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１．集落内全域にかかる、広域の道路、河川、港などの重要構成要素。 

改良工事などの際に景観上の配慮を必要とするもの。 

２．重要構成要素である集落内に共通する石積み、農地、屋敷地とネリベイ

建物などの景観構成要素。基本的には現状維持を目的とする。 

４．文化的景観の価値を単体で特徴的にあらわす重要構成要素。 

「土地利用の考え方」により重要構成要素ごとに保護の方針を決める。 

５．文化的景観の整備活用のための情報発信施設としての重要構成要素。 

土地利用の考え方」により対象ごとに整備活用の方針を記載する。 

重要 
構成要素 

３．歴史的、視覚的にまとまりをもつ単位景観の中にある重要構成要素。 

集落全体で共通する景観構成要素よりも強い保護の方針を持つ。 重要 
構成要素 

重要 
構成要素 

第３章 文化的景観の保存に配慮した土地利用に関する事項 

 

３‐１ 土地利用の方針 

 

（１）対象地域の区分 

  文化的景観申出範囲内の土地利用については、対象とする景観構成要素の規模により広

域に存在するもの、共通するもの、地域でまとまった重要構成要素が見られるもの、単体

の要素などに分かれている。また単体の要素も保全を行っていくものと整備活用のための

施設にわかれているため、以下のように5つの対象に分けて方針を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
重要構成要素 

（情報発信施設） 

外海の文化的景観選定申出範囲 

4．単体の重要構成要素 

単位景観 

５．単体の重要構成要素 

 （情報発信施設） 

重要 
構成要素 

重要構成要素 

３．歴史的・視覚的なまとまりをも

つ単位景観の中にある重要構成要素 

２．集落全域で共通する景観構成要素…石積み、農地、屋敷地とネリベイ建物など 

１．集落内に広域に見られる重要構成要素…道路、河川、港など 

集落（重要構成要素） 

重要構成要素 

（情報発信施設） 

重要構成要素 

図 10 対象地域の概念図 
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 なお、土地利用の表で区分する「景観を構成する要素」と「文化的景観を構成する要素」

については以下のように定義する。 

 

【景観を構成する要素】 

視覚的に表出している景観のまとまり。畑や水田などが広がる農地景観は「耕作地」とし、

宅地や宅地がまとまって形成されている場所は「屋敷地」と称する。また堤や水路などの土

木構造物は「工作物」と称する。その他として「墓地」や「道」、信仰の場や歴史的な伝承

地などは「信仰対象地」や「伝承地」の名称を使用する。なお景観としてのまとまりを持た

ない井戸や単体の石造物などは「工作物」のなかで単体として扱うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【文化的景観を構成する要素】 

景観を構成する要素のうち、特に重要構成要素として特定する要素や、重要構成要素では

ないものの、里道など、その場所の景観にとって不可欠な要素である。 

以下に具体的な名称とその解説を記載する。 

 

屋敷石垣：文久の絵図に記載され、現在まで残っている屋敷地に作られた石積み。 

宅地石垣：屋敷地に作られた石積み。 

水田石垣：耕作地の石積みのうち、水田の石積み 

畑地石垣：耕作地の石積みのうち、畑地の石積み。 

ネリベイ建物：在来の石積構造の建物。 

 キリスト教関連施設：教会堂と授産施設。 

 工作物：堤などの土木構造物や井戸や道標など、単体の石積み構造物。 

 

  

集落 

屋敷地 

工作物（土木構造物） 

耕作地 

墓地 

道 

河川 

信仰対象地、伝承地 

図 11 景観を構成する要素の概念図 
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（２）集落全域にかかる広域の重要構成要素 

  集落全域にかかる広域の景観構成要素のうち、特に景観への配慮が必要な以下の公共施

設については重要構成要素として保全をはかるものとする。 

 

 

集落全域に共通する要素 

景観を構成する要素 
文化的景観として 

特定する要素 
土地利用についての考え方 

公共施設 国道（202号） ・基本的には道路線形・幅員など現状の道路を維持して

いく。 

・改良・復旧工事などは、周辺景観への影響が考えられ

るため、事業計画は長崎市景観計画を尊重するととも

に色彩・形状・材質など、周囲の景観に十分配慮した

工法を採用する。 

 

出津川 ・河川としての機能を維持しつつ、河口付近の護岸石積

みを現状のまま保存していく。 

・河川改良・復旧工事などは、原則として、自然材料を

用いた伝統工法とする。 

・構造的に伝統工法が困難な場合は、景観への影響が考

えられるため、事業計画は長崎市景観計画を尊重する

とともに色彩・形状・材質など、周囲の景観に十分配

慮した工法を採用する。 

 

出津漁港 ・漁港としての現在の機能を維持しつつ、波止場などの

港湾石積みを現状のまま保存していく。 

・漁港改良・復旧工事などは、周辺景観への影響が考え

られるため、事業計画は長崎市景観計画を尊重すると

ともに色彩・形状・材質など、周囲の景観に十分配慮

した工法を採用する。 
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（３）集落全域に共通する景観構成要素 

  集落の中に位置しており、地域全体で維持管理をおこなっていく耕作地や石積み構造物、

自然環境などについて、現在の姿をできるだけ維持していくための基本的な取り組みを述

べる。また今後の建設にあたって景観への配慮が必要となる公共施設や公共構造物につい

ては、景観計画による行為誘導に従うものとする。 

 

集落全域   

景観を構成する要素 
文化的景観として 

特定する要素 
土地利用についての考え方 

農地 集落内の耕作地 ・現在の耕作地は現状のまま維持管理を行う。 

・圃場整備はできるだけ行わず、段畑と石積みによる斜

面地の景観を維持してゆく。 

・耕作放棄地については、回復可能な部分から農地とし

ての再生をめざす。 

石積構造物 集落内の石積み ・現在の石積構造物は、定期的な除草や維持補修を行い、

地域全体での保存に努める。 

・近世からの石垣など、石積文化をあらわす石積構造物

については、現状のまま保存していく。 

・石積が破損した場合は、原則として伝統工法による空

石積で復旧する。 

・構造的に空石積での復旧が困難な場合、周囲の景観に

十分配慮した工法とする。 

 集落内の石階段 ・集落内に点在する石階段は、現状維持に努める。 

建造物 ネリベイ建物 ・現在の構造と外観を維持管理してゆくことに努める。 

宅地 屋敷構え ・屋敷を構成する石階段や倉庫、門構え、作業場や干し

棚、樹木などと一体で保存に努める。 

墓地 集落内の墓地 ・現在も使われている墓地は、地域による草刈りなどの

維持管理を継続してゆく。 

・墓石の形式等に歴史性価値が高いものについては、保

存を検討する。 

集落内の廃絶された

墓地 

・廃絶した墓地は管理も行われておらず、山林となって

いるが、基本的には現状のままとし、新たな墓地の設

置は行わない。 

自然環境 二次林 ・かつて開墾により畑地として使用されていた土地が現

在は竹林、シイ・カシ林に変わりつつあるが、基本的

には現状のままの樹林環境を残してゆく。 

・ただし、石積文化を顕在化することで価値を高める場

合は、伐採を検討する。 
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自然環境 景観木 ・大径木などは地域のシンボルとして残していくものと

し、定期的な維持管理に努める。 

 礫浜・砂浜 ・歴史的な場所として重要であり、景観の維持に努める。 

周辺の整備は極力行わず、現状での保全に努める。 

旧跡 伝承地、信仰対象、

藩境石 

・歴史的な旧跡や信仰を伝える伝承地などの場所は地域

の人々の間で大切に伝えられてきた場所であることか

ら、基本的には現状のまま保存する。 

道 里道 ・古道として使われてきた道については、集落の姿を示

す貴重な遺産であるため、大きな改変を行わず、地域

住民の協力を得ながら修復や保全に努める。 

公共施設 公共建築物 ・新築施設は、長崎市景観計画を尊重し、高さ・規模・

色彩等の誘導を行い、周囲の景観との調和を図る。 

・既存施設については改修時期に合わせて外観を修景す

るほか、敷地内の緑化を推進するなど、景観への配慮

を最大限に行う。 

 市道 ・道路線形は、現状維持とする。 

・道路幅員は、原則として現状維持とし、農地や宅地な

どの適切な維持管理のために拡幅が必要な場合は、景

観への配慮を行ったうえで必要最小限とする。 

・改良・復旧工事などは、石積等の伝統工法とする。 

・伝統工法が困難な場合、周囲の景観に十分配慮した工

法を採用する。 

 屋外広告物 ・観光案内版や誘導版などは最小限にとどめ、色彩や形

状など、景観に配慮したデザインとする。 

・広告物や施設案内版などはなるべく新たな設置を行わ

ないものとし、設置する場合は、長崎市屋外広告物条

例を尊重し、高さや規模、色彩についての景観上の配

慮を行う。 

 電柱・鉄塔など ・文化的景観区域内には大規模な鉄塔類は設けないこと

を原則とする。 

・設置する場合、設置位置を考慮して必要最小限とし、

長崎市景観計画を尊重し、色彩・形状・材質など、周

囲の景観に十分配慮した工法を採用する。 
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（４）文化的景観の価値を特徴的にあらわす単位景観 

