
渡嘉敷村景観計画の運 がはじまります 0讐 :

■渡嘉敷村景観計画及び渡嘉敷村景観条炉uについて

本村では、先人から受け継いできた島ノマの美しい風景を守るとともに、地頭資源を活かした地功づく

りを進めるため、平成 29年度 (裏面に経過報告)から、村民アンケー ト調査、住民ワークショップ、

有識者を交えての策定委員会、庁内会議を開催し、景観計画策定に向け取り組んでおります。また、令

不□元年 11月に景観法に基づく景観行政団体となり、良好な景観を形成するため、令和 2年 3月 に景

観計画と景観条例を制定する予定です。

■令和 2年 10月 1日 より届出義務が発生します           
‐

景観法に基づく渡嘉敷村景観条例及び渡嘉敷村景観条例施行文見則の施行を令和 2年 ‖O月 1日 にラ

定しています。これにより、令和 2年 10月 1日以降に村内で一定夫見模以上の建築物・工作物の新築、

増築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更、開発行為につきまし

ては届出の対象となり、渡嘉敷村景観計画及び渡嘉敷村景観条例又は渡嘉敷村景観条例施行規則に基づ

く手続き (届出)が財要となります。

手続き (届出)では、景観形成の基準に適合する町要があります。基準 (ルール)に適合しない場合、

新築などの工事に着手することができないことがあります。

下記に景観形成の基準の一きBを紹介します。

■ 景観形成の基準 (ルール)

【建築物】建築物の高さは、 3階以下かつ 13m以下とすること。(集藩景観保全地区)

建築物の高さは、原則として平屋かつ8m以下とすること。(自然景観保全地区、農地景観形

成地区、島の玄関景観形成地区)
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建築物の高さ :3階以下かつ 13m以下 (集落景観保  建築物の高さ :平屋かつ 8m以下 (自 然景観保全地区、

全地区 :渡嘉敷区、渡嘉志久区、阿波連区)       農地景観形成地区、島の玄関景観形成地区)

【建築物】建築物の屋根等に用いる色彩は、高～中明度かつ中  【望ましい,1】

～l氏彩度とし、票色の使用を避け、周辺の景観との

調不□に配慮すること。(集藩景観保全地区)

【建築物】建築物の外壁は周辺の集落景観に配慮し、落ち着いた

色彩 (マ ンセル値 :明度8以上、彩度 2以下)を基調

とし、黒色の使用を避ける。但し、着色していない木

材等の自然素材によって仕上げられるものや、外壁の

―音Bにアクセン トとして用いる色彩についてはこの
~

限りではない。(集藩票観保全地区)

【屋敷囲い(垣・柵)等】ブロック塀等の人工物を屋敷囲いとする場合に

は、道路の地盤面からの高さを 1.5m以下とするとともに、

緑イヒや透過性の確保に努めること。

※「普ながらの赤瓦屋根を修繕したい」、「赤瓦屋根の新築の住宅を建てたい」の場合、沖縄県産赤瓦等

の一定の要件であれば、赤面屋根の助成を受けることができます。

お問い合わせ先 :渡嘉敷村役場 観光産業課 (担 当 :赤嶺)電話 :987-2323
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詳 しい内容は観光産業課までお問い合わせください。 (ホームページでも確認できます。)





■渡嘉敷村景観計画策定の経緯
年  月 内 容 備  考

平成 29年 10月 平成 29年度渡嘉敷村景観計画策定業務 (基礎ロナロl査)を委託

11月 ～ 12月 村民アンケー ト調査の実施

・10年前と比べて風景の変化
・良くなつた理由、悪くなつた理由
。大切にすべき風景・資源
・好ましくない風景
・望ましい景観づくりのための行為等
。大切にしたい樹木・建物等
。景観に関する取 り組み (現状、今後)

