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景観形成重点地区の指定 

 草津市景観計画では、重点的に良好な景観形成に取組んでいく必要がある地区として「景観形成重点

地区」を次のとおり定めています。 

 また、景観形成重点地区の指定方針に基づき、今後も景観形成重点地区を追加指定し、各地域の資源

を生かした景観づくりを推進していきます。 

 

重

点

地

区 

琵琶湖岸景観形成重点地

区 

滋賀県景観計画で指定されていた「琵琶湖景観形成地域 

（琵琶湖景観形成特別地区含む）」の範囲 

伝統的沿道景観重点地区 滋賀県景観計画で指定されていた「沿道景観形成地区」の範囲 

東海道草津宿本陣通り景観

形成重点地区 

市道宮町渋川線のうち、県道山田草津線との交差点から市道草津２号線

との交差点までの区間で、道路中心線から１５ｍの区域 

 重点地区位置図 
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東海道草津宿本陣通り景観形成重点地区 

Ⅰ 概要 

「東海道草津宿本陣通り」が位置する草津宿は、東海道五十三次のうち、江戸より数えて 52 番目の宿

場町で、東海道と中山道が分岐・合流している交通の要衝でした。通りのシンボルである「草津宿本陣」は、

敷地面積 4,727 ㎡、建物面積 1,706 ㎡、部屋数 39 と東海道筋で現存する最大級の規模を誇ります。 

 

このような歴史的な背景を尊重し、宿場町としての街並み景観を形成・維持することで、市民の皆さん

が誇りを持てる草津らしい魅力ある街づくりを推進するために、「東海道草津宿本陣通り」を景観形成重点

地区として指定し、景観形成の目標や建物の建築・改築の際のルールを定めて地域の皆さんと一緒に景

観づくりを進めていきます。 

 

Ⅱ 景観形成の基本目標および基本方針 

「東海道草津宿本陣通り」の更なる魅力向上を目指し、以下の目標を掲げ、地域の人々との連携による

景観づくりに取り組みます。 

また、景観形成の基本的な方針に基づき、景観形成基準を定めています。 

 

  

[基本目標：歴史街道の佇まいと賑わいを創出する景観づくり] 

○ 歴史街道としての佇まいを感じる景観づくり 

○ 時とともに魅力が高まる景観づくり 

○ まちの賑わいを創出する景観づくり 

○ 住民協働による景観づくり 

○ 安全・安心に配慮した住みよい景観づくり 

[景観形成の基本的な方針] 

○ 史跡草津宿本陣などが残る東海道沿いの歴史的なまちなみを活かした景観形成やまちづくり

を推進します。 

○ 建築物、屋外広告物および工作物等が違和感なくまちなみにとけ込むよう、店舗や地域の  

コミュニティスペース等の活用を図り、歴史的な趣を残す工夫をするなど、通りの個性や魅力

を高める景観の創出に努めます。 



4 

 

Ⅲ 対象区域 
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 15 

 

高札場跡 

 14 

 6 
吉川芳樹園 

草津宿本陣 

草津マンポ 

万善呉服店 

日吉神社のあうん 

養専寺のあうん 

草津まちづくり

センター 

 2 
 3 

 8 

 9 

 10 

 12 

 13 

草津宿街道交流館 

くさつ夢本陣 

八百久 

太田酒造 道灌蔵 

しろや呉服店 
京屋商店 

宇野毛糸店 

 7 竹内金網店 

 
4 

 
11 

追分道標 
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Ⅳ 景観特性と通りの魅力 

対象となる区域には以下のような景観特性があり、これらを大切にしながら景観づくりに取り組みます。 

東海道、中山道などには、分岐点を示す道標や古くからの木造建築物などが残されており、伝統を受

け継ぐ人々の暮らしの中に街道の歴史を感じることができます。 

また、草津宿は東海道と中山道が分岐・合流する宿場町であり、草津宿本陣は往時の面影を今に伝え、

ふるさと草津を代表する建造物として市民の誇りとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史的ポイントとしての魅力 

・東海道と中山道の分岐点であり、五街道の中でも重要な交通の要衝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草津宿は東海道五十三次の 52 番目の

宿場です。また、東海道・中山道の分岐・

合流する宿場として、多くの人が行き交う

にぎわいを見せ、街道沿いには本陣をは

じめ、多くの旅籠や商店が立ち並び、まち

を形成していました。 ▲追分道標…❷ ▲高札場跡…❸ 

▲草津宿本陣…➎ ▲歌川広重の浮世絵「木曽海道六拾九次之内 草津追分」 

[東海道草津宿の景観特性] 

