
第２回 新居浜市景観計画策定委員会

日時：令和元年１１月２１日(木） １３：３０～１５：００

場所：新居浜市役所６階 議員全員協議会室

会次第

１ 第１回新居浜市景観計画策定委員会アンケート

集計結果及び疑問点等に対する回答

２ 景観計画（素案）について

３ 質疑・討論

４ その他

５ 閉会

1



景観計画(素案）について
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景観法（平成16年）の概要

基本理念

 良好な景観は、現在及び将来における国民共通の資産

 景観形成には、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和が不可欠

 景観形成は、地域の個性を伸ばすよう多様な形成を図るべき

 景観形成には、観光や地域の活性化への配慮が必要

 景観形成は、住民、事業者、行政の協働によりすすめるべき

責 務

地方公共団体

 良好な景観の形成に関し、区域の自然
的社会的諸条件に応じた施策の策定
及び実施

事業者
 事業活動に関し、良好な景観の形成に自

ら努める

 国又は地方公共団体の施策への協力

 良好な景観の形成に関する総合的な
施策の策定及び実施

 普及啓発活動等を通じて、国民の理
解を深める

国

住 民
 自ら良好な景観の形成に積極的な役割を

果たす

 国又は地方公共団体の施策への協力



景観計画(素案）について
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＜景観法の対象地域のイメージ＞



景観計画(素案）について
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景観計画とは・・・

景観行政団体※が景観法に基づく施策を実施していくための景観に関する
基本計画

＜景観計画で定める必須事項＞

○景観計画の対象となる区域

○良好な景観を形成していくための方針

○行為の制限に関すること（建築物・工作物に使用する色彩の範囲など）

○景観重要建造物や景観重要樹木の指定の方針（対象がある場合）

※景観行政団体

・景観法を活用した景観行政を推進する地方公共団体のことです。

・政令指定都市、中核市、都道府県を除く市町村が景観行政団体となるためには、都道府
県知事との協議・同意が必要です。

・新居浜市は、平成17（2005）年10月17日に景観行政団体に移行しています



景観計画(素案）について
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１．計画の目的と位置づけ

２．調査対象区域の景観特性

３．調査対象区域の景観に関する課題

４．景観計画区域の設定

５．良好な景観形成に向けた方針

６．行為の制限に関する事項の検討

景観計画（素案）作成にあたり整理する事項



元禄４年（1691年）の別子銅山開坑以来300年にわた
り、工業都市として発展

新居浜市の産業基盤の礎となった別子銅山関連の近
代化産業遺産は、世界に誇れる歴史的産業遺産

新居浜市固有の景観である近代化産業遺産と、植林
事業によりよみがえった緑豊かな森林は、観光振興、
交流人口拡大や地域活性化に大きく寄与

豊かな自然景観や歴史的景観の保全に留意し、地区
の良好な景観形成に資することを目的に、景観計画を
策定

（１）計画策定の背景と目的

１．計画の目的と位置づけ
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（２） 計画の位置づけ

１．計画の目的と位置づけ
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第五次新居浜市長期総合計画 ➀

新居浜市

景観計画

景観条例

愛 媛 県
屋 外 広
告 物 条
例等

景観法 関連計画

○新居浜市観光振興計画

○新居浜市環境基本計画

○別子銅山近代化産業遺

産を活かしたまちづくり

総合整備計画 ③

新居浜市都市計画マスタープラン ②



１．計画の目的と位置づけ
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 まちづくりの理念の「市民が郷土に誇りと愛着を持てるまちづく
り」の中で、

と位置づけられている。

本市には、瀬戸内海や四国山地の恵まれた自然、太鼓
祭りや別子銅山の開坑以来の近代化産業遺産群、産業の
技など数多くの優れた地域資源があります。これらは、市
民の誇りと愛着を高め、地域の活性化にいかすとともに、
全国に発信する新居浜市独自の地域ブランドとして活用を
図ります。さらには、これらの資源をつなげることで一層の
地域の活力と新居浜らしさを創出し、市民が郷土に誇りと
愛着を持てるまちづくりに取組みます。

① 第五次新居浜市長期総合計画（平成23年３月）



１．計画の目的と位置づけ
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 世界に誇れる近代化産業遺産の保存及び活用に努め、周辺環境との調和
のとれた歴史的景観形成を推進

 別子往還道を歴史景観軸として位置づけ、歴史に親しみを感じられる景観の
保全

 別子銅山の近代化産業遺産を新居浜固有の観光資源として活用し、入込観
光客数の増加を図り、観光客の特性にあった観光ルートや施設の充実を促
進

１．計画の目的と位置づけ
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② 新居浜市都市計画マスタープラン（平成28年3月）