 

文化的景観の価値を特徴的にあらわす、景観としてのまとまりをもつ単位景観ごとに総合

的な土地利用の考え方をまとめる。 

またそのなかに含む重要構成要素のうち、特に重要な価値をもつものについては保存の考

え方を記載する。 

 

単位景観Ａ 出津浜口の港湾石積集落景観 

港周辺に発達した海際の集落に近世からの石積景観が見られる地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観を構成する要素 
文化的景観として 

特定する要素 
土地利用についての考え方 

多様な港湾石積み 石築地 

石塀 

護岸石積み 

漁港の波止 

砕波床 

ネリベイ建物 

（土地利用の考え方） 

現在の石積構造や形状を残してゆくものとする。また、

住居の一部と石築地が一体となった構成も海際の集落に

特徴的な姿であり、現状のまま残してゆく。 

港湾工事などの公共工事においては、現在の石積と調和

するよう、景観への配慮を行う。 

また周辺の大型樹木は屋敷と一体で構成されたものであ

り、定期的な維持管理を行いながら、景観の保全に努め

る。 

 

屋敷地 ネリベイ建物 現在の構造と外観を維持管理してゆく。練積壁の維持管

理を行いながら、修理や改修の際は高さ・色彩・屋根構

造、材料などを従前と同様の伝統的な形式とする。 

屋敷地の離れや倉庫としての機能を残しつつ、周辺と一

体となった良好な景観を維持していく。 
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単位景観Ｂ 出津川河口付近に見る近世中期石積景観 

出津川河口付近の緩斜面地に拡がる居住景観と、文

久の絵図とも整合する近世中期からの石積み景観が

残る地区 

 

 

 

 

 

 

景観を構成する要素 
文化的景観として 

特定する要素 
土地利用についての考え方 

近世中期の石積み群 近世中期の屋敷石垣 

水田石垣 

畑地石垣 

ネリベイ建物 

 

（土地利用の考え方） 

出津川河口付近の斜面に残る近世中期の高い石積が特徴

的であり、石積面の維持管理を行いつつ、現在の石積構

造や形状を残していくものとする。 

また現在も残されているネリベイ建物については、現在

の構造と外観を維持管理してゆく。 

保存にあたっては、原則的には段畑の勾配や枚数を残し

つつ、従前の工法を用いて部分的に補修等の管理を行っ

てゆく。 

屋敷地 屋敷地と石垣 積み方に特徴をもつ外海の石文化を代表する近世の石垣

であるため、現状の石垣を維持管理していくものとする。 

屋敷地内の階段や石塀などの構造物や通路、樹木などと

一体となった景観を今後とも維持していくものとする。 

 ネリベイ建物 練積み壁の維持管理を行いながら、修理や改修の際は高

さ・色彩・屋根構造、材料などを従前と同様の伝統的な

形式とする。 

屋敷地の離れや倉庫としての機能を残しつつ、周辺と一

体となった良好な景観を維持していく。 

耕作地 水田石垣 現状の石垣を維持管理していくものとする。周辺の階段

や水路などの石積み構造物も含めた維持管理をはかって

ゆくものとする。 

 畑地石垣 積み方に特徴がある外海の文化を代表する石垣であるた

め、現状の石垣と耕作地を維持管理していくものとする。 

保存にあたっては、原則的には段畑の勾配や枚数を残し

つつ、従前の工法を用いて部分的に補修等の管理を行っ

てゆく。 
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単位景観C 明治期のカトリック施設群とその一帯に見る石積集落景観 

西出津の小高い丘を中心に、西洋人主導によるカト

リックの施設群や石垣、当時の里道などが一体的に

見られる地区 

 

 

 

 

 

 

景観を構成する要素 
文化的景観として 

特定する要素 
土地利用についての考え方 

地区景観 

出津教会とその周辺 

キリスト教関連施設 

宅地石垣 

ネリベイ建物 

工作物 

（井戸） 

古道 

（土地利用の考え方） 

西出津の小高い丘を中心に、西洋人主導によるカトリッ

クの施設群や石積構造物、当時の里道などが一体的に見

られる地区であり、史跡や重要文化財建造物の保存管理

や周辺の石積み景観の保全とともに周辺の人工的な構造

物や耕作放棄による竹林などの景観阻害要因を修景して

いく。 

周辺を構成している現在の耕作地については現状のま

ま、農地として維持管理を行う。圃場整備は行わず、段

畑と石積みによる斜面地の景観を維持してゆく。段畑の

保存にあたっては、原則的には段畑の勾配や枚数を残し

てゆくものとし、石積については、維持管理を行いつつ、

現在の石積み構造や形状を残していくものとする。修理

の際は従前の工法を用いて部分的に補修等の管理を行っ

てゆく。 

耕作放棄地については、教会の建物周辺から二次林の伐

採を行い、農地としての再生をめざす。 

キリスト教関連施設 出津教会 

ド・ロ神父記念館 

旧出津救助院 

文化財建造物としての保存管理を行ってゆくとともに、

周囲の構造物について、積極的な修景を行う。 

また敷地内の石垣や階段なども含めた教会敷地の一体的

な保全をはかってゆく。 

周辺の公共工事の際には素材や形状など、施設周辺の景

観との調和に配慮した整備を行うものとする。 

屋敷地 出津教会の石垣 積み方に特徴があり、外海の石文化を代表する石垣であ

るため、現状の石垣を維持管理していくものとする。 

屋敷地内の階段などの構造物や通路、広場などと一体と

なった景観を今後とも維持していくものとする。 
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 f家のネリベイ建物 明治後期に建設されたネリベイ建物であり、規模も大き

く積み方にも特徴があるなど、建造物としての価値も高

いと考えられる。現在も残されているネリベイ建物につ

いては、現在の構造と外観を維持管理してゆくとともに、

修理や改修の際は高さ・色彩・屋根構造、材料などを従

前と同様の伝統的な形式とする。 

周辺の石垣や階段、畑地なども含めた屋敷地の一体的な

保全をはかってゆく。 

 旧出津救助院のド・

ロ壁 

明治期のド・ロ神父による指導により建設された石壁で

あり、外海の石文化を代表するものであるため、現状の

まま維持管理していくとともに、旧出津救助院の建物や

周囲の道と一体となった景観を今後も維持していく。 

工作物 小田平のド・ロ神父

井戸 

明治期につくられた井戸であり、周辺の耕作地と一体で

維持していく。 

道 ド・ロ神父の里道 

 

教会とカトリック施設群をつなぐ古くからの道であり、

現在も利用されているため、周辺との景観を維持しなが

ら今後も現在の道を保存してゆく。 
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単位景観Ｄ 近世の集落構造の特徴を残す集落景観 

出津川西側斜面に残る小規模な単位の集落であ

り、墓地や古道などのなかに近世からの集落構造

の特徴を残す地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観を構成する要素 
文化的景観として 

特定する要素 
土地利用についての考え方 

野中集落 墓地 

古道 

（土地利用の考え方） 

近世からの小規模な集落の姿をあらわしている地区であ

り、集落と墓地、農地とが一体となっている斜面地の景

観を今後も維持していく。また屋敷地、墓地などを結ぶ

古道を今後も残していくものとする。 

 

墓地 野中墓地 近世から使用されている集落の共同墓地であり、近世か

ら継承されている墓碑や景観木などが一体となった斜面

地の墓地景観を今後も維持していくものとする。 

 

古道 野中の古道 近世からの道を現在もよく残し、現在も利用されている

など集落構造を示す重要な要素である。今後も現在の道

幅や位置を残しつつ、維持管理を行っていく。 
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単位景観Ｅ 変岳裏の水田と里道  

変岳裏につくられた近世の棚田とそこを通る里道な

ど、近世からの居住の姿を残す地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観を構成する要素 
文化的景観として 

特定する要素 
土地利用についての考え方 

変岳谷筋周辺 水田石垣 

古道 

ネリベイ建物跡 

（土地利用の考え方） 

山の上部まで開墾を進めたことを示す水田石垣の痕跡で

あり、地形と一体となった力強さがうかがえる石積みで

ある。地域を語る石積みとして残していくとともに、一

部の石積みの顕在化や周辺の整備を行うことで、その価

値を明らかにしてゆく。 

水田石垣の保存にあたっては、原則的にはその勾配や枚

数を残してゆくものとし、石積みについては、周辺の樹

木の伐採などの維持管理を行いつつ、現在の石積構造や

形状を顕在化していくものとする。 

周辺にある大平への古道などとも一体となった景観を顕

在化していく。 

また、現在残されているネリベイ建物跡は、里道沿いの

居住の姿を示すものとして貴重であるため、今後も現状

を維持していく。 

古道 ド・ロ神父の大平へ

の里道 

大平開墾地への道として使われた歴史的な古道であり、

地域の人々の協力を得ながら、定期的な管理を行いつつ、

道路としての修復整備を進めてゆく。 

 