○ 往時の面影を今につたえる草津宿 

○ 人々の往来と出会いが紡ぐ街道文化 

[継承していきたい「東海道草津宿本陣通り」の魅力] 

○ 歴史的ポイントとしての魅力 

・東海道と中山道の分岐点であり、五街道の中でも重要な交通の要衝 

○ 街道としての魅力 

・本陣と調和した町家の家並みと、低い階高や土壁が特徴の草津町家 

○ 宿場町としての魅力 

  ・背後に残る町割りと調和した街並みと、街道から見える路地空間 
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街道としての魅力 

・本陣と調和した町家の家並みと、低い階高や土壁が特徴の草津町家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿場町としての魅力 

・背後に残る町割りと調和した街並み ・街道から見える路地空間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草津町家は、切妻平入りの軒高を抑えた低い

2階建てで、2階部には格子窓や木瓜形虫籠窓

の意匠を残し、壁面、出桁などを漆喰で塗り込

めているのが特徴です。草津宿本陣の周辺地

区については、街道の街並み景観の維持・保全

を図るために平成 20 年度から進められてきた

景観形成事業により、ファサード修景などの取

組が進められてきました。 

▲八百久…⓬ 

街道両脇の奥行きが揃った短冊状の町割りは宿場町

の特徴の一つです。 

街道から細い路地を一歩入れば、様々な庶民文化が

まちのあちらこちらに根付いています。そんな路地裏文

化の魅力に触れることによって、まちのルーツや生活文

化を知ることができます。 

▲吉川芳樹園…❻ ▲しろや呉服店…⓫ 

▲太田酒造 道灌蔵…⓭ ▲宇野毛糸店…⓮ ▲万善呉服店…⓯ 

▲草津宿本陣周辺の街並み 
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◆大切にしたい時代の顔とにぎわい 

古くから東西交通の要衝にあった草津宿は、生活や生業が時代とともに移り変わるなかで、それぞれの

時代の顔を残しつつ、街道の歴史とともに変遷し現在に至っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲竹内金網店…❼ 
 

[地域の愛着を感じる景観] 

街道背後には、神社や寺院などに代表され

る歴史のある文化財が残されており、地域の

人々の力によって、大切に受け継がれていま

す。 

❿
❶

❹
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届出対象行為 

 草津市景観計画では、届出対象行為を、ゾーンや重点地区に応じて次のとおり定めています。 

 

琵琶湖岸景観形成重点地区、伝統的沿道景観重点地区、東海道草津宿本陣通り景観形成重点地区 

建
築
物 

新築、増築、改築、または移転 ○新築、増築、改築または移転にかかる部分の床面積の合計が

１０㎡を超える行為。 

○行為後の建築物の高さが５ｍを超える行為。 

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 

○行為に係る部分の面積の合計が１０㎡を超える行為。 

工
作
物 

新築、増築、改築、または移転 ○垣（生け垣を除く、さく、へい、擁壁の類の場合、高さが１．５ｍ

を超える行為、または長さが１０ｍを超える行為。 

○汚水または排水を処理する施設の場合、高さが１．５ｍを超え

る行為、または行為に係る部分の築造面積の合計が 

１００㎡を超える行為。 

○地上に設置する太陽光発電設備（集熱利用のものを含む。）

で、高さが５ｍを超える行為またはモジュールの面積の合計

が１００㎡を超える行為。 

○上記以外の工作物で、規則で定めるもの。 

 行為後の工作物の高さが５ｍを超える行為。 

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、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 

○切土により生ずるのり面の高さが１．５ｍを超える行為。 

○切土により生ずるのり面の長さが１０ｍを超える行為。 

○行為に係る部分の面積が１００㎡を超える行為。 

木竹の伐採 ○高さが５ｍを超える木竹の伐採。 

○林業を営むために行う木竹の伐採。 

屋外における物件の体積 ○堆積された物件を外部から見通すことができ、かつ、物件の

堆積期間が３０日を超える行為のうち、高さが１．５ｍを超える

もの、または、面積が１００㎡を超えるもの。 

水面の埋め立てまたは干拓 ○盛土により生ずるのり面の高さが１．５ｍを超える行為。 

○盛土により生ずるのり面の長さが１０ｍを超える行為。 

○行為に係る部分の面積が１００㎡以上であるもの。 

 

