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景観計画の区域 【景観法第8条第2項第1号】

〈第1節景観計画の区域

本市では、海・山・川などの多様な自然景観、大規模工場地が内在する市街地景観、旧城

下町や鮎ゃなをはじめとする歴史・文化的景観などの延岡らしさを醸し出している多様な景

観が全市にわたって展開されています。

これらの多彩な景観の連携を図り、市全体での良好な景観づくりを進めるために、全市域

を景観計画の区域として定めます。
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t~ : ー竺警ι-:J v'主ーーーーーーーーーーー-------ーーー------------------------
①色彩の“ものさレ"について

マンセル表色系とは、日本工業規格 (JIS)のZ8721Iこ定める色の表示方法です.アメリ
力の画家 AHマンセルが、 1905年に書案した色の「ちのさし」ともいえる尺度で、ひとつ
の色を「色相〈いろあい)Ji明度(あかるさ)Ji彩度(あざやかさ)Jという3つの属性の組
みあわせによって表現します.これlこよって、赤や育、黄色などといっ疋色名による表現より
も個人差のない正確な色在表現することができます.

| ①色相 ②明度 ③彩度

|【色の三属性】 赤、黄、緑、青 色の明るさの 色のあざやかさ

! などの色あい 度合い の度合い

①色相 (Hue)

10種の基本色「赤(問、黄赤IY問、黄IYl、
黄緑IGYl.緑IGI.青緑18('却、青(日)、青紫IPBI.
紫(問、赤紫IRPlJとその度合いを表すOから
10までの叡字を組み合わせ、 101円や 5Yな
どのように表記じます.似た色あいを順番に環
状!こ並べた圏在色相環〈次頁図1参照〉といい
ま宮.色味のない無彩色はN(ニュートラル〉 邑

と表記レます. 相

② 明度 (Value)

明るさの度合いをOからオOまでの叡値で
表します。暗い色ほど数値が小さく、明るい色
ほど叡値が太きくなり 10に逝くなります.明
るさが知覚的に等間隔になるように灰色を配
置し疋ものを明度の基準lこレていま宮.

③ 彩度 (Chroma)

あざやかさの度合いをOから 14程度まで
の敏値で表レま~.穏やかな色ほど豊富値が小さ
く、白、黒、グレーといった無彩色の彩度はO
lこなります.逆に鮮やかな色ほど数値が大きく、
赤の原色の彩度は 14程度です.各色相の中の
最もあざやかな色への白・黒・灰色の混合量で
彩度巴遣いが生じま官。

※マンセル値

色相、明度、彩度の数値を用いて表記レた色の
値で、倒えば、右図の i5R4/1 4Jのよ
うに表記レます.この揚合 i5アール、 4の1
4Jと読み、色相5R、明度4、彩度14を表
します。

白

9/ 

黒

マンセル表色系のイメージ

・明度と彩度の関係

出 型空空コ
@ 

N 0.511.5 2 2.53 -4 5 6 7 8 910121-4 

彩度 • 
(裏目al色相明度/1醇度

E調
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-②延岡市票観計画における色彩基準

延岡市景観計画では、建築物、工作物の壁面、屋根、屋上に使用できる色(基調色)の基準を

「マンセル値で色相 R、YR.Yは彩度6以下、その他の色相は彩度4以下」 としています。

下図の点線の枠内は、使用できる色を参考とレて示しています。なお、ここに表現されている

色は臼刷によるものであるため、実際の色は色票で確認してください。
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12:.???!?!?と .ーーーー
-①市民アンケート結果

・アンケートの目的 以下の点を目的に実施しました。

0これまでの景観施策等に苅する市民評価の把握、市民へのPR

O延岡市の景観の魅力、問題点の把握

O今後の震観施策等の方向性に刻苦る市民意向の把握

0協働の景観づくりに苅する意識レベルの把握、意識啓発、実働のため!こ必要な施策の把握

O景観づくりに闘する市への要望等の把握

・アンケー卜の方法以下の方法に基づき、アンケートを実施レました。

0悶査対象者・・一般市民 (18歳以よ80歳以下の市内居住者〉

O調査方法・・・郵送・手渡レによる配布、回収
苅象者

般市民

配布数

1，800 

O実施期間・・・平成20年9月から平成20年 12月にかけて実施

。配布教及び回収数、回収率・・古表による.