耕作地 変岳裏の水田石垣 近世の絵図にも見られる大規模な水田石垣の石積である

ため、維持管理を行うとともに、現状の石積み周辺の景

観を部分的に顕在化させ、周辺の古道なども含めて整備

を行うことでその価値を明らかにしていく。 
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単位景観Ｆ 橋口家一帯と沿道景観 

近世からの道に沿って残されている小さな集落景観

と周辺の斜面地景観がまとまってみられる地区 

 

 

 

 

 

 

景観を構成する要素 
文化的景観として 

特定する要素 
土地利用についての考え方 

橋口家住宅一帯 ネリベイ建物 （土地利用の考え方） 

外海地域の伝統的な屋敷構えを残す橋口家住宅を中心と

した周辺の耕作地を含む一帯の景観であり、樹木や畑地、

小道なども含めた屋敷地周辺の一体的な保全をはかって

ゆく。また周辺の沿道景観も重要であり、現状での維持

につとめる。 

屋敷地 橋口家住宅のネリベ

イ建物 

明治後期に建設された主屋と倉庫であり、特に倉庫は

ド・ロ神父の石積み技術の影響が考えられる建物として

貴重である。現在の構造や外観を維持管理していくとと

もに、一般の見学者などにも対応できるよう、修理や補

強などの計画を検討してゆく。 

 

 i家のネリベイ建物 現在も残されているネリベイ建物については、現在の構

造と外観を維持管理してゆくとともに、修理や改修の際

は高さ・色彩・屋根構造、材料などを従前と同様の伝統

的な形式とする。周辺の石垣や階段、畑地なども含めた

屋敷地の一体的な保全をはかってゆく。 

 

道（市道）  大平開墾地への道として使われた歴史的な古道であり、

道路からみえる景観もすぐれている。また今後の保存管

理や整備活用においても重要なルートとなるため、現在

の道路としての機能を維持しつつ、道路からの沿道景観

の保全も含めた維持管理を行っていく。 
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単位景観G 大平作業場と明治期の開拓地に見る農地景観 

西洋人主導による明治期の開墾地などの土地改変の

姿がまとまって見られる地区 

 

 

 

 

 

 

景観を構成する要素 
文化的景観として 

特定する要素 
土地利用についての考え方 

大平開墾地周辺 畑地石垣 

史跡 

ネリベイ建物 

里道 

工作物（井戸） 

（土地利用の考え方） 

明治期の西洋人指導のもと大平につくられた開墾地と作

業場を含む地区であり、開墾地としての景観の保全と整

備活用を積極的に行ってゆく。また山間に残る大平作業

場への古道と一体となった景観を顕在化していく。 

現在も残されているネリベイ建物については、現在の構

造と外観を維持管理してゆくとともに、修理や改修の際

は高さ・色彩・屋根構造、材料などを従前と同様の伝統

的な形式とする。周辺の石垣や階段、畑地なども含めた

屋敷地の一体的な保全をはかってゆく。 

耕作地 大平開拓地の石垣と

耕作地 

近代のド・ロ神父による農地開拓の姿と、特徴的な石垣

や建物が現在も残る場所として貴重であり、現状のまま

維持管理を行ってゆく。 

また現在も行われている地域の活動のなかで、畑地の整

備や開墾を進め、営農活動を継続していく。 

今後は当初の開墾地の姿を明らかにし、農地景観を顕在

化させるための整備を進めてゆく。 

史跡 大平作業場 史跡内建造物としての保存管理を行ってゆくとともに、

現在劣化が進んでいる石壁の保存を行ってゆく。また周

辺に残る瓦や部材などの調査を進め、明治期の石積み倉

庫としての再評価の可能性を検討していく。 

里道 ド・ロ神父の大平へ

の里道 

大平開墾地への道として使われた歴史的な古道であり、

地域の人々の協力を得ながら、定期的な管理を行いつつ、

道路としての修復整備を進めてゆく。 

工作物 大平作業場のド・ロ

神父井戸 

大平の開墾地にも使われた石積みの井戸であり、現在も

まだ井戸として機能していることから、井戸の構造や機

能を維持しながら保存していく。 
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単位景観Ｈ 牧野の農地と石積集落景観  

出津川中流の緩斜面地に拡がる牧野の上里、下里を中

心とした石積みの居住景観と農地景観が見られる地区 

 

 

 

 

 

 

 

景観を構成する要素 
文化的景観として 

特定する要素 
土地利用についての考え方 

牧野の下里集落 

牧野の上里集落 

宅地石垣 

石階段 

ネリベイ建物 

畑地石垣 

墓地 

堤 

石祠 

（土地利用の考え方） 

出津川中流の山間地の斜面に拡がる農耕集落景観と、そ

の中に点在するネリベイ建物の残る地区であり、特に墓

地を通る古道を中心に屋敷地と耕作地が拡がる景観が特

徴的である。 

現在の耕作地は現状のまま、農用地区域として維持管理

を行う。 

圃場整備は行わず、段畑と石積みによる斜面地の景観を

維持してゆく。段畑の保存にあたっては、原則的には段

畑の勾配や枚数を残してゆくものとし、石積みについて

は、維持管理を行いつつ、現在の石積構造や形状を残し

ていくものとする。修理の際は従前の工法を用いて部分

的に補修等の管理を行ってゆく。 

屋敷地 宅地石垣、石階段 

 

昭和期につくられた宅地内の石垣であり、牧野地区を代

表する石積みとして、現在の構造や外観を維持管理して

いくとともに屋敷地や石階段など、周辺の構造物と一体

となった景観を今後も維持管理していくものとする。 

 ネリベイ建物、石階

段 

現在も残されているネリベイ建物については、現在の構

造と外観を維持管理してゆくとともに、修理や改修の際

は高さ・色彩・屋根構造、材料などを従前と同様の伝統

的な形式とする。周辺の石垣や階段、畑地なども含めた

屋敷地の一体的な保全をはかってゆく。 
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耕作地 畑地石垣 特徴的な立石積みが残る段畑であり、地域の石積み文化

をあらわすものとして、現状の石垣と耕作地を維持管理

していくものとする。 

保存にあたっては、原則的には段畑の勾配や枚数を残し

つつ、従前の工法を用いて部分的に補修等の管理を行っ

てゆく。 

墓地 牧野墓地 近世から使用されている集落の共同墓地であり、近世か

ら残されている墓碑や景観木などが一体となった墓地景

観を今後も維持していくものとする。 

工作物 上里の堤 昭和期に周辺の農民たちによりつくられた潅漑用の堤の

石積みであり、現在の構造や外観を維持管理していくと

ともに、石積みの顕在化のための周辺の維持管理を行い、

周辺の水路や地形と一体的な保全を行ってゆくものとす

る。 

信仰対象地 山の神の石祠 地域の信仰の場であり、原則として移設や形状の変更は

行わず、今後も地域による維持管理や祭礼などを継続し

てゆく。 
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（５）単体での重要構成要素 

単位景観内に存在しない、石積み文化を代表する石構造物など単体で価値をあらわしてい

る要素であり、単体で保存管理を行うことで価値を維持する。 

 

景観を構成する要素 
文化的景観として 

特定する要素 
土地利用についての考え方 

石積構造物 出津小学校の石積 近代に築かれた石積であるが、積み方に特徴があり、外

海の石文化の伝統を示す石垣であるため、現状の石垣を

維持管理していくものとする。 

また小学校校舎の基盤ともなっている石積であり、校庭

や校舎とも一体となった景観を今後も維持していくもの

とする。 

 g家の石垣 ノミ跡を施したド・ロ神父時代の技術が継承されている

ことを示す石積であり、現状の石垣を維持管理していく

ものとする。 

墓地 野道共同墓地 キリスト教が再び外海に伝えられたことを示す歴史的に

も重要な墓地であり、明治末ごろの石積み技術を伝える

貴重な石垣をもつため、現状の石垣と墓地としての形態

を今後も維持管理していくものとする。特に上段部分の

墓碑は明治期の形式を伝えているため、移設や改葬を行

わず、現状のまま維持管理を継続する。 

建造物と耕作地 j家のネリベイ建物

と段畑 

外海のネリベイ建物のうち、最も古い形式をもつ建物で

あり、地域の遺産として大切に保存していく。また屋敷

下の段畑と石積も屋敷地と一体のものとして維持管理を

行ってゆく。 

耕作地 下里の立て石積みの

段畑 

積み方に特徴があり、外海の石文化の伝統を示す石垣で

あるため、現状の石垣を維持管理していくものとする。 

段畑の保存にあたっては、原則的には段畑の勾配や枚数

を残してゆくものとし、石積みについては、維持管理を

行いつつ、現在の石積み構造や形状を残していくものと

する。修理の際は従前の工法を用いて部分的に補修等の

管理を行ってゆく。 

伝承地 バスチャン屋敷跡 潜伏時代から地域に伝わるキリスト教関連の伝承地であ

り、現在の建物と周辺の景観および水場としての自然環

境の保全に努める。 
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（６）文化的景観の整備活用のための情報発信施設としての重要構成要素 