まちなかゾーン、住宅地ゾーン、田園ゾーン、丘陵部ゾーン 

建
築
物 

新築、増築、改築、または移転 ○建築物の最高部の高さが１３ｍ以上もしくは４階建以上の行

為。ただし、田園ゾーンについては、高さ１０ｍ以上の行為。 

○行為にかかる延床面積の合計が３００㎡以上の行為。 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 

工
作
物 

新築、増築、改築、または移転 ○高さ１３ｍ以上のもの。ただし、田園ゾーンについては高さ１０

ｍ以上の行為。 

○地上に設置する太陽光発電設備（集熱利用のものを含む。）

で、高さが１３ｍ以上（田園ゾーンについては高さ１０ｍ以上）

の行為またはモジュールの面積の合計が１，０００㎡を超える

行為。 

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 
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東海道草津宿本陣通り景観形成重点地区における景観形成基準について                  

Ⅰ 建築物等に係る基準 

（１）位置 

  

 

○ 壁面線の統一に配慮する。 

・周囲の壁面線と揃うように建築物を建て、連続性のある整った街並みを生みだしましょう。 

 

 

 

 

 

○ 駐車場の設置などにより、通りから壁面を後退させる場合は、周辺景観との調和に配慮し、塀等を設

置して壁面ラインの連続性に配慮する。 

・セットバックした建築物の前面に塀などを設置することで、街並みの連続性を確保することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

景観形成基準 

①周辺の建築物の配置状況を勘案しつつ壁面線の統一に配慮し、整然とした街並みの形成に努める

こと。 

②駐車場の設置などにより、通りから壁面を後退させる場合は、周辺景観との調和に配慮し、塀等を

設置して壁面ラインの連続性に配慮すること。 
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（２）形態 

 

○ 全体的にまとまりのある形態とする。 

・建築物の形態は、周辺の建物と調和させるなど、全体的にまとまりのあるものにしましょう。 

 

 

 

 

 

○ 勾配のある屋根を設ける。 

・周辺の建築物の多くが切妻等の形態の屋根であることから、これらの形態に倣い、周辺の景観との調

和を図りましょう。 

・屋根の勾配の大きさは隣接する建築物との調和を図り、基準は、原則２/10～７/10 とします。 

・屋根の勾配が３/10 以下または 6/10 以上の場合は変更をお願いすることがあります。 

・片流れ屋根は切妻屋根が多い地区にふさわしくないため、招き屋根にするなどの工夫が必要です。 

 

勾配のある屋根の種類 

                  

  

景観形成基準 

①周辺景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある形態とすること。 

②周辺の建築物の多くが切妻等の形態の屋根であることから、これらの形態との調和を図るため、原

則として、勾配のある屋根を設けること。また、大規模建築物の3階以上の部分は道路境界から2.7

ｍ（一間半）以上セットバックし下屋を設けるなど、周辺の街並みとの調和や上空への見通しの確

保に努めること。 

③勾配屋根は、原則として、適度な軒の出を有すること。 

④周辺の建築物と調和した屋根（勾配、向き）等とし、連続した街並みを乱さないよう努めること。 

⑤東海道草津宿の伝統的な建築形態を基調とし、歴史的街並みとの調和を図ること。 

⑥屋上に設ける設備は、できるだけ目立たない位置に設けるとともに、建築物本体および周辺景観と

の調和に配慮したものとすること。これにより難い場合は、目隠し措置などの修景措置を講じるこ

と。 

⑦太陽光発電設備（集熱利用のものを含む。以下この表において同じ。）を勾配屋根に別途設置する

場合は、太陽光パネルの最上部が当該建築物の棟を超えないものとし、屋根に密着させること。 

⑧太陽光発電設備を壁面に別途設置する場合は、当該壁面の外縁部より外側に太陽光パネルがは

み出ないようにすること。 

切妻屋根 招き屋根 片流れ屋根 
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○ 大規模建築物の 3階以上の部分は道路境界から 2.7ｍ（一間半）以上セットバックし下屋を設けるな 

ど、周辺の街並みとの調和や上空への見通しの確保に努める。 

・大規模建築物には、歴史的な街道沿いの建築物の屋根および壁面の連続性を考慮した下屋を設け、そ

の用途は、地域の魅力を高める店舗や地域のコミュニテイスペース等を検討しましょう。 

                