来訪者

事業者

学生

600 
102 
256 

-アンケートの調査結果
0回笹者の属性

庁内 16 

ι丘国
①男性40.3% ②女性 56.1% 無回答3.6%

L主盤
①18~19 歳 0.4% ⑤50~59 歳

②但~CY--29 歳 6.7% ⑥60歳以よ

③3cr-39歳 11.7% ⑦無回答

④4CY--49歳 16.6% 

♀ー且差 ①会社員 24.9% ⑥主婦(夫〉

②公務員 4.4% ⑦学生

③サービス業 6.9% ⑧無職

④農林業 3.6% ⑨その他

⑤製造業 1.0% ⑩無回答

d.お住まいの地区
⑨北浦 無2回7%管①川中

⑧北方
地区 地区
4.4% 1.9% ②岡富地区

5.3略 地区
15.3% 

⑦南浦
地区
1.3% 

⑥南方
地区
13師

⑤伊形
地区
10.2略

e，居住年叡
①1年未満 1.9% ④10年~20年未満

②1 年~5年未満 10.0% ⑤20年以上

③5年~10年未満 8.5% ⑥無回答

回収数 回収率

698 38.7% 
67 11.1% 
57 55.8% 
256 1∞% 
16 100% 

25.0% 

36.3% 

3.3% 

21.6% 

1.7% 

20.9% 

11.1% 

3.9% 

14.3% 

回 .1%

5.2% 
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(1)景観m現状について

間1 あなたは、普段、まちなみや自然の景観が気になりますか。あてはまるものを 1つ還ルで〈ださい。

d河嶋田頃から.になる~37.2‘ 

開 20略 .0弘

骨時々 集になる‘50叫 曲全〈気にならない、1田

無回答、0醐

1'， 
8田 畝班 100略

申あまり気にならない、 10凹 | 

問2あなたは延岡市の景観について、全体的にどのように思いますか。あてはまるものを 1つ選んでください.

①全端的に自慢できる最観である、7開②ー郁、自慢できる景観である.59.2" 骨全〈自慢できる景観ではない、3.'‘
「 ， LL 無回答‘0.7"

開 四% 4拙 6開 8聞 I100> 
骨自慢できる景観!まあまりない‘H蝿

骨量岡市全体の景慣について宥えたこ企がなL、.4.4事 | 

問3あなたご自身の住まい周辺の景観についてどのように思いますか。あてはまるものを 1つ選んでください.

叫

①全体的に自慢できる景観である、 11.5"喧トー部、自慢できる最観である、四叫

2田 制 醐 | 醐

@自慢できる量観はあま均ない、34.7覧

④全〈自慢できる量観ではない.日首

骨E岡市全体の量観について考えたことがない、'.7‘

間4延岡市のまちなみや自然の風景は、以前(10-15年程前)と比ベてどうなったと感じますか?

明

あてはまるものを 1つ遺んで〈ださい.

