
 

 

 

 

 

 

 

■愛着と誇りを持てる美しい宮崎の創造と継承へ 

－「美しい宮崎づくり推進条例」の制定－ 

宮崎県県土整備部都市計画課 岡部 章 

 

１ はじめに 

本県は，昭和44年に全国に先駆けて沿道修景美化

条例を制定するなど，豊かな自然を生かした美しい

郷土づくりに取り組んできました． 

しかしながら，人口減少等による担い手不足を背

景に，人々によって守られてきた景観が損なわれよ

うとしています． 

また，人々の豊かさに対する価値観の変化等によ

り潤いと安らぎのある暮らしへの関心が高まるとと

もに，旅行者のニーズの多様化や交流圏域の拡大に

より，訪れる人々を惹き付ける魅力ある地域づくり

が求められています． 

このような社会情勢の変化を踏まえ，県民一人ひ

とりの力を合わせて美しい宮崎づくりを進め，世界

に誇ることのできる美しい郷土を将来の世代に引き

継ぐことを目指した「美しい宮崎づくり推進条例（以

下，「条例」という．）」を平成29年4月に施行し

ました． 

 

２ 条例の位置付け 

本県は愛媛県に次いで，全国で２番の早さで全市

町村が景観法に基づく景観行政団体に移行し，景観

行政団体でなくなりました． 

このような中，これまでに全市町村の半数にあた

る13市町村が景観法に基づく景観計画を策定し，一

定規模以上の建築物の建設等を届出対象行為として

行為の制限を行い，良好な景観形成に取り組んでい

ます． 

このため，本条例は，当初から景観法に基づいて

規制・誘導を行う「景観法委任条例」ではないもの

の，県自らの責務を定めるなど，県が旗振り役とな

って美しい宮崎づくりを推進していくという強い想

いを込めた「理念条例」として検討を進めました． 

今回の条例は，沿道修景美化条例や市町村が策定

する景観条例で規制・誘導の対象となっている区域

や届出対象行為のみならず，それ以外の様々な行為

も幅広く条例の対象と捉え，既存の条例と連携しな

がら，良好な景観の保全，創出等に取り組もうとす

るものです． 

 

図１ 条例の位置付け 

 

３ 条例制定までのプロセス 

条例の検討に当たっては，庁内20課の関係課（室）

長を構成員とする検討会議と学識経験者，関係事業

者，まちづくり活動団体の代表者など，計32名から

なる有識者会議を繰り返し開催しながら，検討の段

階に応じて意見を求めながら進めました． 

また，市町村との意見交換会や県民アンケート，

さらにはパブリックコメント期間中に県内8地区で

説明会を開催するなど，市町村はもとより，県民や

事業者の方々の意見を幅広く伺いながら，議論を重
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ねてきました． 

条例の基本的な構成や条文を検討する際は，こう

した様々な機会を重ねる中で明らかになってきた本

県の現状と課題，強みや弱みを踏まえつつ，本県の

目指すべき未来像を実現するために必要なことを幅

広く盛り込んだ条例を作ることに拘りました． 

このため，協議・調整には非常に多くの時間と労

力を要したものの，他県の条例には無い様々な特徴

を有する条例を制定することが出来たと考えていま

す． 

 

４ 美しい宮崎づくりが目指すもの 

条例では，「美しい宮崎づくり」を，良好な景観の

「保全」，「創出」に加え，これらの景観を「活用」

することによる「魅力ある地域づくり」と定義づけ

ています． 

市町村や県民，事業者と連携し，県内各地で魅力

ある地域づくりを進め，それらが「点から線」に，

「線から面に」と拡がっていくことによって，美し

い宮崎が形づくられ，「県民の心豊かな暮らし」と「活

力ある地域社会」の実現に寄与することをこの条例

の目的としています． 

 

５ 条例の基本理念 

美しい宮崎づくりには，県民や事業者との連携と

協働が不可欠であることから，基本理念は極めて重

要であり，出来るだけわかりやすいものとなるよう

検討が進められました． 

その結果，最終的には５項目からなる基本理念と

なりましたが，それらは完全に独立したものではな

く，相互に緩やかなつながりを持ったものであり，

基本理念の根幹となる部分を読み解くと「現代に生

きる私達だけでなく，子供達のためにも，地域への

愛着と誇りを育むよう，訪れる人々へのもてなしの

心を持って，一人ひとりが今できることに，みんな

の力を合わせて取り組みましょう！」という，県民

に向けた一つのメッセージとなっています． 

 

６ 各主体の責務と役割 

条例では，美しい宮崎づくりに関し，県の責務並

びに市町村，県民及び事業者の役割についても定め

ています． 

県は，美しい宮崎づくりに関する基本的かつ総合

的な施策を策定し，これを推進するほか，広域行政

の担い手として，市町村との役割分担を踏まえつつ，

市町村が実施する施策への協力や支援を行うことと

しています． 

また，県民及び事業者による積極的な活動への参

加や相互の連携に必要な措置を講じることとしてい

ます． 

次に，住民に最も身近な行政機関で，景観行政団

体でもある市町村には，景観行政を主体的に担うも

のとして，景観計画の策定など，地域の特性を生か

した美しい宮崎づくりに関する施策を推進するよう

求めています． 

また，県民，事業者については，それぞれが美し

い宮崎づくりの重要な担い手であり，日々の暮らし

や事業活動を行う中で，自ら進んで美しい宮崎づく

りに努めるとともに，地域社会の一員として，地域

で行われる美しい宮崎づくりに関する取組にも参加

するよう求めています． 

 