公共施設のうち、今後整備・活用の場所として積極的に利用していく既存の施設について

の考え方を述べる。これらの施設については、外観の景観への配慮を十分に行うとともに、

文化的景観の概要説明や休憩施設などとしての機能を満たせるよう、整備活用計画の中で積

極的に位置づけていくものとする。 

 

景観を構成する要素 文化的景観として 

特定する要素 

土地利用についての考え方 

情報発信施設 

 

道の駅夕陽が丘そと

め 

外海周辺地区での産直品や加工品の販売を継続するとと

もに、施設内での展示説明機能を充実させ、外海の文化

的景観への理解を深めるための施設として活用してゆ

く。 

 

外海歴史民俗資料館 

 

資料館内での説明施設や、外海各地区への観光案内の拠

点としての機能を充実させてゆく。 

 

遠藤周作文学館 道の駅とともに施設での休憩、観光案内などを充実させ

てゆく。 

 

外海子ども博物館 

 

 

外海歴史民俗資料館と連携を図りながら、集会場などの

機能を活かした活用をはかってゆく。 
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（７）今後の保存に関する考え方 

 今後の土地利用のなかでは、（２）から（６）の項で示した現在の景観構成要素や重要構成

要素の保存の考え方に加えて、将来的な保存の方向性を示していく必要がある。 

 特に現在、単位景観の中にある石積みや農地、道などの重要構成要素は、単位景観をかた

ちづくる重要な要素であり、今後はこれらの重要構成要素を増やしていくことで、単位空間

としての特徴を明らかにするとともに、単位景観そのものを重要構成要素としていくことを

めざすものとする。その場合、単位景観内での強い景観保存が行えるよう、現状変更の届出

内容などを具体的に示していく必要がある。 

 また現在、周辺に存在する関連要素なども単位景観に含めていくことで、単位景観そのも

のを追加していくとともに、セッティングどうしの関連性や総合的な文化的景観の価値など

への理解へとつなげていくことをめざす。 

 なお単位景観では保存を行っていくだけではなく、修景や整備活用を積極的に行うことに

より、その価値を示していくことも重要である。整備によって顕在化した単位景観を連続し

ていくことで、文化的景観の価値を現地で体験し、維持管理へとつなげていくなど、将来的

な保存と活用を推進していくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位景観内の重要構成要素の拡大による単位景観の拡大と面的な保護の促進 

【単位景観の保存推進】 

要素の追加・編入による単位

景観の充実を図ることで、面

的な保護を推進し、将来的に

は単位景観そのものを重要構

成要素として保存していく。 

【セッティングの明確化】 

 

単位景観を追加していくこ

とによる、セッティングの

価値への理解や評価 

【将来的な整備活用の促進】 

 

・単位景観の修景や整備による

価値の顕在化 

・セッティングどうしの関連性

や有機的な連続性をふまえた

整備活用計画の検討 

図 12 今後の土地利用のイメージ 
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３‐２ 行為規制の方針 

 

（１）土地利用等の規制に関する法令等 

 申出対象範囲には、景観法に基づく行為規制が全ての範囲に適用されるほか、自然公園法、

文化財保護法、森林法、農地法、農業振興地域の整備に関する法律、河川法、海岸法、漁港

漁場整備法による行為規制が適用されている土地が含まれる。 

 

表７ 土地利用規制法等による行為規制の一覧 

根拠法令 対象範囲 
許可・ 

届出等 
行為規制の対象行為の内容 罰則規定 

自然公園法 

（県立自然公園） 

普通地域 

 

 

届出 ①その規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築

し、又は増築すること（改築又は増築後において、その規模が環境

省令で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築

を含む。）、②特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を

及ぼさせること、③広告物その他これに類する物を掲出し、若しく

は設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示する

こと、④水面を埋め立て、又は干拓すること、⑤鉱物を掘採し、又

は土石を採取すること（海域内においては、海域公園地区の周辺一

キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする

場合に限る。）、⑥土地の形状を変更すること、⑦海底の形状を変

更すること（海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地

区に接続する海域内においてする場合に限る。）。 

懲役又は 

罰金 

景観法 景観計画区域 

 

 

届出 ①建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することと

なる修繕若しくは模様替又は色彩の変更、②工作物の新設、増築、

改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替

又は色彩の変更、③都市計画法第４条第12項に規定する開発行為、

④土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

行為、⑤屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 

罰金 

森林法 地域森林計画

の対象となっ

ている民有林 

許可 1haを超える開発行為 

①道路を作る場合には、幅が3メートルを超える道路で、その面積

が1haを超えるもの  

②その他の場合には、その面積が1haを超えるもの 

罰金 

届出 立木の伐採 罰則 

文化財保護法 周知の埋蔵文

化財包蔵地 

届出 土木工事等を目的として周知の埋蔵文化財包蔵地の発掘しようと

する行為 

－ 

国指定文化財 許可 現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為 懲 役 若 し

く は 禁 錮

又は罰金 

文化財保護条例 県指定文化財 許可又

は届出 

現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為 罰金 

科料 

市指定文化財 許可又

は届出 

現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為 － 

農地法 農地 許可 農地の権利の移動、農地の転用及び農地転用のための権利の移動 懲役又は 

罰金 

農業振興地域の整

備に関する法律 

農用地 許可 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その

他の工作物の新築、改築若しくは増築等の開発行為 

懲役又は 

罰金 

漁港漁場整備法 漁港 許可 工作物の建設若しくは改良（水面又は土地の占用を伴うものを除

く。）、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは

汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用（公有水面の埋立て

による場合を除く。） 

罰金 

海岸法 海岸保全区域 許可 ①土砂（砂を含む。）を採取すること。②水面又は公共海岸の土地

以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。 

③土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。 

－ 
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図 13 土地利用規制図 
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（２）景観法に基づく景観計画による行為誘導 

 

 長崎市では、平成 23年 2 月の市議会で、長崎市全域を対象とする「長崎市景観計画」と「長

崎市景観条例」を制定し、平成 23年 4月 1日から施行している。 

 景観計画では、特に歴史的な特徴のある地区など、重点的に景観の保全や誘導を行う地区

を「景観形成重点地区」、それ以外の区域を「一般地区」に分類し、良好な景観の形成に関す

る方針や基準に基づき、景観特性に応じた景観誘導に努めている。 

また、外海地域は、申出範囲と同様な区域において、外海地区景観形成重点地区を指定し、

平成 24年（2012）4 月 1日より施行予定である。 

次に長崎市景観計画の概要と外海地区景観形成重点地区の景観形成基準について述べる。 

以下、「長崎市景観計画」より転載する。 

 

１．景観づくりの理念と方針 

 長崎市には、特徴的な地形や地質、気候などの自然と、地域の人々の生活や活動が積

み重なり、そこに培われた歴史・文化が相互に作用しあって形成された多様で複雑な景

観があります。 

長崎のまちづくり（本市が目指す将来の都市像「個性輝く世界都市、希望あるれる人

間都市」）を景観形成の観点から実現するためには、私たち一人ひとりが郷土への愛着や

誇りを持つことで、長崎に住むことの素晴らしさを実感したり、来訪者に長崎の良さを

知ってもらい、再び訪れたくなるように魅力を向上させる必要があります。 

市民アンケートによると、「長崎市の将来イメージとして連想する言葉」として、「歴

史」「伝統的」「いしだたみ」「文化」「電車」「港」「まつり」が挙げられており、これら

も全て物語性がある風景として捉えられています。景観基本計画では、この「物語」を

キーワードに次の考え方を基本理念として設定します。 

本市の景観の特徴と景観形成上の課題を踏まえ、「景観基本計画」の基本理念である「多

彩な物語を育む長崎の景観づくり」を実現するために、次の 4 つの基本方針を設定しま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

多彩な物語を育む長崎の景観づくり 

～みんなで語りつぐ 

   海・まち・里・山の風景～ 

 