①良〈なった‘ 12醐 骨少し良〈なった、31.3"

I-~ 

2師 4冊

豊里坐皇主旦J塑里

④少し悪〈なった、 15.6" 嘩恥からない‘8.2"

| I_ I_ I~ 

8開 l

⑤悪認なった.8.6"

繰回答、0叫

1凹%

間5あなたがイメージするまちの『良い量観』とはどのようなものですか?あてはまるものを3つ選んで〈ださい。

①屋且的な量量抽・まちなみ

②近刊曲なピルが盈ち並ぶまち

③輯あふれるまち

④高さの揃ったまちなみ

骨やまなみへ叩臨望があるまち

⑥色や形が調和したまちなみ

⑦広告輸が畳理された量噛等

⑧ライトアップされた夜間のまちなみ

嘩デザインされた歩道、照明、柵等

⑩電線・電柱のないまちなみ

⑪きれいに壷価された水辺

⑫ごみのない璃寵なまち

⑬その他

o .0 曲 150 2曲 250 甜o 3田 4岨 4.0 国 O
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問6あなたが、延岡市の『悪い景観」と感じているものはどのようなものですか?あてはまるものを 3つ選んで〈ださい。

①E且曲な建物ゃなじみのE置が少な〈なってきている

②且地や里山を感じる場所が少な〈なってきている

③まちなかや適切に緑が少なくなってきている

④周辺から突出した商さの重量畑があり‘粛さが不ぞろいである

⑤やまなみへの眺望が失われた

嘩建物等の形館副周置と不調和である

⑦建物等の色協が周置と不圃和である

喧瞳械量備等部厳然としたピルの屋上が見普しい

哩屋外広告帽のデザイン・色彩が周辺と不掴和である

⑪屋外広告物fJ'，にき<.数量も多すぎる

咽漕柱へのはり紙や遭路上の立看板、置き看板が目立つ

⑫ライトアップなど夜間照明出目立つ

哩噛虹や車止めのデザインに輯-111がない

⑪電柱や電織が目立つ

⑮携帯電話の基地局が周辺と不調和である

⑮揮石場やコンタリ トむき出しの斜面が周辺と不闘和である

⑫まちなかの大規観工場地

⑩その他

。 50 1田 150 200 2田 3田

問 7-1延岡らしい場所や美しいまちなみ・自然など、延岡市の良好な景観づ〈りに向けて守り、育てるべき重要な場所は

どこですか?晶てはまるものを 5つ選んで〈ださい。

lD1属山周辺

②今山周辺

章一ケ岡団地・冨提山団地等由良好な量観申住宅地

嘩中心市街地圭構成するJII北・)11中・川南地区田商量・章覇地

⑤ 帯由延岡インター産量・物流極点地区{クレアパーク延岡)

⑥延岡駅周辺

⑦まちなかの大規模工堀地

⑧JR日豊本線・国道10号沿い

⑨高千祖鉄道・国道218号沿い

⑩園道388号沿い

⑪国軍328号沿い

⑫量宕山

⑬行脇山・式圃山等白山並み

⑩王ヶ源川・式源川沿線

⑮北川沿線

⑩視子川沿線

o 

⑪網白調川沿線 I8 

⑪車川沿線

⑩長浜海岸

⑮'Jアス式白日畳海岸

@ジョギングョース沿線

@旧北方町

@旧北浦町

@旧北川町

@その他

100 2回 3∞ 400 500 e曲
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聞 7-2あなたは何に対して「延岡ら Lさ』を感じますか。もl-<は、どのような延聞の景観を望みますか?

あてはまるものを2つ選んで〈ださい.
o 50 田 1田 200 250 3凹 S田 400

①まちなかを多〈の河川が流れる量観

②まちなかに文規視な工場地が並存する畳観

③身置な自然在来しめるジョギンゲロ 戸田量観

嘩帽豊かでまとまりと落ち着きのある住宅地の畳観

⑤械山をはじめ、近世城下町の罫囲昆由屠る畳観

⑥あゆゃなや棚田・帯畑、お事り等白文化的な畳観

⑦身近にある砂浜海岸簿由聾しい海浜田畳観

⑧行膿山や式崩山等の量式で特徴的な自然畳観

⑨広大な田畑町広がる由どかな島村畳観

⑩活情的なぜルが建ち並ぶ都会的な畳観 I5 

⑪多〈由来訪者が訪れる観光畢市白畳観

⑫多〈白書由行き宜う雇わいのある商直衛由畳観

⑮そ由他

α)景観づ〈りのルールについて

" 

問8延聞の良好な景観づ〈りを進めてい〈ためには、「景観づくりのル-)レ」を股けることが有効な手法として考えられま

す。こうしたルールづ〈りについてどのようにお考えですか?あてはまるものを 1つ選んでください.