 「都市景観形成等の整備方針」の中で、良好な景観の保全・活用
の重要性が位置づけられているとともに、本地域に関連する内容
として、以下のように位置づけられている。

歴史的資源や景観の保存と活用



 山根公園などのゆとりを生み出す豊かな緑等の保全

 別子銅山に由来する産業遺産と緑におおわれた豊かな自然環境を重要な
地域資源として、自然景観の保全

 別子ラインや銅山川の水と緑により構成される潤いある水辺空間を景観資
源とし、周辺の自然環境と調和した景観形成及び保全

１．計画の目的と位置づけ
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② 新居浜市都市計画マスタープラン（平成28年3月）

自然的景観の形成と保全

山岳景観の形成と保全



１．計画の目的と位置づけ

12



１．計画の目的と位置づけ

13

③ 別子銅山近代化産業遺産を活かしたまちづくり総合整備計画（平成24年３月）

別子銅山の近代化産業遺産を活かし、協働の
まちづくりにより、「観光交流まちづくり」「知の創
造学びの場」「地域コミュニティ再生」「都市計画
との連携」を進めていく方向性

マイントピア別子本館以北の「別子往還道」の
歴史風景街道づくりにおいて、風景景観づくり
の取組み（道の美化、花植え活動など）



１．計画の目的と位置づけ
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１．計画の目的と位置づけ
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景観計画区域の要件 （景観法第８条関係）

１ 現にある良好な景観を保全する必要があると認められる土地の区域

２ 地域の自然、歴史、文化等からみて、地域の特性にふさわしい良好な
景観を形成する必要があると認められる土地の区域

３ 地域間の交流の拠点となる土地の区域であって、当該交流の促進に
資する良好な景観を形成する必要があると認められるもの

４ 住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事
業が行われ、又は行われた土地の区域であって、新たに良好な景観を
創出する必要があると認められるもの

５ 地域の土地利用の動向等からみて、不良な景観が形成されるおそれ
があると認められる土地の区域

（３）調査対象区域



１．計画の目的と位置づけ
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（３）調査対象区域

「景観計画区域の要件」に沿って

調査対象区域を選定

「別子銅山近代化産業遺産を活かしたまちづくり総合整備計画」の
基本構想において、観光拠点を形成する端出場・東平ゾーンを中
心に、北は市街地からのエントランス部に位置する山根公園周辺、
南は別子ダム、筏津坑周辺までを含むエリア



１．計画の目的と位置づけ

調査対象区域

調査対象区域図
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（３）調査対象区域



２．調査対象区域の景観特性
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＜市街地景観の景観資源図＞



２．調査対象区域の景観特性

＜近代化産業遺産景観の

景観資源図＞
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２．調査対象区域の景観特性
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＜沿道景観、自然的景観の

景観資源図＞



３．調査対象区域の景観に関する課題

別紙 資料１

類型 ・市街地景観

・近代化産業遺産景観

・沿道景観

・自然的景観

現状の課題、将来の課題（懸念や期待）
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４．景観計画区域の設定

短所

・市内全域に規制をかけるため、基準の設定が難
しい
・住民との合意形成に長期間を要する場合が多い

長所

・市内全域で、良好な景観形成を誘導することが可
能
・地区特性や景観特性に応じて区域を区分した設
定も可能

【①行政区域全域を設定するパターン（区域分けするパターンもあり）】

＜設定イメージ＞

（１）景観計画区域設定の考え方～パターン例～
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４．景観計画区域の設定

短所

・景観計画区域の対象外では、周辺と調和しない
景観形成が懸念される

長所

・特に規制、誘導が必要な区域を対象に、地区特
性や景観特性に応じて区域を区分した設定が可
能

【②行政区域をエリア別に分けて設定するパターン】

＜設定イメージ＞
23



４．景観計画区域の設定

・景観計画区域の対象外となる区域が多く残り、周
辺と調和しない景観形成が懸念される

・特に規制、誘導が必要な区域のみ、限定して設
定することが可能
・住民との合意形成が①、②と比べて短期間となる
場合が多い

【③行政区域の一部を限定して設定するパターン】

＜設定イメージ＞

短所

長所
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４．景観計画区域の設定

（２）景観計画区域の設定
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景観計画区域は

景観計画を定める区域であり、

景観行政を実施すべき区域。

○景観計画区域の要件に沿ったものとする。

○新居浜市の上位計画や関連計画と整合させる。

○調査対象区域の景観の特性と課題を踏まえる。

○第１回策定委員会での意見、策定委員会のアンケート結果を考慮

する。



４．景観計画区域の設定

（２）景観計画区域の設定

特に景観保全を必要とする区域を

景観計画区域とする

・近代化産業遺産、自然景観の保全・活用

・新居浜市の礎である別子山地区の保全・活用
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景観計画区域の設定４．景観計画区域の設定

（３）景観計画区域（案）
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 市街地景観（山根公園、別子
銅山記念館、えんとつ山、生
子橋等）、市街地に隣接する
近代化産業遺産景観（マイント
ピア別子）、沿道景観（青龍橋、
鹿森ダム等）を含む区域。

➀山根・立川景観計画区域

(設定区域）
山根公園からえんとつ山を含み、マイントピア別子
から新仙雲橋手前まで
マイントピア別子までは、西側の区域界は住友鉱山
鉄道下部線跡、東側は県道の道路端から１００ｍ。
マイントピア別子以南は道路端から５０ｍ。