基本理念 

【基本方針 3】 

愛着のある 

まちづくり 

【基本方針 2】 

個性を磨く景

観づくり 

【基本方針 1】 

魅せる大景観 

づくり 

【基本方針 4】 

逆手の魅力 

づくり 
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２．特徴のある地区の景観づくり 

 本計画では、長崎市全域を景観計画区域の対象としていますが、長崎市の景観の魅力

をさらに高めるために、特徴のある地区を、「大景観保全地区」に指定し、みどりや水辺、

都市のシルエットなどの大景観の保全や市内全域をわかりやすく周遊できるルートの景

観づくりを進めるとともに、特に景観形成が求められる地区を「景観形成重点地区」に

指定して、それぞれの地区の特徴を活かした景観づくりを推進します。 

 

■地区の設定と要件 

地区名 設定要件 

一般地区 
・景観に大きな影響を及ぼす恐れのある大規模行為に対する景観誘導を行う区域で、特

定地区を除く区域。 

特
定
地
区 

大
景
観
保
全
地
区 

（水とみどりの景観を保全・育成する） 

・空間的な広がりを持つ、個性的・象徴的なパノラマ景観の中で、自然的要素が貴重な

市街地及び周辺地域において、緑地景観や海岸・河川などの水辺景観を保全・育成す

る区域 

（都市のシルエットを保全する） 

・空間的な広がりを持ち、山とまちと海が一体となった都市のシルエットを保全するた

めに、建築物や工作物などの最高高さをゆるやかに誘導する区域 

（周遊景観を保全・育成する） 

・市内各地を結ぶ主要な道路網や観光拠点間をつなぐルートなど、来訪者や市民など多

くの人たちが安心して、わかりやすく周遊できるルートを整備する区域 

・道路などの連続的な眺望場所を移動しながら見る景観を大切にした景観づくりを進め

る区域 

景
観
形
成
重
点
地
区 

（歴史・文化・賑わいを際立たせる） 

・市内の特徴的な歴史・文化を背景とした景観特性が備わっていて、積極的に景観まち

づくりを誘導する区域 

・賑わいのある市街地の景観づくりを進める区域 

・地域住民や事業者が、継続的・計画的に景観まちづくりに取り組む機運があり、本市

の良好な景観形成に資することが期待できる区域 

（景観まちすじ・まちかどをまもり、活かす） 

・歴史・文化的な雰囲気を感じさせるまちすじやまちかどの雰囲気を盛り立てるような

景観づくりを進める区域 

・歴史的な資源を歩いてつなぐルートや拠点間をつなぐルートなど、来訪者や市民など

多くの人たちが安心して、わかりやすく歩いて楽しい道路空間づくりを進める区域 

（特徴のある景観軸を保全・育成する） 

・地区の特性が際立つ水やみどりの景観軸を保全育成する区域。 

（眺望景観を保全する） 

・地域のシンボルとなるような景観上の特徴を有する景観資源（教会、神社、寺院など）

への眺望景観を保全する区域 

景観地区 

準景観地区 

・景観形成重点地区の中でより積極的に景観形成を推進する必要がある地域に関しては、

景観地区（景観法第61条）及び準景観地区（景観法第74条・都市計画区域外の場合）

制度を活用し、建築物等のデザイン、色彩、高さ、壁面の位置などに関して強制力を

持った基準を定め、望ましい景観を担保していくものとします。 
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３．外海地区景観形成重点地区における景観形成基準等 

特に、特徴を活かした景観づくりを進める地区では、それぞれに固有の景観イメージ

を保全、形成するような積極的な景観形成を推進します。そして、特色のある地区にお

ける景観形成を引き金として市民の意識を高めつつ、全市における景観形成を先導しま

す。 

このため、各地区における良好な景観の形成に関する方針に則って、地域特性を踏ま

えた景観形成を推進します。 

 

(1)届出対象行為  

景観形成重点地区において、以下の行為を行う場合、届出を要します。 

 

■景観形成重点地区の届出対象行為 

届出を要する行為内容 届出を必要とする行為規模 

建築物 新築、増築、改築若しくは移

転、外観を変更することとな

る修繕若しくは模様替又は

色彩の変更 

・当該行為に係る部分の高さが5ｍを超えるもの、又は、外観面積又は

延べ面積の合計が10㎡を超えるもの 

工作物 新設、増築、改築若しくは移

転、外観を変更することとな

る修繕若しくは模様替又は

色彩の変更 

・門 ・高さが2ｍを超えるもの 

・塀、垣、さく、金網、擁壁、日よけテ

ント及び藤棚その他これらに類する

もの 

・高さが1.5ｍを超えるもの又

は、長さが5ｍを超える 

・煙突、高架水槽 ・高さが4ｍを超えるもの又は、

外観面積の合計が5㎡を超え

るもの 

・広告塔、装飾塔、電波塔その他これら

に類するもの 

・広告板その他これらに類するもの ・表示面積の合計が10㎡を超え

るもの 

・立体駐車場 ・すべてのもの 

・アスファルトプラント、コンクリート

プラント及びクラッシャープラント 

・石油、ガス、LPG、穀物又は飼料を貯

蔵する施設 

・メリーゴーランド、観覧車、コースタ

ー、ウォーターシュートその他これら

に類するもの 

・街灯及び照明灯、変圧器等の地上機器

等 

・彫刻及びモニュメント 

・自動販売機及びその附帯施設 

・その他市長が指定したもの 

都市計画法第4条第12項に規定する開発

行為 

・土地の面積が1,000㎡以上のもの、又は、行為に伴い生ずるのり面又

は擁壁の高さが1.5ｍを超えるもの 

土地の開墾、土石の採取、鉱物の堀採そ

の他の土地の形質の変更行為 

屋外における土石、廃棄物、再生資源そ

の他の物件の堆積 

・その用に供される土地の面積が50㎡を超えるもの、又は、堆積の高さ

が1.5mを超えるもの、かつ、その期間が30日を超えるもの 

※広告塔、広告板その他これらに類するものは、長崎市屋外広告物条例による。  
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＜景観の形成に関する方針＞ 

○落ち着きのある家並みのたたずまいを守り育てる。 

○斜面地形の特徴を守り育てる。 

○身近な環境の緑を保全し、緑化を進める。 

○海岸や山林等の自然景観を保全する。 

○眺望景観を守り育てる。 

(2)景観形成重点地区の景観形成基準（共通事項） 

 

■景観形成重点地区の景観形成基準(共通事項) 

行為の種別・事項 景観形成基準 

都市計画法第4条第12項

に規定する開発行為 

・法面は出来る限り緩やかな勾配とし、緑化等により周辺の自然環境及びまち

なみとの調和に配慮する。 

・市街地景観の背景となる斜面緑地については、周辺の植生に配慮して緑化に

努める。 

・擁壁は素材、表面処理の工夫、前面緑化等により、周辺の自然環境及びまち

なみとの調和に配慮する。 

・敷地内にある良好な樹木、水辺等の自然資源をできる限り保全し、生態系に

配慮して活用するように努める。 

土地の開墾、土石の採取、

鉱物の堀採その他の土地

の形質の変更行為 

屋外における土石、廃棄

物、再生資源その他の物

件の堆積 

・堆積物は道路など公共の場から見えないように配置を工夫するとともに、で

きる限り高さを抑える。 

・そのままでは道路など公共の場から見える場合は、植栽や圧迫感のない塀の

設置等による修景を行う。 

・整然と集積・貯蔵し、敷地外に流出しないよう安全性にも配慮する。 

★建物等の建替えについて、景観計画施行時において、現に存する建築物等又は工事中の建築物等などが景観

形成基準を超えている場合、建築物の用途や敷地の状況等を考慮したうえで、既存の建築物の高さの範囲内で、

市長がやむを得ないものと認めるものはこの限りではない。 

 

(3)外海地区景観形成重点地区の景観形成基準（地区別計画） 

①景観の形成に関する方針 

外海地区は、長崎市の中でも景観的特徴の顕著な地域であり、新しい時代にあった長

崎市の魅力形成において重要な地区です。 

長年培われた自然と文化の特徴を守り育て、次世代に受け継ぐために、教会やその周

辺の集落景観を守り育てる活動を地域と行政が連携して推進し、地域生活を豊かにする

とともに、本地区を訪れる交流人口の増加に役立てることを目指します。 

以下に外海地区の景観の形成に関する方針を示します。 
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②景観形成重点地区「外海地区」の区域 

ゾーニングは、地域のランドマークである教会を中心とした集落を単位として地区を

設定するものです。本地区の地区設定にあたっては、地区の景観の規定要素と今後のま

ちづくりの方向性を加味しながら、周辺の集落を含めた一定のまとまりをもって今後の

景観形成が実践されていく地区を絞っていきます。 

■景観形成重点地区「外海地区」の区域 

区域及び地区の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

外海地区 指定範囲図・区域図 高さ基準 
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③地区毎の特徴 