。‘ 倉田

②全市的に輯やかな1Lr-ルを置け、
重要な地Eについてきめ細かなルー

40罰 .0略
③全市曲に緩やかなルールを瞳ける、 16叫

業問8で①M ④を選択した方だけにお尋ねします.

聞9延岡らしい景観づ〈りを進めるために、どのようなルールが必要だと思いますか?

あてはまるものを2つ選んで〈ださい。

。 50 1田 150 200 250 300 

①直抽等のデザイン、色帯、素材

②建輔自高さ

③建柏田毘置

④置外広告相自デザイン・色事

⑤置外広告柏田文脅さ、敏

⑥住宅や唐舗等由敷地の緑化

⑦そ由他 園 |

(3)色彩について

350 400 

問10新たに最観法の制度を取り入れた場合、建築物や工作物の色彩については制限する三とができるようになります.

あなたは建築物等の色彩について、日常生活で不快感を覚えたことはありますか?

あてはまるものを 1つ遺んで〈ださい.

ocよ〈あ晶、6.2" ②時々 ある，48.7%

「仁二二二二二一仁三二二二二
|I  

田 20弘 40略

③ない、41.5"

戸二二二

60覧 8凹

問 11色彩について不快感を覚えたのはどのようなものですか?あてはまるものを 2つ浬んで〈ださい.

。 50 100 150 200 

①周辺の鳳量k色合いの遭う大揖鶴建築物

骨周辺の風景と色合いの遭う住宅

<3J周辺の鳳慢と色合いの遭う幹鎗遭路沿いのE舗等

④周辺の風景と色合いの遣う看板

⑤遍路上や庖割前の立看板、のぼり等

個辺の風景酌暗号自 師 醐E司
⑦その他

5 
10田
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問 12今後、建築物の色彩制限を行うべきかどうかについて、どのように恩われますか。あてはまるものを 1つ選んで〈だ

さい.

①建聾物の外壁は公共空間を占めるものであり②極端な色彩のみを制臨すべきで、あとは 骨量量輸の外壁の色彩は所有者の表現の自
聞和を軍つため、強〈制直すべき、 7.7'10 個人の良憶にまかせるべき、37醐 由であり制阻するべきではない、 10開

。掲 2開

(4)眺望全体と建築物の高さについて

40省 e師
③重要な地区に限り制限し、一般曲な地域
I孟色務のみを制醒する、31.5略

集回答、 6.0%

100% 

問 13現在、延岡市では、城山への眺望を守り育てるために、城山周辺の建築物の高さについて、 E慮(標高 21m)を事

業者に対してお願いしています。 ζ の ζ とについて、今後どのようにしたほうが良いとお考えになられますか?あ

てはまるものを 1つ遺ぬでください.

①現持より、厳しく制限すべきである.12.0% o現軒のと溜りでよL¥77.1聞 土品上
踊回答、4.4弘

。‘ 20純 40% 8醐
③現骨由脚部要ない、4 1曲%

(5)景観づ〈りへの闇わり方について

問 14.jg岡らしい良好な景観づくりのためにあなたが、既に取り組んでいる、または今後取り組んでもよいと思うものを 3
つ温んで〈ださい.

