物件の堆積について届出の対象となる面積等を定める。 

⑤ 届出を必要としない行為【景観法委任条例：法第 16 条第 7項第 11 号】 

・条例で届出の対象から除外する行為事項を規定する。（例えば，10㎡以内の増改築などの軽易な行為

等） 

⑥ 景観計画への適合【本市の独自規定】 

・市内において建築物の建築，工作物の建設等を行おうとするすべてのすべてのすべてのすべての者者者者は，当該行為を景観計画に

適合するよう努めなければならない旨を規定する。 

⑦ 特定届出対象行為（勧告・変更命令の対象となる行為の位置づけ） 

【景観法委任条例：法第 17 条第 1項】 

・形態意匠に関する景観形成基準に適合しない場合に，設計の変更や原状回復等の命令をする行為に

ついて，届出を要する全ての建築物の建築及び工作物の建設等とする旨を規定する。 

 

  本市の積極的な景観行政の姿勢を示すものとして規定することを想定する事項。 
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項目項目項目項目（（（（案案案案））））        主主主主なななな考考考考ええええ方方方方    

   

４．事前協議

（相談）制

度等に関す

る事項 

 ○景観法に基づく届出の前に，届出しようとする物件に関し，施主（事業主）は，市と事前に協議（相談）

する仕組みを定める 

 

① 事前協議（手続き）【本市の独自規定】 

・行為の届出に先立ち，一定期間前までに事前協議をしなければならない旨を規定する。 

② 届出対象行為のうち，特に大規模な建築行為等を行おうとする者は，事前協議を受けなければな

らない旨を規定する【本市の独自規定】 

・届出対象行為のうち，特に大規模な建築物（現時点では，高さ 20ｍ超，又は延床面積 2,000㎡超の

建築物を想定）を建築する場合において，事業者は（仮称）土浦市景観アドバイザーと協議しなけ

ればならない旨を規定する。 

③ 規則で定める特定の地区及び特定の建築物等においては，（仮称）土浦市景観アドバイザーの助

言を受けることができる【本市の独自規定】 

・規則で定める（中城通り）地区及び特定の建築物等（文化財等）においては，行為の届出に先立ち，

（仮称）土浦市景観アドバイザーの助言を受けることができる旨を規定する。 

④ 指導又は助言【本市の独自規定】 

・市長は，届出対象行為を行おうとする者に対し，届出に係る行為に関し必要な指導又は助言をする

ことができる旨を規定する。 

⑤ 行為着手の制限期間短縮の通知【本市の独自規定】 

・市長は，条例の規定による事前協議にて景観法の届出があったものとして，行為着手の制限期間を

短縮するときは，その旨を届出者に通知する旨を規定する。 

○良好な景観の形成に配慮した空地等の利用又は管理を要請する上で，必要な事項を定める 

 

 

① 空地が景観を著しく阻害していると認めるときに必要な管理等を要請【本市の独自規定】 

・市長は，空地が景観を著しく阻害していると認めるときは，その所有者，占有者，管理者等に対し，

良好な景観の形成に配慮した利用又は管理を図るように要請することができる旨を規定する。 

５．景観重要

建造物及び

景観重要樹

木に関する

事項 

 ○景観重要建造物及び景観重要樹木の指定・現状の変更・廃止等の手続きなど，必要な事項を定める 

 

① 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定（提案，指定等の手続き，表示，現状変更等の手続き等）

管理の方法の基準，報告の徴収）【本市の独自規定】 

・景観重要建造物及び景観重要樹木を指定しようとする場合には，あらかじめ（仮称）土浦市景観審

議会の意見を聴くなど，景観重要建造物及び景観重要樹木を指定する際の手続きや表示，現状変更

等の手続き等について規定する。 

② 標識の設置規定等【景観法委任条例：法第 21 条第 2項・第 30 条第 2項】 

・市長は，景観重要建造物及び景観重要樹木を指定した場合には，その名称等を告示するとともに，

規則で定める標識を設置する旨を規定する。 

・なお，設置する標識は，良好な景観を妨げず，かつ，公衆の見やすい場所に設置する旨を規定する。 

 ③ 景観重要建造物及び景観重要樹木の管理の方法の基準 

【景観法委任条例：法第 25 条第 2項・第 33 条第 2項】 

・景観重要建造物及び景観重要樹木の管理方法の基準について規定する。 

④ 報告の徴収【本市の独自規定】 

・景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者に対し，その現状について報告を求めることができる旨

を規定する。 

 

  本市の積極的な景観行政の姿勢を示すものとして規定することを想定する事項。 
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項目項目項目項目（（（（案案案案））））        主主主主なななな考考考考ええええ方方方方    

   

６．市民等に

よる景観ま

ちづくりへ

の支援に関

する事項 

 ○市民等による景観まちづくりを推進するために必要な事項を定める 

 