(設定理由）
・景観資源とその周辺の公共施設など、人が集まる施設
をつなぐ面的な視点で捉えた良好な景観形成が期待され
る。

・土地や建物に対する一定の制限を設けることにより、景
観の保全・活用を図ることができる。

景観計画区域の設定４．景観計画区域の設定

（３）景観計画区域（案）
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➀ 山根・立川景観計画区域



 自然景観である別子ダム、渓谷景勝地である銅山川を含む別子
山区域。

景観計画区域の設定４．景観計画区域の設定

（３）景観計画区域（案）
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② 別子山景観計画区域

（設定区域）
県道（主要地方道新居浜別子山線）の下七番トンネル東側
から四国中央市との市境まで。
県道の山側は道路端から５０ｍ、銅山川側は銅山川の河川
管理区域内まで。



（設定理由）

• 別子山区域では、人口減少により地域コミュニ
ティ維持が課題となっている。

• 景観計画により景観の保全・活用を図り、「景観
まちづくり」を通して、地域の活性化を図る。

景観計画区域の設定４．景観計画区域の設定

（３）景観計画区域（案）
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② 別子山景観計画区域



５．良好な景観形成に向けた方針
貴重な景観資源を保全、活用するため、市街地景観、近代化産業遺産景観、

沿道景観、自然的景観について、良好な景観形成の方針を設定

 山根公園は、市民の憩いの場となっているとともに、公園の石段は
登録有形文化財に指定されており、適切な維持・管理を行う

 えんとつ山は地域のランドマークとなっており、貴重な景観資源とし
て、適切に保全・活用
また、えんとつ山から市街地への眺望、市街地からえんとつ山への
眺望を保全

 山根公園に隣接する住宅等について周辺の景観と調和させること
で、落ち着きの感じられる景観を形成

市街地景観
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５．良好な景観形成に向けた方針

 端出場地区は、新居浜の歴史に肌で触れ、体験できる場となってお
り、周辺に点在する産業遺産を含めて、適切に保全、活用

近代化産業遺産景観
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５．良好な景観形成に向けた方針

 県道新居浜別子山線沿道においては、並行して流れる国領川、足
谷川、銅山川は、美しい渓谷景観を形成しており、山林・農地等の
所有者と連携を図りながら沿道樹木を整備・保全

沿道景観
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５．良好な景観形成に向けた方針

 県道新居浜別子山線から見える山々や、並行して流れる河川は、
訪れた人々にやすらぎとうるおいを感じさせる景観が形成されてお
り、森林については、別子山地域の主要な産業であることから、適
切に整備・保全

自然的景観
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６．行為の制限に関する事項の検討

（１）届出対象行為

必須の届出事項 (法第16条関係）

•建築物の建築等

•工作物の建設等

•開発行為

35



６．行為の制限に関する事項の検討

（１） 届出対象行為

届出対象行為 対象物 規模

景観法第16条第1項

第1号に揚げる行為

・新築

・増築、

・改築

・移転

・外観を変更することとなる修繕若しく

は模様替え又は色彩の変更

建築物

高さ１５ｍ又は延べ床面積１，０００㎡を超えるもの

（外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更は、上記

規模を超える建築物で、変更面積が外観の過半となるもの）

景観法第16条第1項

第２号に揚げる行為

・新設

・増築

・改築

・移転

・外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替え又は色彩の変更 工作物

① 高さ１５ｍ又は築造面積３００㎡を超える次のもの

煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱、装飾塔、記念塔、高架水

槽、物見塔又は飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設その他これ

らに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く）

② 高さ５ｍを超える次のもの

擁壁、垣、さく、塀その他これらに類するもの

③ 高さ３０ｍ又は築造面積３００㎡を超える次のもの

電気供給又は電気通信のための施設

④ 高さ５ｍ又は築造面積１００㎡を超える次のもの（高さは太陽光発

電設備のパネル面の最下部から最上部の高さ）

太陽光発電のための施設

景観法第16条第1項

第３号に揚げる行為

開発行為
土地

開発行為地の面積３，０００㎡以上

届出の対象となる行為と規模の例
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６．行為の制限に関する事項の検討

（２）景観形成基準

37

届出対象行為に対して定める基準(法第８条関係）
規制又は措置の基準として必要なものを定めることができる。

＜例＞

○建築物、工作物の形状・色彩・高さ

○壁面の形状・色彩



７．景観計画策定のスケジュール

今後のスケジュール（案）
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〇景観計画（素案）
〇パブリックコメントと今後の方針

〇パブリックコメントの結果を反映
〇委員長調整と、各委員への通知
〇景観計画のとりまとめ

景観計画の策定と公表
（令和２年３月下旬予定）

〇市HP・市役所閲覧による情報公開と意
見募集（約３週間を想定）

パブリックコメント
（令和２年２月中旬から）

第３回委員会
（令和２年１月下旬予定）