７ 推進計画の策定と推進体制の整備 

今回の条例制定に向けたプロセスの中で，県民，

事業者の方々から最も多く寄せられた意見が，「この

条例が，単なる理念で終わることのないよう，実行

性のあるものにしてほしい」というものでした． 

このため，条例には，実行性を高めるための「推

進計画の策定」と「推進体制の整備」が盛り込まれ

ています． 

図２ 美しい宮崎づくりの定義 



推進計画に関しては，現在，県，市町村，県民，

事業者の役割分担と具体的な取組事項を定めた実行

計画として策定を進めているところであり，公表後

は，それぞれの主体が美しい宮崎づくりに取り組む

際の共通指針として活用されることを期待していま

す． 

また，推進体制に関しては，知事を本部長とする

「美しい宮崎づくり推進本部」を設置し，全庁一丸

となって部局横断的に各種施策を推進していくこと

としています． 

さらに，景観行政団体である市町村との情報共有

と連携体制の強化はもとより，景観まちづくりに向

けた具体的な動きに繋がるような組織体制づくりを

目指し，全26市町村の景観行政主管課に，県指定の

「景観形成促進機構（全市町村の景観行政団体への

移行により，景観行政団体でなくなった本県が，景

観法に基づく景観整備機構と同様の役割を担う法人

として，条例に基づき独自に指定するもの）」や，市

町村が景観法に基づいて指定する「景観整備機構」

を加えた「美しい宮崎づくり推進市町村連絡会」を

設置したところです． 

このほか，実行性を高めるため，関係事業者やま

ちづくり団体の代表者などからなる「美しい宮崎づ

くり推進有識者会議」を設置し，委員からの助言を

施策の推進に反映させていくこととしています． 

 

８ 美しい宮崎づくりを推進するための施策 

今回の条例には，美しい宮崎づくりを推進するた

め，良好な景観の保全，創出，活用に加え，それら

を担う人材の育成に至るまで，幅広い施策を盛り込

んでいます． 

それらの施策の概要は以下のとおりです． 

(1) 地域の特性を生かした景観の保全及び創出に関

すること 

自然景観，農山漁村景観，歴史的景観及び文化的

景観，潤いと安らぎの感じられるまちなみ景観の保

全及び創出に関する施策に加え，市町村を越えて拡

がる広域的景観の保全及び創出のために市町村間の

調整や必要な支援を行うことを定めています． 

今後は，これらの施策の骨格となる市町村による

景観計画の策定を促進するとともに，庁内の関係部

局や市町村と連携し，自然景観や農山漁村景観の保

全・創出に向けた取組や，広域行政の担い手として，

広域的景観の形成に関する方針の策定などに取り組

んでいくこととしています． 

 

写真１ 県民参加による森づくり 

（写真提供：どんぐり1000年の森をつくる会） 

(2) 景観を資源として活用するための環境づくりに

関すること 

地域固有の景観を活用した魅力ある地域づくりに

は地域の見所を見やすくすること，言い換えれば，

地域の見所を見えにくくしているものを取り除くと

いった取組も極めて重要です． 

 

写真２ 風景の散髪（実施前） 

（写真提供：日向市都市政策課） 

このようなことから，条例には，良好な景観が眺

望できるビューポイントの掘り起こしや，沿道・沿

線における景観の磨き上げに関することのほか，憩

いの場や交流の場となる空間づくり，さらには，良

好な景観の形成を阻害する要因となっている工作物



等の改善や，積極的な情報発信など，景観を資源と

して活用するための環境づくりに関し，様々な施策

を盛り込んでいます． 

 
写真３ 風景の散髪（実施後） 

（写真提供：日向市都市政策課） 

(3)  公共事業に係る良好な景観の形成 

公共施設は地域の景観を構成する重要な要素の一

つであり，地域の景観に与える影響も非常に大きい

ことから，県では，平成22年度に県自らが率先して

良好な景観形成の先導的な役割を果たすべく，公共

事業を実施する際の景観配慮のあり方と方向性を示

した「宮崎県公共事業景観形成指針」を策定してい

ます． 

条例では，この指針を条例に基づいて県が定める

公共事業に係る良好な景観の形成を推進するための

指針と位置付け，それに則って公共事業を実施する

ほか，国や市町村とも連携し，良好な景観の形成に

取り組むことなどを定めています． 

 
写真４ 景観に配慮した公共施設の整備 

（写真提供：土木写真部） 

(4) 美しい宮崎づくりを推進するための担い手の育

成 

条例では，将来を担う子どもたちの育成や専門的

な知識を有する人材の育成等に関する施策を定めて

いるほか，良好な景観の形成に取り組む団体の連携

の強化や活動支援のための登録制度の創設，さらに

は専門的な知識や技術を持った法人の指定制度を設

けることを定めています． 

また，毎年11月を美しい宮崎づくり推進強化月間

と定め，県民，事業者等の主体的かつ積極的な景観

形成活動への参加を促していくほか，美しい宮崎づ

くりに顕著な功績のあったものに対する表彰制度を

設けることについても定めています． 

 
写真５ 景観整備機構による景観教室 

（写真提供：（一社）宮崎県建築士会） 

 