 

○ 勾配屋根は、原則として、適度な軒の出を有することとする。 

・勾配屋根の適度な軒の出があることは、建物の形態に一層の安定感が生じ、また、その陰影効果により、

建築物の景観の向上にもなります。 

・適度な軒の出の基準は、75cm 以上を推奨します。 

・軒の出が 25cm 以下の場合は変更をお願いすることがあります。 

                      
適度な軒の出を有し、勾配屋根の美しいシルエットを創り出している建築物。 

 

○ 周辺の建築物と調和した屋根（勾配、向き）等とし、連続した街並みを乱さないよう努める。 

・屋根の向きに注意し、街並みの連続性を保ちます。 
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○ 東海道草津宿の伝統的な建築形態を基調とし、歴史的街並みとの調和を図る。 

・東海道草津宿において、江戸時代から各時代に造られてきた、草津宿らしさが伝わる伝統的な建築形態

基調とし、歴史的街並みの調和を図りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 屋上に設ける設備を建築物本体および周辺景観との調和に配慮したものとすることが難しい場合は、

目隠し措置などの修景措置を講じる。 

・屋上に給水塔や室外機などの設備を設ける場合は、できるだけ周辺に調和したものにしたり、目隠し等の

措置を講じて無機質なイメージを抑えるようにしましょう。 

 

○ 太陽光発電設備を勾配屋根に別途設置する場合は、太陽光パネルの最上部が当該建築物の棟を超

えないものとし、屋根に密着させる。 

○ 太陽光発電設備を壁面に別途設置する場合は、当該壁面の外縁部より外側に太陽光パネルがはみ

出ないようにすること。させるなど、周辺の街並みとの調和や上空への見通しの確保に努める。 

 

 

※太陽光発電設備の設置については、

（３）意匠⑦⑧にも基準があります。 
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（３）意匠 

○ 平滑な大壁面が生じないよう、陰影効果に配慮する。 

・平滑な壁面が広がりを避けるため、壁面は陰影が生まれるようなデザインにしましょう。 

                                             

○ 大規模建築物にあっては、屋根、壁面、開口部等の意匠に配慮する。 

・大規模建築物が周囲に与える威圧感や圧迫感を軽減するために、屋根の形態や壁面の意匠、開口部

の取り方などに配慮をしましょう。 

      

 

○ 敷地内や建築物に付属する設備は建物と一体となったデザインとし、目立たないように努めるととも

に、覆いをするなど修景措置を講じる。 

  

景観形成基準 

①大規模建築については、平滑な大壁面が生じないよう、陰影効果に配慮すること。 

②屋根、壁面、開口部等の意匠に配慮し、威圧感および圧迫感を軽減するよう努めること。 

③外見できる壁面等の意匠の釣合に配慮し、建築物全体としてまとまりのある意匠とすること。 

④敷地内や建築物に付属する設備（屋上に設ける設備を含む。）が建物と一体となったデザインとし、

設置位置を考慮するなど目立たないように努めるとともに、建築物本体および周辺景観との調和に

配慮すること。ただし、これにより難い場合は、覆いをするなど修景措置を講じること。 

⑤玄関および開口部は建具、格子等の伝統的様式とすること。もしくは、それに準備に準じるものとす

ること。 

⑥草津宿の特徴である切妻平入、格子窓、虫籠窓の保全に努めること。 

⑦太陽光発電設備を屋根材または外壁材として一体で設置する場合は、その他の屋根材または外

壁材の意匠について、周辺景観を含めて太陽光発電設備との調和を考慮すること。 

⑧太陽光発電設備を設置する場合においては、市道宮町渋川線のうち県道山田草津線との交差点

から市道草津２号線との交差点までの区間（以下「指定道路」という。）から見えない位置に設置す

ること。 
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○ 玄関および開口部は建具、格子等の伝統的様式とする。もしくは、それに準じるものとする。 

・伝統的な様式の建築物が街並みを形成している地区と調和を図るデザインにし、街並みの連続性が途

切れないように配慮しましょう。 

 

○ 草津宿の特徴である切妻平入、格子窓、虫籠窓の保全に努める。 

・草津町家の保全により、特徴的な街並みの継承に努めましょう。 

 