d腫物・のデザインー色彩・のルールの限定など、景観のための憶し合L、への.加

骨景観に闘するセミナーやi1!閉会などへの.却

哩撞垣、庭先、ペランダの花・.・Fによる緑化

@自宅の建替え・改修時r=~ 建鞠のデザイン・色彩について周辺の最観!こ:E慮する

⑤自治会.によるまちの清掃活動などへの参加

嘩地域で愛されている建物の保存・活用の取組制乙参加する

⑦公園や道路の花壇の手入れなどへの多加

⑧その他

(6)延岡らしい良野な景観づ〈りの今後の方向性について

o 50 閲 150 200 250 300 囲網o 450 500 

問 15良野な量観を守り、育てるためには、今後どのようなことが必要だと思いますか?あてはまるものを 3つ選んでくだ

さい. 。 50 t∞ 150 200 250 300 350 

岳景観づ〈り@目栂‘方針を作成Lパシコレヲ同'をE布する

②撞納のデザイン.色彩‘素材、高さ・についてルールを除ける

③屋外広告同物@規制を強める

⑥竃健@地中化を進める

喧噛路樹ー花などによる道路等@緑化を進める

⑥住宅工場などの民有地"'.地肉@縁化を進める

申公共施置(遭路、珂川、量柚な白壷惜の賞の向上を園る

⑧号デル前な美しμまちなみづ〈ψ
哩抽鳴の量観づ〈りを支慢するための専門副障の派遣

⑩曙動を進める土で必要となる情報資製の提供

町市と市民の櫨個の景観づ〈りを支える体制づ〈り

⑫自治会やNPOO信動伐の支援

@溜置啓iO.学習慣会@提供のための講嵐会、研修会などの開催

⑩学教で景観学膏@捜鋼障を殴ける

⑮その他 ..8 8 
唖暗になレ、
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t~~ _ ~~竺??!?竺竺竺ーー
-①策定の体制

企景観計画策定の流れ
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-②策定までの経緯

年月日 事業

平成20年4月1日 景観行政団体ヘ移行

平成20年8月8日 第1回景観計画策定ワーキンググループ、幹事会

最観法と覇観計画について

平成20年8月11日 第1回延岡市景観計画策定懇談会

延岡市景観の魅力

平成20年9月1日 美しい景観づくりに閲するアンケート調査

~平成20年12月 参壱資料参照 P52~P56

平成20年9用1日 延岡市後世に残したい景観の募集

~平成20年12月1日 ※延岡市ホームページに結果在掲載

平成20年9月26日 平成20年度第1回延岡市都市震観審議会

景観計画策定の取組みについて

平成20年10月14日 第2回延岡市景観計画策定懇談会

全市の骨格景観と重要な地区の現地視察

平成21年1月23日 第3回延岡市景観計画策定懇談会

景観づくりの方向性について

平成21年1月23日 第1回延岡市景観づくりワ クショップ

延岡の大事な震観を選ぼう

平成21年2月7日 第2回延岡市景観づくりワークショップ

まちを歩いて確かめよう

平成21年2月24日 平成20年度第3回延岡市都市景観審議会

景観計画策定の方向性について

平成21年3月24日 第4回延岡市景観計画策定懇談会

景観づくりの方向性iこついて

平成21年8月4日 第5回延岡市景観計画策定懇談会

策定方針〈案〉について

平成21年9月1日 第2回景観計画策定ワーキンググループ

建築物の色彩調査について

平成21年10月8日 平成21年度第1回延岡市都市景観審議会

景観計画骨子葉について

平成22年1月28日 第6回延岡市景観計画策定懇談会

自分たちiこでさること、今後の取り組みlこついて

平成22年2用4日 平成21年度第2回延岡市都市景観審議会

延岡市環観計画(案〉について

平成22年5月7日 パブリックコメント

~平成22年5月21日 延岡市景観計画(案〉について

平成22年7月15日 平成22年度第1回延岡市都市計画審議会

延岡市景観計画(案〉についての窟見璃取
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-③延岡市崇観計画策定懇談会の開催