・景観形成のルール

配布数 395件

有効回収数 110件

有効回収率 27.8%

平成 30年 2月 第 1回 渡嘉敷村景観計画検討委員会

5月 平成 30年度渡嘉敷村景観計画策定業務 (素案)を委託

6月 第 1回 住民説明会・ ワー クシ ョップ

。景観 とは
,昔 と今の渡嘉敷村の風景
・村民アンケー ト調査結果の概要
。景観法でできること
,住民ワークショップ

(好 きな風景・守 りたい風景、好ましくない風景、風景を

守 り、活かすために必要なこと)

参加者

・渡嘉敷地区 16名 程

・阿波連地区 9名 程

8月 第 1回 渡嘉敷村景観計画検討委員会

10月 第 2回 住民説明会・ ワークシ ョップ

。具体的な基準の検討

(好ましくない 。気になる建物、建物等の高さ、色彩、形

態、セ ットバック、緑化、屋敷囲いなど)

・渡嘉敷地区

・阿波連地区

11月 第 2回 渡嘉敷村景観計画検討委員会

12月 第 1回 渡嘉敷村景観計画策定委員会

平成 31年 1月 第 3回 渡嘉敷村景観計画検討委員会

2月 第 4回 渡嘉敷村景観計画検討委員会

(渡嘉敷村景観計画素案のとりまとめ)

令和元年 6月 令和元年度渡嘉敷村景観計画策定委託業務 (素案作成 )

を委託

7月 第 1回 渡嘉敷村景荏見計画検討委員会

渡嘉敷村景観計画 (素案)に関する住民説明会

・渡嘉敷地区 8名 程

・阿波連地区 3名 程

9月 「渡嘉敷村景観計画 (素案)」 に関する意見募集 (パブ

リックコメン ト)

9月 2日 (月 )

～ 9年 30日 (月 )

延べ意見数 :5件
(個人 1件、メールにて)

10月 第 2回 渡嘉敷村景観計画検討委員会

11月 景観行政団体となる旨を告示する

12月 渡嘉敷村景荏見計画 (案)の とりまとめ

令和 2年  1月 第 1回 渡嘉敷村景観計画策定委員会

<主な意見 >。 建築物の高さ13以 下の制限及び説明内容の工夫
・違反等に対する対応 ・色彩基準 (自 然のなかで調和を)

。既存建築物等は対象ではなく、新築・増改築等が対象
・住民への景観計画の周知  。景観計画 (素案)の承認

8月 景観計画と景観条例を策定予定 (議会提案 )

10月 渡嘉敷村景観条例及び景観条例施行規則の施行開始予定





渡嘉敷村景観計画 (素案)に関する住民説明会における主な質疑応答 口意見等

～渡嘉敷地区～

日時 :令和元年 7月 16日 (火 )18:30～ 19:40

場所 :渡嘉敷村役場 2階 会議室

参加者 :住民 8名 (渡嘉敷区 5名 、阿波連区 3名 )