○ 太陽光発電設備を屋根材または外壁材として一体で設置する場合は、その他の屋根材または外壁

材の意匠について、周辺景観を含めて太陽光発電設備との調和を考慮する。 

○ 太陽光発電設備を設置する場合においては、指定道路から見えない位置に設置する。 

 

                

虫籠窓 
主に漆喰の塗屋造りと呼

ばれる町家建築の二階部分

に、縦に格子状に開口部を

設けた固定窓のこと 

格子窓 
角材を縦横の格子状に組み

上げた建具。格子は、町家の

外観デザイン要素のひとつで

ある他、防犯やプライバシー

保護にも効果的 

切妻平入 
切妻造の屋根の四角形の斜

面に向かって出入口がある

建物の様式 



15 

 

 （４）素材 

○ 周辺景観になじみ、かつ、耐久性および耐候性に優れた素材を使用する。 

・石材など落ち着きを感じさせる素材で、高質感のある空間を創出することができます。 

・良好な景観を長期間にわたって維持していくためには、外装材は風雨や日照等の影響により腐食や退

色等を起こさないものを用いましょう。 

 

○ 勾配屋根の屋根材については、瓦等の自然素材を用いる。 

○ 外観には木材、土、石材、漆喰などの自然素材を用いる。 

○ 時間の経過とともに、経年変化（エイジング）により味わいが増す素材を使用する。 

・自然素材による質感と色彩で、趣と落ち着きのある街並みを目指しましょう。 

   

（５）敷地の緑化措置 

 

  

銀鼠色の瓦 木格子 

白漆喰と下見板 黒漆喰と黒瓦 

景観形成基準 

①建築物が周辺景観と融和し、良好な景観の形成および周辺環境との調和が図れるよう、樹種の構

成および樹木の配置を考慮した植栽を行うこと。 

②大規模建築物については、周辺に与える威圧感、圧迫感および突出感を和らげるよう、その高さを

考慮した樹種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮すること。 

③植栽に当たっては、自然植生を考慮するととともに、周辺環境との調和が得られる樹種とすること。 

景観形成基準 

①周辺景観になじみ、かつ、長期間にわたって良好な景観が維持できるよう、耐久性および耐候性

に優れた素材を使用すること。 

②勾配屋根の屋根材については、瓦等の自然素材を用いること。ただし、これにより難い場合は、こ

れを模した素材とすること。 

③外観には木材、土、石材、漆喰などの自然素材を用いること。ただし、これにより難い場合は、こ

れを模した素材とすること。 

④時間の経過とともに、経年変化（エイジング）により味わいが増す素材を使用すること。 
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○ 建築物が周辺景観と融和するよう、樹種の構成および樹木の配置を考慮した植栽を行う。 

・様々な特性をもった樹木を用い、周辺景観や環境との調和を図りましょう。 

 

○ 大規模建築物については、その高さを考慮した樹種及び樹木を選び、その植栽位置を考慮する。 

・突出した印象をあたえる大規模建築物については、視線誘導を滑らかにするため、その高さを考慮

した高木を建築物の周囲に植栽するとともに、建築物から遠ざかるに従って低い樹木を植裁するよ

うにしましょう。 

 

○ 植栽に当たっては、自然植生を考慮するととともに、周辺環境との調和が 

得られる樹種とすること。 

・樹種の選定に当たっては、その地域の自然条件に最も適した植物が 

一般に長年にわたり安定的に成育し、その地域の景観を特色づけて 

いるものであるため、植栽計画に当たっては、建設地の周囲を十分 

調査し、その地域の自然植生を目安とした樹種を採用し、外来種の採用 

はできるだけ避けましょう。 

※ 自然植生とは、その地域の土地の環境の下に、古くから成立している 

植生のこと。 

 

（６）樹木の保全措置 

 

○ 敷地内に生育する樹林については、できるだけ残す。 

・敷地内に生育する樹林等は、その地域の景観の向上に重要な役割を果たしています。やむを得ず伐採

を行う場合は、周辺景観への影響に配慮し、必要最小限にとどめましょう。 

 

○ 敷地内に樹姿または樹勢が優れた良好な樹木がある場合は、この樹木を修景に生かせるよう配慮す

る。 

・敷地内における樹木の樹姿·樹勢が特に優れたものは、できるかぎり修景に生かせるよう建築物

などの配置に配慮しましょう。優れた樹木の保存が難しい場合は、事前に移植の適否を調査し、で

きるかぎり周辺に移植し、樹勢の回復に努めましょう。 

  