・目的

景観計画の策定に向けて、学識経験者.各種団体.地域住民等により、計画の骨子となる延

岡市全体の景観のあるべき方向性等についてご意見を頂き、票観計画作成の際の参考とするた

め、景観計画策定懇談会を開催しまレた。

-委員名簿

区分 所属・役職 氏名

学識経験者 南九州大学環境造園学部 准教痩 関西剛康

祉団法人宮崎県建築士会延岡支部副委員長 柴田志摩子

各種団体代表等 延岡市区長連絡協議会会長 重弘光

北方町地域協議会委員 藤本博明

北川町地域協議会委員 福島正則

北浦町地域協議会委員 日高勝明

社団活人延岡青年会議所理事長 小嶋健晴

のべおか男女共同参画会議21 会長 木原万里子

アーテイスト(現代美術〉 白瀬昌子

産業 旭他成株式会社延岡支社延岡総務部長 上荷田洋一

株式会祉アドペリー代表取締役 稲田新末

延岡商工会議所女性会副会長 内倉政子

延岡麗業箇同組合総務部長 佐藤善男・尾崎公美洋

行政 国主交通省九州地方整備局延岡沼川国道事務所 塚本剛好

副所長

宮崎県延岡土木事務所次長 井上康志・増田茂司

市民公募 塩満啓蔵

木村哲三

小林由明

南都史子

池田見ー

小泉進

永友宣彰
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-④延岡市都市景観審議会委員名簿
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t_~.__~!号堅哲一ーー
あ~お

アクセント色 l 建築物等の部分的に使用する少量の目立つ色のことで、色相、明度、彩度のいすl

l れかに太きな差をつけて協調させる色白 l 

匠

植

転

意

移

移

l 建築物や工作物の形・色・模犠・配置などのデザイン。
J 

l 竹・木などを剖の土地へ移レ植えること。

l 同一敷地内における建築物の位置の変更をいう。通常は水平方向への移転が主なl

l ものであるが、霊直方自への移転(かさ上げによる高さの変更〉もあり得る。

l美レい国づくり政策 l 国土交通省によって定められた「国主を国民一人一人の資産とレて、美レい自然l

l 太綱 !との調和を図りつつ整備レ、次の世代に引き継ぐという理怠の下、行政の方向をl

i美レい国づくりに聞けて転換する」とレた取り組みの方針。平成 15年策定.

1 建物の屋上に設置する屋外広告看板。l 屋上広告

， .オープンスペース i都市または敷地内で、建造物の建っていない場所。空き地。

か~こ
l外構 l 敷地を囲む垣、さく、へい、門、生垣など。

主とレて建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地 ll開発行為

l 改築

， 

l観光立国行動計画

! t温働

の区画形質の蛮更のこと。(都市計画法第4条第12項〉
J 

従前の建築物を取り懐して、これと位置・用途・構造・階数・規模がほぼ同程度l

のものを建てること。
J 

「日本を訪れる外国人旅行者数を 2010年に倍増させる」という目標を達成すl

るための具体的な施策を定めたもの。平成 15年に第2回観光立国関係閣僚会議l

で決定。

l おEいの役割と責任を分担して一つの目標を達成する取り組み。

l 景観アドバイザー

l 景観行政団体

l 震観形成基準

l 景観づくりのために専門的なアドバイスを行なう者。

l 景観法により定義される景観行政を司る行政機構。景観行政団体は、景観法に基1

1 づいた項目に該当する区践に景観計画を定めることが出来る。

l 良野な景観を維持・継承するための基準。

l 景観形成重点地区 l 景観計画区鼠のうち、景観形成よ、特に重要と考えられ、重点的・先導的に景観i

l 形成を推進する地区白

!~観軸 l 道路や沼川などに沿って線的に形成される景観。

l景観重要建造物

l て、景観行政団体の長が指定した良好な景観の形成に重要な建造物のこと。

l 景観法第19条に規定されたちので‘景観計画に定められた指定の方針に則レl

l景観重要公共施設 l 道路、淘川、都市公園、海岸、港湾、漁港、自然公園等!こ係る公共施設のうち、 l

i 1璽観重要樹木

l景観ゾーン

景観計画の中で、良好な景観の形成lこ重要なものとして定められたもの。

l 景観法第28条に規定されたちので、景観計画に定められた指定の方針に則レl

l て、景観行政団体の長が指定した良好な景観の形成に重要な樹木のこと。

l 自然地や市街地など面的に形成される景観固
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1ft観法 都市、農山漁柑等における良好な景観の形成を促進レ、美しく風格のある国土の