９ おわりに 

人口減少時代を迎え，少子・高齢化が進む中，地

域に魅力が無ければ，より就業や交通の便に優れる

都市部への人口流出は加速していくと懸念されます． 

このため，県，市町村，県民，事業者が一体とな

り，美しい宮崎づくりを進め，県民一人ひとりが地

域に愛着と誇りを持って住み続けられるような美し

い郷土を創り上げ，次の世代に継承できるよう，全

庁一丸となって取り組んでいきます． 

（2017年11月入稿） 



                          
第 4回 日本都市計画学会九州支部幹事会議事録 

 
日 時：平成29年11月18日（土） 15:00～16:30 
場 所：九州大学箱崎キャンパス 

工学部建築学科建築１番教室 
出席者：坂井猛，橋本信幸，三島伸雄，猪八重拓郎，大

井尚司，黒瀬武史，辰巳浩，趙世晨，堤昌文，鶴崎直樹，

日暮光一郎，日高圭一郎，箕浦永子，吉城秀治 以上１

４名 

 

議事内容 

1. 前回幹事会議事録の確認（三島） 

・事前メール審議にもとづき，平成 29年 8月 5日（土）

開催分の平成29年度第3回幹事会の議事録を確認し

た． 

2. 熊本地震災害調査特別委員会（黒瀬） 

・報告書の原稿提出状況について報告があった． 
・支部主催シンポジウムまでに，簡易製本で200部を

用意する予定である． 
3. 平成 29 年度学術研究論文発表会におけるワークシ

ョップ（辰巳） 

・平成 29年度学術研究論文発表会において，「熊本地

震における交通システムの被害と教訓－その時何

が起きたか－」と題したワークショップを 11月 11

日（土）に北海道大学にて開催した旨の報告があっ

た． 

4. 平成 29年度支部長賞（箕浦） 

・今年度の支部長賞の推薦依頼について報告があり，

内容および依頼先について承認された． 

・例年通り 2月を目途に推薦依頼を行う． 

5. 平成 30年度支部総会（箕浦） 

・平成 30年度支部総会を 4月 7日（土）に九州大学

西新プラザにて開催する旨の報告があった． 

・特別講演会の講演者は今後検討していく． 

6. 平成 30 年度研究発表（口頭発表）およびポスター

セッション（鶴崎） 

・PSの審査方法について，提案通りで承認された． 

・当該研究の非貢献者による発表の場合は審査対象外

とする旨が承認された． 

7. 平成 30年度九州支部事業計画・予算計画（案）（代

理：箕浦） 

・提案のとおりで承認された． 

8. 支部活動の検討（大韓国土都市計画学会釜山蔚山慶

南支部との交流）（坂井） 

・11月 17日～18日に開催された大韓国土都市計画学

会釜山蔚山慶南支部に吉武副支部長が参加し，講演

を行ったうえで交流を深めた旨の報告があった． 

・次年度以降も交流を進める． 

9. 支部トピックス（9 月掲載分，11 月掲載分）（趙・

吉城） 

・支部トピックスの掲載について報告があった． 

10. 支部ニュース（No.84：10 月発行分，No.85：1 月

発行分）の確認（猪八重） 

・原稿について報告があり，承認された． 

11. 名義後援（1件）（箕浦） 

・「あまみずコーディネータ養成講座」に関する名義

後援依頼について，協議のうえ承認された． 

12. 会計報告（代理：箕浦） 

・10月末までの会計報告があった． 

・熊本地震特別調査委員会の予算について質問があり，

後日会計担当から回答を得ることとした． 

13. 理事会報告（10月 16日分）（坂井） 

・10月 16日開催の本部理事会について報告があった． 

14. その他（今年度の幹事会日程について） 

・今年度の幹事会日程について調整がなされ，2 月 9

日に第 5回幹事会および平成 29年度支部主催シン

ポジウム，3 月 10 日に第６回幹事会および第４回

都市計画サロンを開催することとなった． 

 

                                                    

■支部ニュースに関する問合せ・連絡先 

 支部ニュースに関するお問い合わせやご意見等が

ございましたら下記までご連絡ください．各種イベ

ント（シンポジウムや講演会等）のお知らせ等を掲

載することも可能です．案内文を下記までお寄せく

ださい． 

【公益社団法人日本都市計画学会九州支部事務局】 

TEL: 092-642-3346  FAX: 092-642-3349 
E-mail: cpij-q@arch.kyushu-u.ac.jp 