① 良好な景観形成に寄与する人・建築物等に対する表彰制度【本市の独自規定】 

・市長は，本市の良好な景観の形成に貢献していると認められる市民，事業者，団体等を表彰するこ

とができる旨を規定する。 

・また，本市の良好な景観の形成に寄与していると認められる建築物，工作物，広告物その他の物件，

及び物件の所有者，設計者又は施工者等を表彰することができる旨を規定する。 

② 市長による普及・啓発【本市の独自規定】 

・市長は，市民及び事業者に対し，良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及を図るために，広

報活動，情報提供その他の必要な措置を積極的に講じる旨を規定する。 

③ 景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者に対する支援制度【本市の独自規定】 

・市長は，景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者に対して，予算の範囲内で，その保護・保全の

ために必要な支援を行うことができる旨を規定する。 

７．（仮称）土

浦市景観審議

会に関する事

項 

 ○（仮称）土浦市景観条例に定める事項や土浦市の景観づくりに関する重要な事項を審議する組織として，

（仮称）土浦市景観審議会の設置について定める 

 

① （仮称）土浦市景観審議会（審議会の設置，審議会の審議事項，組織等） 

【本市の独自規定】 

・次のような事項について，専門的見地から審議する機関として（仮称）土浦市景観審議会を設置す

る旨を規定する。 

・土浦市景観計画の変更等 

・市民等，景観法又は条例で定められた団体から，景観法に基づく景観計画の提案を受けた場合

の判断 

・市民等から景観重要建造物・景観重要樹木指定の提案を受けた場合の判断 

・景観法に基づく景観計画に重点地区を追加，変更，削除する場合の判断 

・景観法に基づく景観重要建造物，景観重要樹木の指定，変更，解除等に係る重要な判断（指定

した物件の管理に関する命令又は勧告，原状回復命令等の行政措置の判断） 

・景観法に基づく景観重要公共施設の指定の判断 

・都市計画法に基づく「景観地区」（地域地区の一つ）を指定する場合の意見聴取（※決定権者は

土浦市都市計画審議会） 

・景観法に基づく「景観協定」の締結，変更，廃止に係る認可 

・景観法に基づく「景観整備機構」の指定等 

・土浦市の独自規定に基づく表彰制度の表彰者等の決定（表彰物件，取り組み，人，団体等） 

・その他市長が必要と認める事項 等 
. 

 

② （仮称）土浦市景観アドバイザー【本市の独自規定】 

・次のような事項について，市への助言を行う専門家として（仮称）土浦市景観アドバイザーを設置

する旨を規定する。 

・土浦市景観計画の運用に関する専門的な助言 

・行為の事前協議（相談）制度や届出制度における建築物等の基準適合のための専門的な助言 

・特定の地区及び特定の建築物等の建築行為について，行為の届出に先立つ専門的な助言 

・重点地区や候補地区の景観まちづくりに関する専門的な助言 

・公共建築物の景観配慮に関する協議（相談）・要請 

・届出対象行為のうち，特に大規模な建築物（現時点では，高さ 20ｍ超，又は延床面積 2,000㎡

超の建築物を想定）の景観配慮について，事業者に対する専門的な助言等 

・その他市長が必要と認める事項 等 

.. 

 

  本市の積極的な景観行政の姿勢を示すものとして規定することを想定する事項。 

 



―  ― 7

項目項目項目項目（（（（案案案案））））        主主主主なななな考考考考ええええ方方方方    

   

８．罰則  ○勧告及び命令等に係る手続きを定める 

 

① 勧告及び命令等に係る手続き【本市の独自規定】 

・景観法第 16条第 3項に基づく勧告，景観法第 17条第 1項又は第 5項の規定による命令等を行おう

とする場合で，必要があると認める場合には，（仮称）土浦市景観審議会』の意見を聴く旨を規定

する。 

② 勧告に従わない旨の公表【本市の独自規定】 

・勧告を受けた者が，正当な理由なく，勧告に従わない場合，施主・事業者名及び物件名を公表する

ことができる旨を規定する。 

・なお，公表しようとするときは，あらかじめ，公表に関わる者に意見を述べる機会を与えなければ

ならない旨を規定する。 

９．雑則  ○条例に関し必要な事項は，施行規則に定める旨を定める 

 
 

・条例に関して必要な事項は，条例の施行規則に定める旨を規定する。 

 

10．附則  ○条例の施行期日を定める 

 
 

・条例の公布から周知期間を設け，施行する日を規定する。 

 

11．別表  ○届出対象行為を詳細に規定する 

 

 

  本市の積極的な景観行政の姿勢を示すものとして規定することを想定する事項。 
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◆図－本市における事前相談（協議）制度の流れのイメージ（案） 

 

 

 

 

 