形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力のある地域社会の実現

を図るため、宗観に闘する国民共通の基本理念や園、地方公共団体、事業者、住

民それぞれの責務を定めるとともに、行為規制や公共施設の特側、支援の仕組み

等を定めた法律.平成 16年制定。

形態 ありさま。かたちに現れた姿。

原色 混色することであらゆる種類の色を生み出せる、 Eいに独立な色のこと.

建築基準法
大規模の修繕 (建築物の主要構造部の一種以ょについて行う過半の修繕〉

第2条第14号

建築基準法
大規模の模様替 (建築物の主要構造部の一種以上!こついて行う過半の模様替〉

第2条第15号

建築物 主地に定着する工作物のうち、屋根があり、柱ちレくは壁を有するちの、又は、

これに附属する門や塀、野球場や競馬揚のスタンドなどのような観覧のための工

作物、地下又は高架の工作物内に設けられる事務所、盾舗、興行揚、倉庫などの

こと.(建築基準法第2条第 1号〕

建築行為 建築物を新築レ、増築レ、改築レ、または移転するための行為のこと。

建ベい率 戴地面積に対する建築面積の割合.

工作物 本計画書においては、 P.29工作物の種類に示すちの。

コミュニティ 地域社会、共同生活体のこと。

彩度 あざやかさの度合を数値で示レたもの.P. 50参照.

色相 赤、黄、緑、青などの色あい。 P.50参照。

自然素材色 木、石、植物など、加工されていない素材の色。〈レンガやタイルは自然素材と

レない。〕

指定天然記念物(県〕 県の区域内に存する記怠物のうち、重要であり、宮崎県文化財保護条例に基づき、

県が指定レたもの。

指定天然記怠物(市〕 市の区域内に杏する記怠物のうち、重要であり、延岡市文他財保護条例に基づき、

市が指定レたもの.

指定有形文化財(県〕 県の区域内に容する有形文化財のうち、重要であり、宮崎県文化財保護条例に基

づき、県カT指定レたもの.

指定有形文化財(市〕 市の区域内lこ害する有形文化財のうち、重要であり、延岡市文化財保護条例!こ基

づき、市力守指定したもの。

視点揚 人聞がある震観を眺める場所のこと.

地場産の素材 拙元で探取、生産、加工された建設用資材。たとえば、延岡産の瓦など。

修景 建築物等の外観や道路・公園等の票観を美しく整えること.

修繕 閉じ材料を用いて、元の状態に戻すこと。

新築 建築物の敷地(更地〉に建築物を建てること。

遮へい 覆いをレて隠すこと.
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た~と

な~の

は~ほ

スカイフイン 空を背景とした建築物などの輔郭線.