名称 特徴 

①大野地区 地域を代表するランドマークである大野教会や角力灘の眺望景観が特徴的である。 

②出津・牧野 

地区 

ド・ロ神父ゆかりの出津教会や旧出津救助院など歴史的な建造物が、地域の景観を

特徴づけている。また、温じゃく石を使った石積みの家屋や道路・墓地などが残さ

れていることも特徴的である。 

 

④地区毎の景観形成に関する方針 

各地区の景観の形成に関する方針は以下の通りです。 

名称 景観の形成に関する方針 

①大野地区 
大野教会周辺から角力灘への眺望の保全を図るとともに、地区の原風景である農村

景観の再生を図る。 

②出津・牧野 

地区 

出津教会や旧出津救助院などの歴史的な建造物や温じゃく石を使った石垣や石積み

の保全を図るとともに、地区の原風景である農村景観の再生を図る。 

 

⑤景観形成基準 

■基本的な考え方 

景観形成基準の設定あたり、以下のように各地区の基本的な考え方を整理します。 

地区 基本的な考え方 

共通（全体） ・集落のたたずまいを継承するため、基本的には現在の土地利用形態を継承する。 

・伝統的建築や工作物は、なるべく壊さずに改修して活用する。改修にあたっては、

外観には極力、温じゃくや木材等の自然素材を用いる。 

・建築設備等は常に望見されることを意識し､できる限り屋上に設置しない。 

・駐車場は、位置や意匠に配慮する。 

・豊かな緑を確保するために、樹木の保全を図る。 

・自動販売機は、周囲の景観に調和させる。 

①大野地区 ・大野教会周辺から角力灘への眺望景観を保全するために、建築物や工作物の高さ

に配慮する。 

②出津・牧野 

地区 

・出津教会や旧出津救助院などの歴史的な建造物と調和した集落景観を保全するた

めに、建築物や工作物の高さに配慮する。 
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■景観形成基準（地区共通） 

基本的な考え方を踏まえ、以下のように景観形成基準を設定します。 

 

■外海地区における景観形成基準 

行為の種別・事項 景観形成基準 

・建築物又は工作

物の新築、新設、

増築、改築又は

移転 

・外観を変更する

こととなる修繕

又は模様替若し

くは色彩の変更 

高さ ・高さは10ｍ以下とする。 

形態 

・意匠 

・外壁や塀、石垣などに、地域の素材を活かした技法を用いたもの

については、極力活用する。 

・傾斜屋根を基本とする。 

 勾配は10分の3以上とする。 

・道路に面し、駐車場等の開放された空地を設ける場合は、周囲の

景観に調和した門、塀又は生垣等を設置する。 

・高架水槽、空調屋外機等建築物の付帯設備は、道路等から望見さ

れる場所（屋上を含む）に設置しない。やむを得ず設置する 

場合は遮へいし、周辺の景観に調和するものとする。 

・自動販売機は、建物等の中に組み込むか、又は、周辺景観と調和

する意匠、形態、色彩とする。 

色彩 ・基調となる色彩はマンセル表色系において、以下のとおりとする。 

 (1)建築物の屋根 

色 相 明度 彩度 

YR～G系 2.5以上～5.0以下 1.5以下 

N系 2.5以上～5.0以下  

(2)建築物の壁面、工作物 

色相 明度 彩度 

R系、GY系、 

BG系、B系、 

PB系 

4.0以上～9.0以下 1.0以下 

YR系、Y系 4.0以上～9.0以下 2.0以下 

G系、P系、 

RP系 

4.0以上～9.0以下 0.5以下 

N系 4.0以上～9.0以下  

※ただし、次に該当するものについては、この限りではない。 

・石材、れんが等の素材の色及びアクセントカラー（外壁の各方面

の見付け面積の各10％以内とする） 

・周辺景観への影響がないと市長が認めるもの 

敷地の

緑化 

・敷地内は、できるだけ緑化する。 

土地の開墾、土石の採取、 

鉱物の掘採その他の土地の 

形質の変更行為 

・新たな法面、擁壁の造成は極力行わない。やむを得ず行う場合は、

次によること。 

■歴史及び自然景観について十分な景観配慮を行うこと。 

■集落景観の背景となる斜面緑地については、周辺の植生に配慮

して緑化に努める。 

■擁壁は素材、表面処理の工夫、前面緑化等により、周辺の自然

環境及びまちなみとの調和に配慮する。 

・土石の採取または鉱物の掘削にあたっては、次のことに留意する。 

■道路等から見て目立つ場所では行わない。 

■周辺の植生と調和した緑化等による遮蔽を行う。 

■周辺の植生と調和した自然回復をする修景緑化を行う。 
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（３）重要文化的景観の現状変更等の取扱基準 

重要文化的景観は、法執行上の規定として文化財保護法第 8 章(第 134 条－第 141 条)に、

重要文化的景観の選定や現状変更の規制等が記されている。 

また、重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の一部を改正する省令（平成 20

年文部科学省令第 24号）の公布により、文化的景観を形成する重要な構成要素を特定するこ

ととなった。この改正により、重要文化的景観の滅失又はき損に係る届出（法第 136 条関係）

及び現状変更等の届出（法第 139 条関係）は、文化的景観における重要な構成要素を対象と

することとなった。 

申出地域で行われる現状変更対象行為の多くは、自然公園法、農地法、森林法、景観法等

に基づく届出の対象行為となっている。 

 

①文化財保護法の届出対象行為 

文化財保護法で届出対象とする行為は、以下の行為とする。当該物件の所有者は、現状変

更の際に教育委員会と協議の上、文化庁長官に対して届出を行うこととする。 

 

表８ 届出を要する行為 

届出の種類 届出が必要な場合 届出日 

滅失 焼失、流失等により滅失した場合 滅失・き損を知った日から

10日以内 

き損 災害等により大きく破損した場合  〃 

現状変更 移転・除去等、当該景観重要構成要素の価値に影響を及

ぼす増改築等の行為 

現状変更しようとする日の

30日前まで 

※減失又はき損（法第 136 条）については、重要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない

場合は届出を要しないとされており、その行為は省令（第 4条）で定められている。 

※現状変更の届出等（法第 139 条）については、現状変更については維持の措置若しくは非常災害のた

めに必要な応急措置又は他の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合、

保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでないとされており、その措

置の範囲は省令（第 7条）で定められている。 
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 以下に、景観構成要素ごとの届出内容についてまとめる。 

 

表９ 届出を要する対象 

地区

区分 

景観を構成する 

要素 

文化的景観として 

特定する要素 

届出を要する 

現状変更等 

届出・許可を要する 

関係法令 

集
落 

農地 集落内の田畑地 除去 
農地、 

景（土地の形質の変更に限る） 

石積み構造物 

 

建造物 

集落内の石積み（石垣など） 除去・修繕 景（土地の形質の変更に限る） 

集落内の石階段 除去・改修・路線変更 景（土地の形質の変更に限る） 

ネリベイ建物 除去・修繕 － 

墓地 
集落内の墓地 除去・墓碑の集約 景（土地の形質の変更に限る） 

集落内の廃絶された墓地 除去・墓碑の集約 景（土地の形質の変更に限る） 

自然環境 

二次林 伐採 
自、森、 

景（土地の形質の変更に限る） 

景観木 伐採 － 

礫浜、砂浜 構造物の新設 自、海岸 

旧跡 藩境石 除去 － 

道 里道 除去・拡幅・修繕 景（土地の形質の変更に限る） 

公共施設 

公共建築物 新築、増築・改築 景 

道路 拡幅・修繕 景 

河川 改修 景、自、河 

漁港 改修 景 

屋外広告物 
新設・増改設・ 

修繕・移転 
景 

電柱・鉄塔など 
新設・増改設、 

修繕・移転 
景 

各
景
観
地
区
及
び
単
体
の
要
素
で 

特
定
し
た
も
の 

農地 特徴的な石垣を有する田畑地 除去・改修 
農地、 

景（土地の形質の変更に限る） 

石積み構造物 

 

建造物 

石垣・石築地・石塀など 除去・改修 景（土地の形質の変更に限る） 

石階段 除去・改修・路線変更 景（土地の形質の変更に限る） 

ネリベイ建物 除去・修繕 － 

墓地 
野道共同墓地、野中墓地 

牧野墓地 
除去・墓碑の集約 景（土地の形質の変更に限る） 

キリスト教関連施設 

出津教会 

ド・ロ神父記念館 

旧出津救助院 

増築・改築 文 

工作物 
ド・ロ壁 除去・修繕 文 

井戸 除去・修繕・移転 － 

史跡 大平作業場跡 除去・修繕 文 

信仰対象地 石祠 除去・修繕・移転 － 

伝承地 バスチャン屋敷跡 除去・修繕・移転 文 

道 

ド・ロ神父の里道（歴史の道） 

ド・ロ神父の大平への里道 

野中の古道 

除去・拡幅・修繕 景（土地の形質の変更に限る） 

情報発信施設 

道の駅夕陽が丘そとめ 

外海歴史民俗資料館 

外海子ども博物館 

遠藤周作文学館 

新築、増築・改築 景 

※ 景：景観法、自：自然公園法、森：森林法、河：河川法、文：文化財保護法、 

農：農地法、農振：農業振興地域の整備に関する法律 
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②文化財保護法の届出を要しない行為 