<主な質疑応答・意見等>

Ql:「ブロック塀の高さの 1.5m以 下」は低すぎるのではないか。中学生くらいでも覗いた

ら家の中が見える高さである。1.5m以下が基準になつてしまつた場合、外から見られ

るのが嫌な人にとつて、毎 日雨戸を閉め切る等、集落内の雰囲気が暗くなってしまう

のでは。塀の高さは検討したほうがいいのではないか。

Al:ブ ロック塀の高さについては、その塀の高さが 1.5m以下だが、その上に木製の柵

や (アル ミ等の)ルーバー等を設置 しても良い (ので外からの視線が気になる方は、

ある程度の透過性のある柵等をすることができる)。 ブロンク塀の高さを低くして

いる理由として、景観的に圧迫感があること、安全面である。渡嘉敷村の集落内の

道幅は狭く、ブロック塀が高いと子どもが飛び出してきたに見えない (安全面に配

慮)と い うことがある。また、昨年、地震によつて大阪府内でブロック塀が倒れて

子どもが亡くなつたこともある。屋敷囲い (ブ ロック塀)の役害1と して、プライバ

シーの確保や家屋を強風から守る役害Jが ある。プライバシーに関しては、ブロック

塀は 1.5mま でだが、その上に木製の柵やルーバー等を設置することもできるので、

外から視線が気になる方は柵等でカバーできると考えている。強風等から家屋を

守る役割について、現在は木造住宅が減 り、コンクリー トの住宅が増えている。そ

のため、 (昔のように)塀を高くする必要がないのではないか。

Q2ゴ赤瓦の屋根」にした方が良いと記載 している。赤瓦屋根にする場合、沖縄県から何%
か補助があると思 うが、現在もそのような補助はあるのか。

A2:公 共施設に対 して赤瓦屋根に対する補助はあると思 うが、民間に対 して赤瓦屋根

の補助はない。景観重点地区や沖縄県のモデル地区等といつた特定の地域を対象

として、赤瓦屋根の補助がある地域もある。

Q3:赤瓦屋根を推奨 しているが、赤瓦を葺く職人も少ないなかで現実的に厳 しいのではな

いか。また、竹富島では景観に関して補助があるではないか。

A3:竹 富島と渡名喜島は伝統的建造物群保存地区として国 (文化庁)が定めており、

建築物の高さの制限や赤瓦屋根にしなければならない等の厳 しい基準があるが、

建築物等の修繕については 8～ 9割の補助がある。

Q4ゴ 届出対象となる行為」で建築物は「建築面積 10r」 ゃ、開発等は「土地面積 300ポ」

とあるが、ほぼ全ての建築物や開発行為に対 して届出を出すことになるのは。また、

届出後の審査 (基準の適合)の透明性はどのように保たれるのか。

A4:届 出た物件に対する景観形成の基準の適合について村役場 (担 当課)で行 う。景

観形成の基準に不適合 (違反)と なった場合、何か問題があつた場合、村景観審議

会に意見を聴 くこととなる。その景観審議会は村景観条例を施行する場合、景観審
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議会を新たに設置 しなければならない。その景観審議会のメンバーは区長等の地

域代表をはじめ、学識者 。(建築、造園等)専門の方、行政の方から構成 されるだ

ろう。

建築面積 10ポ については、工事届出も 10∬以上となってお り、その工事届けと

合わせている。また、渡嘉敷村を訪れる観光客は増えており、外部から村内の土地

を買い、地域に調和 しないジゾー ト開発等が起こるのではないかとい うことを懸

念 しているため、届出対象の面積等を小さくし、なるべく開発行為等を村内で把握、

誘導等ができるようにしている。

Q5:景観の届出に対して、受け入れたくない行為 (建築物、工作物、開メ九瑳)は拶F除 し、受
け入れたい行為は優先的に認めることもでき、さじ加減一つだと感 じる。また、既に

作つているものに対しては景観形成の基準に適用されないため、既存のものは規制さ
れず、新しく作るものに対しては規制される。そのため、既存のものが圧倒的に有利
だと感じるが、そのバランスはそのように調整するのか。

A5:景観法では新しく作る場合等に対して効力を発揮するが、既存の建物等について
はその効力はほとんどないため、既存物件等については適用できないため、景観法
の限界となっている。既存のものに対しては適用できないことになっている。少し

ずつ建物や風景を良くしていく取り組みであり、長い時間スパンをかけた取り組
みとなる。10ポについては工事の届出も10だ以上出さないといけないのでそれに

合わせている。また渡嘉敷村は観光客も増えてきているため外から土地を買つて

開発が起こるのではないかということを懸念しているのであえて規模を小さくし
ている。

Q6:手続きの流れで、届出から30日 間は行為に着手することはできなく、場合によって
は 90日 間とあるが、審査はこの 30日 の間ときまっているのか。

A6:届出から30日 間の間で審査を行 うこととなる。届出の前に「事前相談・調整」す
ることができる。他市町村などでも大抵は事前相談・調整を行い、その後に届出し
ている場合が多い。

Q7:場 合によっては 90日 まで延長するとあるが、この場合とはどうい う場合か。

A7:「変更命令」や 「働告」が出た場合、90日 以内となり、審査 した後に基準を超え

ていたら90日 以内で適合するように変更を行なうこととなる。
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渡嘉敷村景観計画 (素案)に関する住民説明会における主な質疑応答 日意見等