景観形成基準 

①敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。止むを得ず樹林を伐採する必要が生じた

ときは、必要最小限にとどめること。 

②敷地内に樹勢が優れた樹木がある場合は、この樹木を修景に生かせるよう配慮すること。ただし、

これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分

な管理を行い、樹勢の回復に努めること。 
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（７）垣、さく、へい、門（建築物に附属するものを含む）その他これらに類するもの 

 

○ 周辺景観および敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態および意匠とする。 

・無機質な素材および意匠は周囲に圧迫感を与えやすいので、自然素材を使用したり高さを抑えるなど

の配慮をし、周辺の景観と調和するよう配慮しましょう。 

 

○ 自然素材を意識した落ち着いた色彩にする。 

・周辺の歴史的景観に調和した落ち着いた色彩を用いましょう。 

 

 

 

 

（８）擁壁の新設、増築または改築 

 

○ 道路に面して設ける場合は、できるだけ低いものとする。 

・できるだけ低い擁壁として、通行者への圧迫感を最小限にとどめましょう。 

 

○ できるだけ石材等の自然素材を用い、それが難しい場合はこれに模したものを用いる。 

・コンクリート等の無機質な素材は避け、石材やそれを模した素材を用いましょう。 

  

景観形成基準 

①周辺景観および敷地内の状況に配慮し、調和の得られる形態および意匠とすること。 

②自然素材を意識した落ち着いた色彩で、周辺景観および敷地内の状況と調和が得られるものとするこ

と。ただし、自然素材を利用する場合や、周辺景観と調和すると認められる場合においてはこの限りで

はない。 

①道路に面して設ける場合は、できるだけ低いものとすること。 

②できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合はこれを模したものとすること。これらの

素材を用いることができない場合は、修景緑化等の措置を講じること。 
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（９）自動販売機の設置 

 

・自動販売機は、位置や外観の色彩、木製の囲い等の設置をするなど街並みとの調和に配慮しま 

しょう。 

・清涼飲料自販機協議会「自動販売機自主景観ガイドライン」のとおり、広告物は必要最小限の貼付 

とし、外観は推奨される色彩「５Ｙ７．５／１．５」を参考とするなど、周辺景観との調和を図りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）看板 

 

・原則として自家用に供するもののみとし、自然素材を用いるなど、店舗や街並みと調和したデザ

インにしましょう。 

  

景観形成基準 

自動販売機の設置に際しては、周囲の景観に調和するよう、位置や外観の色彩、木製の囲い等の

設置をするなどして配慮すること。 

景観形成基準 

①原則として、自家用に供するもののみとすること。 

②けばけばしい色彩のものや、激しい動光・点滅等をするものを使用しない。また、趣のあるデザイ

ンや、自然素材又はこれに準ずるものを用いるなど、店舗及び街並みとの調和に配慮すること。 

５Ｙ７．５／１．５ 
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（１１）色彩 

 

  