 以下に定める行為については、影響の軽微であるものとし、本計画において届出を要しな

い行為として定めている。 

 

表 10 文化財保護法の届出を要しない行為 

届出種類 届出を要しない行為 

滅失・き損 

・都市計画事業の施行として行う行為 

・国、都道府県、市町村等が行う行為 

・道路、水道、下水道、電気工作物等の設置又は管理に係る行為 

・通常の農林業の生産活動に係る行為 

（栽培作物の変更、耕作の放棄・休耕、森林の施業、森林の管理等） 

・農林業を営むために通常必要となる行為 

（土地の形質変更、物置・作業小屋の設置等） 

・農林業の生産活動の維持・増進を図るために必要な行為 

（農業構造、林業構造の改善に関する事業、土地改良事業、森林の整備 

保全に係る事業等）等 

現状変更等 

・維持の措置 ※3） 

・非常災害のために必要な応急措置 

・他の法令の規定による命令に基づく行為 

・通常の農林業の生産活動に係る行為 

（栽培作物の変更、耕作の放棄・休耕、森林の施業、森林の管理等） 

・農林業を営むために通常必要となる行為 

（土地の形質変更、物置・作業小屋の設置等） 

・農林業の生産活動の維持・増進を図るために必要な行為 

（農業構造、林業構造の改善に関する事業、土地改良事業、森林の 

整備保全に係る事業等） 

・公共施設の管理行為全般等 

※1） 減失又はき損（法第 136 条）については、重要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合

は届出を要しないとされており、その行為は省令（第 4条）で定められている。 

※2） 現状変更の届出等（法第 139条）については、現状変更については維持の措置若しくは非常災害のために

必要な応急措置又は他の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合、保存に影

響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでないとされており、その措置の範囲は省令

（第 7条）で定められている。 

※3） 維持の措置の範囲 

  1. 重要文化的景観がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該重要文化的景観をそ

の選定当時（選定後において現状変更等の届出をしたものについては、当該現状変更等の後の現状）に復

するとき。 

  2．重要文化的景観がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。 

  3．重要文化的景観の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分

を除去するとき。 
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教育委員会は、重要文化的景観の現状又は管理若しくは復旧の状況を把握し、文化財保

護法第 8 章（第 140 条）により報告を求められた場合は、文化的景観の現況について報告

するものとする。 

また、文化的景観区域内で長崎市景観計画による届出等があったものについては、景観

計画担当部署及び教育委員会で協議を行うこととし、現状変更の内容によっては、所有者

等と協議を行うこととする（域内で行われる公共工事を含む）。 

重要文化的景観の滅失又はき損が省令第 4 条に定める行為についても、教育委員会と事

前に協議を行うことを原則とする。 

 

以下に現状変更を行う場合の協議および届出のフローを記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜事前協議＞ 

文化的景観整備活用委員会 

行為の計画 

事前相談 事前相談 

景観部局 

【景観計画】 
文化財部局 

【文化的景観保存計画】 

景観アドバイザー（ながさきデザイン会議） 

必要に応じて開催 

景観計画に関する 

事前協議の対象行為 

文化的景観保存計画に 

関する事前協議の対象行為 

※ 所有者等からの相談・届出及び 

年度当初の公共事業計画等から把握 

相互連携・調整 

＜届出協議＞ 

行為の届出 

（工事着手の 30 日前） 

現状変更の届出 

（現状変更の 30 日前） 

行為の着手 
必要に応じて整備活用委員会及び文化庁 

による施行状況の指導・助言 

事前協議 

内部協議 

県・文化庁への報告 

必要に応じて開催 
事前協議 

検討・ 

指導・助言 

指導・助言 

指導・助言機関 

協議対象； 

市担当課と行為者 

市と文化庁 

協議対象； 

市担当課と行為者 

方針等に対する適合性の審査 景観形成基準等に対する適合性の審査 

図 14 現状変更を行う場合の協議および届出のフロー 
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第４章 文化的景観の整備活用に関する事項 

４‐１ 整備活用の方針 

 

 外海地域の文化的景観の価値を地域で共有し、保存を通じた地域の活性化を推進するため

には、地域の人々と連携した整備活用計画を作成することが重要である。計画の検討にあた

っては、それぞれの地域でまとまりをもつ景観の特徴を保護し、それを視覚的にも明らかに

していくための整備計画と、地域の資産を活かしながらも、より多くの人々に価値を理解し

てもらい、地域との交流をはかるための活用計画にわけて整理する。 

なお外海地域では、近代の土木工事や公共施設、土地利用の変化などにより乱れている地

域景観の修景や視点場などの整備を小規模な地域単位ごとに集中したかたちで積極的に進め

ることが課題である。 

今後の景観への配慮や規制については、景観計画のなかで規制の誘導を行ってゆくものと

するが、調和のとれた良好な景観に戻していくために必要な修景の考え方について、小規模

な単位景観ごとに整理していくことが重要である。 

 以上のことから、整備活用について以下のような基本方針を定める。 

 

１．外海の石積文化の価値を伝える資産の整備を推進する。 

地域の石積景観の価値を明らかにし、地域住民や来訪者への理解を深めるための資産の整備を推進する。 

２．地域の石積景観の修景を積極的に進める。   

景観が阻害されている中出津を中心とした地区の修景に努め、視点場からの風景を取り戻す。 

３．資産の価値を次の世代に伝えるために、資産の活用を推進する。 

地域の子供たちや来訪者と地域住民との交流を深め、石文化や石積み景観を理解してもらうための資産や

施設の活用を進める。 

４．地域の農地での生産活動を支援し、環境を改善していくための整備計画とする。 

地域との連携による、耕作地や道路などの修理や整備を通じた生活環境の改善を進める。 

５．地域ごとにまとまりをもつ地区景観の特性を活かした整備計画づくりを推進する。 

地域ごとのまとまりの中に立地している特徴的な石積みや里道などの持つ歴史性や関係性などを意識し

た整備計画を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

石積景観の顕在化 
 

石積景観の顕在化と構成要素

および周辺の整備の推進 

修景 
 

視点場からの景観保全の

ための修景整備の推進 

 

資産の活用 
 

資産価値を次の世代に伝える

ための資産や施設の活用推進 

 
 

農地の整備活用 
 

耕作地の維持管理や改修

などの整備を推進 

施設の整備 
 

資産価値を伝えるための 

積極的な整備を推進 

 
図 15 整備計画の基本方針 
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４‐２ 整備活用計画 

 

 整備活用の方針から、主な整備のポイントと計画の概要を示す。今後は、整備計画のなか

で全体整備計画や地域ごとの整備計画、石積構造物の整備や活用、便益施設の整備計画、修

景整備計画などについての検討を行っていくものとする。 

整備ポイント１．石積景観の顕在化 （大平周辺の開墾地） 

  

外海の石積景観の特徴でもあるド・ロ神父の石積の価値を明らかに

し、ド・ロ神父が行った明治の開墾の姿を顕在化するため、大平開

墾地周辺の作業場や石垣などの石積景観の顕在化を推進する。 

 また、大平開墾地に至る古道周辺の整備を行うことで、近世から

の耕作地や石積みの姿を顕在化させ、外海の文化的景観への理解を

深める。 

 

 

 

 

 

 

 

整備ポイント２．修景整備 （出津教会堂周辺） 

 

 道路の整備などに伴い石垣がコンクリートブロックに代わった

こと、また耕作放棄地が増加したことなどにより竹林が増加し乱れ

ている教会堂周辺の景観の修景を推進する。 

 

 

 

 
整備ポイント３．資産の活用（旧出津救助院） 

 
 旧出津救助院内での展示や当時の作業や暮らしの再現・体験を通

じて、ド・ロ神父の精神の実践の場である救助院の役割を伝え、地

域との交流を深めるための場を提供していく。 

  

 

 
整備ポイント４．農地の整備（大平開拓地一帯） 

 

 大平開拓地を中心とした農地の姿を再現していくことで当時の

景観を取り戻し、明治の開拓の姿を伝えていく。また農作物の収穫

体験、農地のオーナー制度などを通して地域を支えてきた農業への

理解を深める。 

 
 
整備ポイント５．施設の整備活用 （外海歴史民俗資料館周辺） 

 