～阿波連地区～

日時 :令和元年 7月 17日 (水 )18:30～ 19:40

場所 :阿波連生活館

参加者 :住民 3名 (阿波連区 3名 )

<主な質疑応答・意見等>

Ql:建築物の高さ制限に関しては慎重に検討 した方が良い。例えば、村役場の屋上は津波

の避難場所になるのか。建築物の高さの基準は 15m程ではないか。また、既にある建

物 (渡嘉志久)で 4階建てのものがあり、それを基準に高さ制限をするなら分かるが、

その一つだけ飛び出ていて、それ以外は下げるとい うのはおかしいと思 う。

Al:既 存の建築物等についてすぐにこの高さにしなければならないとい うことではな

い。また、高い建物に関しては全く建てられないとい うことでもない。基本的に集

落内は 13m、 それ以外は 8mと い う基準は守らなければいけないが、その建物が公

共のためであつたり、村民の生命に関わる施設等の場合など、村外の専門家や地元

代表の区長、村役場職員等からなる村景観審議会に諮 り、認められれば、「例外」

として建てられることもある。

Q2: 4階 建ての建物の場合、階高 4m× 4と すると 16mと なり、13m以 下の基準に合わ

ない。3階建ての建物の場合、階高 4m× 3で 12mと なり、lmしか余裕がないため、

水タンク等を屋上に設置することができないのではないか。

A2:1階 分の高さは 3mを基準に考えると3階建ての建物の高さは 9mと なり、4m
の余裕がある。その範囲内で水タンク等をおさめ頂きたい。

Q3:1層 分の階高 3mは、アパー トや住宅の基準であり、身長の高い外国人観光客のこと

を考えると、階高 4mでないと足 りないのではないか。

A3:13mの高さ制限については、村民アンケー トや住民ワークションプ、委員会等の

これまでの意見を踏まえて高さ制限を設けている。13m以下の高さの理由として、

渡嘉敷村内は眺望のよいところが多く、また 4階建て以上の大きな建物もほとん

どない。風景の良い場所に大きな建築物が建ってしまうと良好な景観を阻害して

しまうため、集落内は 3階程の高さが良いという意見であつた。また、高さの制限

を大きくしてしまうとヅゾー ト開発等の大きな建物や開発が村内のあつちこつち

で起きてしまうので制限してほしいとい う意見から、島のまちなみや風景を守る

ならば 13m程がちようどいいのではないかとい うところでの高さ制限の基準とな

っている。

Q4:「 フクギ」は簡単に切つてはいけないと記載 しているが、フクギは道路に多くの種が

落とし、その実による臭いが気になる。家の近くに防潮林があり、台風によつて枝等

がすぐに折れて困る。簡単に切つてはいけないとい うように書かれているが、誰が掃

除をするのか。

A4:防 潮林については、依然はモクマオウを積極的に植えていたと思 うが、そのモク
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マオウが大きく育つと風で折れたりすることから、現在、沖縄県はモクマオウを植
えないようにしていると聞いたことがあり、あまり重宝されていない樹木である。
防潮林が保安林 として指定されている場合、その樹木を簡単に伐採 してはいけな
い。台風で折れた防潮林の対応等については今後、検討する。
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「渡嘉敷村景観計画 (素案)」 に関する意見募集の結果について

O実施期間及び方法

■実施期間 :『 令和元年 9月 2日 (月 )～令和元年 9年 30日 (月 )」

■実施方法

(資料)イ ンターネット及び村役場の観光産業課による閲覧

1 「渡嘉敷村景観計画 (素案)」 【本編】

2 「渡嘉敷村景観計画 (素案)について」【概要版】

(意見)電子メール、郵送、FAX、 村役場に持参による意見書の提出

○意見募集対象 :「渡嘉敷村景観計画 (素案)」 」

O意見総数 :延べ意見数 5 件 (個人 1件、メールにて)
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渡嘉敷村景観計画 (素案)に関するパブリックコメンドのご意見と回答

村の考え方 (回答 L対応 )