増築 建築物の床面積を僧加させること固

祖母傾固定公園 太分、宮崎両県にまたがり、祖母山や太崩山など山岳地帯を主たる区域とする公

園。

畳提〈たたみてい〉 洪水の被害をくいとめるために提防の上に造られた土木構造物。洪水時に、畳程

に畳を挟み、提防からの越水を防ぐものである。

テクノスケープ テクノロジー〈技術〉とランドスケープ〈景観〉との合成語で、工場や鉄揺など

の産業景観を表す。

登録記倉物 文化財保護法に基づき、文部科学太臣によって登録されだ保普及び活用のだめの

措置が特に必要な記愈物。(記愈物1<1:、遺跡、名勝地、動植物・地質鉱物の3分

野が対象〉

登録有形文化財 文化財保護法に基づき、文部科学大臣によって登録された保葎及び活用のための

措置が特に脳要な建造物など。

都市景観形成モデル 総合的な都市景観の形成を推進するために施策を重点的に行う候補地区を有す

都市 る都市として国が指定したもの。延岡市は昭和63年!こ指定を受けている。

日豊海岸固定公園 大分、宮崎商県にまたがり、北は佐賀関半島から南は美J司津海岸に至る海岸部を

主体とする公園。

日豊海岸シーニッ シーニックは景色、パイウェイは脇道、寄り道の意味で、観光や地域活性化など

ク .Hイウェイ を目的とした、地域の魅力を具体化するための取り組み、またはそのためのルー

トのこと。平成18年に国土交通省が選定固

延岡市景観計画 景観計画における「良好な景観の形成に闘する方針」に示された景観形成の基準

ガイドライン について、黒観づくりの主体となる市民、事業者、行政が、その取り組みについ

て共通の認識を持つことができるよう、参考図・写真による具体的事例などによ

り、わかりやすく解説したもの。

延岡市景観条例 景観法による委任事項である届出対象行為、景観重要建造物・樹木の管理基準な

どに関する規定を盛り込み、良好な景観形成の実現を図る条例。

延岡市震観審議会 本市の景観形成に関する基本的事項を調査審議するための市長の諮問機関。

延岡市都市景観形成 延岡市都市景観条例の具体的な運用の万間性や、景観形成の指針を示した計画。

基本計画 平成8年策定。

延べ面積 建物の各階の床面積の合計のこと。

活面 切土や盛土による人工的に作られた斜面のこと。

伐採 l 竹・木などを切り取ること。

パブリックコメント l 行政機関の意思決定過程において、広く市民に素案を公表レ、それに苅する意見、

情報を考慮レて意思決定する制度のこと。
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文化財保護法

ファサード

壁面広告

ま~も

マンセル表色系

模樽醤

や~よ

ユニパーサルァザイ

ン

容積率

用途地域

擁壁

ら~ろ

ライトアップ

ランドマーク

稜線

ル-H-

わ~ん

ワーキンググループ

ワークショップ

文化財を保杏レ、その活用を図って国民の文化的自上に資する目的の法律.昭和

25年制定.

建築物の正面のこと。

建物の壁面に設置する屋外広告看板.

色を定量的に表す体系である表色系のひとつで、色彩を色の三属性〈色相、明度、

彩度〉によって表現したもの.(JISZ8721として規格化〉

建築物の材料、仕憶を替えること.

年齢や障がいの有無などにかかわらす、できるだけ多くの人が利用できるように

されたデザインのこと.

建物の延べ面積の敷地面積に対する割合.

良好な市街地環境の形成や都市における住居、商業、工業などの適正な配置lこよ

る機能的な都市活動の確保を目的とレて、建築物の用途(建てられる建築物入

容積率、建ぺい率、高さなどの規制・誘導する土地利用計画の基本となるちの。

がけ地の主砂や、傾斜地のヒナ壇型造成地の段差が崩れるのを防ぐために設けら

れる壁状の構造物のこと.

夜間に照明機器や発光ダイオード (LED)などを使って建物・楕・活などの建

造物や、樹木等を明るく浮かびょがらせること。

広い範囲から見え、地理上の目標物となると同時に、地慢の景観を特徴づける山

や建物などの景観構成要素。

山の峰と峰を結んで続く線.尾根のこと.

窓などlこ、幅の狭い板を何枚か縦!こ一定の間隔、角度で取り付けた装置のこと。

委員会などの中に設置される、具体的・実務的な作業や調査を行うグループ.

方的な知識や技術の伝達ではなく、参加者が自ら参加、体厳レ、グループの相

互作用の力で伺かを学びあったり、創り出レたりする、双方閥的な学びと創造の

スタイルのこと.
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