 道の駅での概要説明とともに、既存の資料館を利用しての案内施

設の整備や観光案内の拠点としての駐車場の利用などを促進する。 
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図 16 外海の文化的景観整備活用計画（西出津、東出津地区） 
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第５章 文化的景観を保存するために必要な体制に関する事項 

５‐１ 管理運営に関する基本方針 

 

外海地域の文化的景観は、この地域の風土によってはぐくまれた石積みの文化が現在もな

お維持され、近世からの歴史のなかで変遷をとげながらもその技術が地域の人々たちの手に

よって継承されてきたことに価値を持つ。しかし近年の高齢化や産業構造の変化などにより、

従来の農地や屋敷地を維持することが困難になっているのが現状である。 

このような現状のなかで今後の外海地域の景観を保存するためには、地域の価値を知り、

それを地域全体で保存していくための管理運営を行う組織づくりや対話の場づくりを推進す

ることが必要である。 

また重要な資産を個別に守るだけではなく、この地域で暮らす人々が地域の資産への誇り

をもち、将来に文化を継承していけるような、地域や行政が連携した体制づくりを検討する

ことも重要である。 

 以上のことから、管理運営については以下のような基本方針を定める。 

 

１．保存のための組織づくり 

地域を構成する石垣や石造物、ネリベイ建物などの保存や維持管理・運営などを行う保存会

などの組織づくりを地元の人々と協同したかたちで積極的に推進していく。 

 

２．地域の文化を学ぶ対話の場づくり 

石垣やネリベイなどの石文化を知り、地域で守っていくために、地域で技術を持つ人々に技

法を学ぶ場や、交流を深める機会を作る。 

 

３．行政との連携による地域との連絡体制の強化 

行政と地域の人々や所有者との連携を深め、地域の意見を取り入れながら修理や修景の基準

や保護のための補助のしくみなどを整えてゆく。 

 

４．若い世代の景観保護への積極的な参加 

小学校などとの連携を深め、地域の子供たちが文化的景観の価値や保護について理解し参加

できる場を提供していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保存の組織づくり 対話の場づくり 

行政と地域との連携 若い世代の参加 

管理運営の考え方 

図 17 管理運営の基本方針 
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５‐２ 管理運営のための体制づくり 

 

 管理運営計画を進めるにあたっては、地域の人々が中心となった保存のための組織作りが

重要な役割をもつことになる。組織づくりにあたっては、地域の資産の保存や維持管理、農

業や観光振興などのさまざまな分野での地域振興を推進することを目的とした、地域の人々

を中心とした団体の形成をめざすものとする。 

この組織を軸として、石垣や畑地、建物などの維持管理や改修、技術の伝承やボランティ

アなどの受入れ、整備活用などに関する管理運営体制を推進していく。 

 

 また、今後整備活用などのなかで検討が進むと考えられる修景や公共建物の改修など、大

がかりな工事を伴う公共事業などについては、自治会などとの連絡調整が十分行えるよう、

行政との連携を深める必要がある。 

また修理や維持管理のための補助のしくみや景観保護の基準などについても、地域の人々

との意見交換を行いつつ、より地域に合ったかたちに整備していくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（仮称）外海の石積集落景観 

地域保存・整備・活用協議会 

組織：自治会、地域活動団体 

役割：地域意見等をまとめる組織 

連携 

意見反映 

【地域組織】 

地区別組織 自治会 

保存会などの新たな組織 

（仮）外海石継ぎ保存会など 

既存活動組織 

・うーでーら 

・外海地区まちづくり協議会など 

活動組織 

 

（仮称）外海の石積集落景観保存・整備・活用検

討委員会 

 組織：学識経験者、専門家、地域代表等により構成 

    （事務局 長崎市） 

 役割：文化的景観に配慮した公共事業等の整備方法

の助言 

    届出対象行為の判断 

 景観保全阻害要件が発生した場合の解決方法

についての指導・助言 等 

【専門家組織】 

図 18 整備・活用組織イメージ 
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 外海地区において、現在活動が行われている団体は、ド・ロ神父の精神を地域に伝える活

動団体、主として自治会組織をからなる住民が一体となったまちづくり活動を推進する外海

地区まちづくり協議会及び外海観光ボランティアガイド協会がある。 

 以下に協議活用の概要を示す。 

 

１．ド・ロ神父の精神を地域に伝える活動団体 

  

 現在、ド・ロ神父の精神を地域に伝える活動団体は、大平の畑の開墾などを行う「うーで

ーら」、救助院活用のための活動を行う「聖ヨゼフの仕事部屋」及び「フェルムド外海」とい

う、加工品の販売・体験を行っている団体が一緒になってド・ロ神父の精神を地域に伝える

活動を行っている。また、この 3 グループの代表者で構成する「ド・ロさまの家」という連

絡会がある。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

大平の畑の開墾、植栽、収
穫、販売、体験、維持管理

等 

 

 

 

展示、講座、情報発信、   
ド・ロ様研究 建物の

維持管理等 

 

 

 

 大平の畑での    
生産物の活用体験、 
食品加工、販売等 

うーでーら 

フェルム・ド・外海 聖ヨゼフの仕事部屋 

図 19 地域活動グループの構成 

（連絡会） 

ド・ロさま 
の家 

大平での藁麦植え活動 大平での茶摘み体験 郷土料理の試食会 
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２．外海地区まちづくり協議会 

①目的  

外海地区の自然や文化遺産、産業遺産をまもり育てるとともに、住みよい活力のある

地域の創造を目指して、住民が自ら考え、行動し、「自分たちの住む地域は自分たちでま

もり育てる」という考えのもと、住民が一体となったまちづくり活動を推進することを

目的として、外海地区まちづくり協議会が設立されている。 

 

②活動内容 

・ まちづくり活動の自主的な企画・立案・実施・評価等に関すること。 

・ 文化遺産、産業遺産の保全と良好な景観の向上に関すること。 

・ 地場産業の振興に関すること。 

・ 交流親睦に関すること。 

・ 地域住民のまちづくりに関する意識の高揚、普及・啓発に関すること。 

 

③組織概要 

・設 立：平成 22年 2月 8日 

・会員数：60の団体（主として自治会組織） 

及び 29の個人会員 

（平成 23年 11月 1日現在）  

 

④活動状況 

 ・地域座談会の実施 

 ・アンケート調査の実施 

 ・まちづくりニュースの発行 

 ・先進地視察 

・シンポジウムの開催 など 

 

 

 

 

 ３．外海観光ボランティアガイド協会 

 

 外海地域のさるくコース観光のガイドやイベントでの

解説などを実施する、地域の人々によるボランティア団体

である。地域を訪れた人に歴史、文化、自然などを体験し

てもらい、訪れた人と迎える地域との交流を通じて地域の

活性化を図ることを目的としている。 

 

まちづくり協議会総会での活動状況 

まち歩き活動のようす 

まちづくりニュースの発行 
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５‐３ 実施に向けての課題 

 

今後は、外海の文化的景観に対する理解の促進や魅力ある地域づくりの推進し、地域の

活性化につなげていくことが必要である。 

そのため、文化的景観の価値を正しく理解し、その価値を損なわないよう適切に保存管

理していくことが地域と一体となって取り組んでいくための課題について述べる。 

 

  ①文化的景観の保存管理や活用を含めた運営体制の構築 

   ・事業実施主体や支援方法のあり方等を含めた住民と行政の連携方法 

   ・整備活用に向けた学識経験者や専門家委員会の立ち上げ 

   ・地域住民や土地所有者、関係団体などの組織の立ち上げ 

   ・基金などの方式による運営体制のあり方 

   ・住民の主体的な活動を支援する行政担当窓口の一本化等 

 

  ②文化的景観の維持・保全に関する支援制度の構築 

   ・文化的景観を形成する構成要素修理修景事業受益者分担金徴収条例の策定 

   ・文化的景観を形成する構成要素修理修景事業受益者分担金の負担軽減の検討 

   ・地域住民対する身近な必要な支援制度の検討 

 

  ③生活及び生業の維持 

   ・石積み技術の継承 

   ・農地の後継者の確保や育成 

   ・体験イベント等による理解の促進 

 

  ④市民や観光客等との対外交流の促進 

   ・労働力の提供や資金提供等による都市部との交流の促進 

   ・観光客などへの適正な利用を促すためのルールづくり 

 

  ⑤地域活動の情報発信の促進 

   ・情報発信手法の検討 

   ・道の駅や外海歴史民俗資料館など既存施設を活用したインフォメーションの検討 

   ・体験イベント等の開催 

 

  ⑥保存管理のルールづくり 

   ・石積みやネリベイ建物のカルテづくり 

   ・地域と学識経験者等が一体となった石積み保存管理のルールづくり 

   ・文化的景観を活かした保存管理技術の研究 

 