渡嘉敷村の概要等の基礎的な情報については、既往

資料を活用 して整理 しているところです。

ご指摘のとお り、「慶良間諸島国立公園指定書及び計

画書」 (平成 26年 3月 5日 、環境省)よ リー部抜粋 し

て転載 しています。注釈等で追加 し、出典等がわかる

ように記載 します。

本村の景観計画では、「住むひとも、訪れるひとも、

幸せを実感できる景観碧島 (し ま)づ くり)を将来像に

掲げ、「碧島の風景をまもる」等の全体方針、森林等の

緑やケラマブルーの美 しい海等の自然景観保全地区等

の地区区分別の景観形成方針を示 しています。 (基本的

には、ジゾー トホテル等を積極的に誘致するなどの考

えでなく、美 しい自然景観を保全する考えです)

景観法に基づく景観計画で主にできることは、建築

物や工作物、開発行為等に対する行為に対 して地域の

実情にあった基準を設けることができ、望ましい景観

に誘導 していくことです。海岸の漂流物の問題に対し

ては、環境・衛生の分野と一緒になつて、また沖縄県

や周辺市町村 と一緒になつて漂着ごみの発生源を抑え

ていく取り組みが必要と考えられます。

添付ファイルにも示 しますが、随所に他所か

らのコピー、ペース トゃっぎはぎが見られ、引

用 しているにもかかわらず、それについて明記

がないのはいかなるものかと思います。

これについては説明を求めます。

自然景観について前半では述べられている

が、後半の実際の計画の部分にはほとんど言及

がないのは気になります。具体的な自然景観の

目標はどう持つているのか見えてきません。

海岸への漂着ごみの話も前半に出てきますが

後半は出てこないなど、資料全体としてス トー

リーが繁がつておらず、何のための計画で、課

題はなんで、そのためにどうするのかが示され

ていないように思います。

該当箇所

渡嘉敷村の概要 (自 然条件)の整理について

「渡嘉敷村景観計画 (素木安)」

p5 1.渡嘉敷村の概要

(1)自 然条件

1)地形  2)植 生

3)海域 ← 追加

自然景観に対する具体的な目標、取り組み

「渡嘉敷村景観計画 (素案)」

p14(1)景観形成の将来像

p15(2)景観形成に関する全体

方針

p18～ 19 (3)地区区分別の景

観形成方針

No.

2

2



人口減少時代において、農業従事者の高齢化や農業

の担い手不足も全国的に問題 となつています。

農地の流動化、担い手の育成、荒れた水田の復活

による地域活性化等、事業者や住民、行政が一緒にな

つて協働に取 り組んでいく必要があります。

村民の安全性の確保や予算面でも課題もあることか

ら、村域全体では難 しいと思われますが、特定の場

所 。地域で星空に配慮したフットライ トの整備や基準

の検討等、良好な景観形成にむけて検討 したいと思い

ます。

特定照明 (ラ イ トアップ)については、星空等に配

慮 し、届出対象 (p21)で あり基準 (p29)が ありま

す。

ご指摘を踏まえ、国土交通省ホームページの 「景観

まちづくリリーフレット」より転載 し、 plに 「1.

景観むらづくりとは」を新たに追加 します。

農業景観について、耕作放棄地は明らかに景

観を損なつていると思いますがどう整えていく

のでしょっか ?

農業振興なり担い手育成なりの事業が求めら

れますが、これについては最後の部分に書かれ

た個人の役割、もしくは事業者の役割に期待を

していると言 うことでしょうか?

村内の街灯について、現在村内の街灯は光が

360度方向に放たれており星空の景観を大きく

損なっています。できれば上方向へ向けた光を

制限し、暗いなかで星空を確保できるよう努力

していただきたい。

第 5章から「景荏兄むらづくり」の言葉が突然

出てきて不自然である。

街灯のあり方について

「景観むらづくり」の言葉の説明を

「渡嘉敷村景観計画 (素案 )」

p32～ 35 第 5章 計画の実現

化に向けた仕組み

耕作放棄地における農業景観のあり方について

「渡嘉敷村景観計画 (素案)」

p32 4.景観農業振興地域整備

計画の策定に関する基

本的な事項

No.

3

4

5

3
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