景観形成基準 

①けばけばしい色彩とせず、無彩色または茶系色等の落ち着いた色彩を基調とし、周辺景観および敷

地内の状況との調和を図ること。 

②外観および屋根の基調色は、次のとおりとすること。 

色相 
明度 彩度 

下限値 上限値 上限値 

０．１Ｒ～１０Ｇ ４以上 ９未満 ３以下 

０．１ＢＧ～１０ＲＰ ４以上 ９未満 ２以下 

無彩色 ３以上 ９未満 ― 

※色彩については、マンセル表色系（JISZ8721）で表示。 

※屋根の基調色は、彩度のみの適用とする。 

※漆喰、べんがら等の自然素材を使用する場合や、周辺景観と調和すると認められる場合においてはこの限

りでない。 

③色彩の性質を十分考慮するとともに、一つの建物に数多くの色を用いることを避け、落ち着いた雰囲

気を醸し出すよう色調を統一する。 

④周辺景観の色相と対比する色相を使用する場合にあっては、周辺の色調および規模に十分留意

し、対比調和の効果が発揮できるよう十分考慮すること。 

⑤屋上工作物の色彩は、建築物本体および周辺景観との調和が図れるものとすること。 

⑥大規模建築物については、上空への圧迫感を軽減するため、３階以上の上層階の外壁には明度の

明るい色や彩度の低い色を用いること。 

⑦勾配屋根は日本屋根を意識した黒又は灰色を基本とし、外壁等を含めた外観について自然素材の

色を意識した落ち着いた色調とする。 

⑧店舗等のシャッターについては、建物との調和を図りながら、木戸などの自然素材の色を意識した

色彩のものとなるよう配慮すること。 

⑨太陽光発電設備のパネルを設置する場合は、黒または濃紺もしくは低彩度・低明度の色彩とし、低

反射でできるだけ模様が目立たないものとすること。 

⑩太陽光発電設備を外壁に設置する場合は、他の外壁についても、太陽光パネルおよび周辺景観と

調和した色彩とすること。 

⑪太陽光発電設備を設置した場合に、付属する配管等の設備は、建築物と一体とする、または建築物

の色彩と調和したものとすること。 
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○ けばけばしい色彩とせず、周辺景観との調和を図る。                               

・けばけばしい色彩は、違和感を与え、浮き出してしまう恐れがあるため、これを避けましょう。 

・「けばけばしい色彩」とは、彩度や明度が極端に高い色等、派手な印象のある色彩をさします。 

 

○ 外観および屋根の基調色について彩度の上限値、明度の下限値を守る。                  

・基準では、基調色、副基調色について、彩度の上限値、明度の下限値を定めています。 

・強調色として認める範囲は、５％までとします。５％を超えると「副基調色」となるため、使用できる色に

制限がかかります。 

・屋根の基調色は、彩度の上限値のみ適用することとします。 

・屋根には日本瓦の黒、グレー、茶などを採用することを推奨します。 

 

Ⅱ その他工作物等に係る基準 

（１）煙突またはごみ焼却施設、アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの、

記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するものおよび高架水槽の新設、増築または改築 

 

景観形成基準 

①道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

②原則として、道路から 2ｍ以上後退すること。 

③敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採する必要が生じ

たときは、必要最小限にとどめること。 

④樹姿または樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせるよう配慮する

こと。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できるだけその周辺に移植すること。

移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努めること。 

⑤できるだけすっきりとした形態および意匠とするとともに、けばけばしい色彩とせず、周辺景観に

なじむものとすること。 

⑥常緑の中高木をとり入れた樹木により必要に応じて修景緑化を図ること。 

⑦道路から後退してできる空地には、特に緑化に努めること。 

⑧植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とすること。 
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○ 常緑の中高木をとり入れた樹木により必要に応じて修景緑化を図る。                      

・工作物の規模や形態が周辺の景観に大きな影響を与える場合は、周囲に常緑種の中高木を配する

ことにより、その影響を和らげましょう。 

・常緑の樹木で修景することにより、季節を問わず工作物の遮へい効果を生みだすことができます。 

 

（２）彫像その他これに類するものの新設、増築または改築 

 

 

 

 

 

景観形成基準 

①原則として、道路から 2ｍ以上後退すること。ただし、芸術性および公共性があり、 

 周辺の景観との調和が図れるもの等は、この限りではない。 

②樹姿または樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせるよう 

 配慮すること。 

③原則として、周辺景観になじむ形態および意匠とするとともに、けばけばしい色彩と 

 しないこと。これにより難い場合は、道路から容易に望見できないよう遮へい措置を 

 講じること。ただし、芸術作品展等の開催に伴い一時的に設置されるものは、この限 

 りではない。 

④周辺景観との調和を図るため、修景緑化を図ること。 

⑤道路から後退してできる空地には、特に緑化に努めること。 

⑥植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とすること。 
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○ 周辺景観との調和を図るため、修景緑化を図る。                                 

・彫像等が周辺の景観と調和していない場合は、植栽を配するなどの配慮をしましょう。 

 

（３）汚水又は廃水を処理する施設の新設、増築または改築 

 

○ 敷地外周部は、緑化を図り、容易に望見できないようにする。                          

・大規模な工作物は周囲に圧迫感や威圧感を与えやすいので、遮へい効果を生みだすよう敷地境

界付近に生垣等の植栽を配して周辺景観への配慮をしましょう。 

景観形成基準 

①道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

②原則として、道路から 2ｍ以上後退すること。 

③敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採する必要が生

じたときは、必要最小限にとどめること。 

④樹姿または樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせるよう配慮する

こと。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できるだけその周辺に移植するこ

と。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努めること。 

⑤平滑な大壁面が生じないよう、陰影効果に配慮するとともに、外部に設ける配管類は、できるだ

け目立ちにくくすること。 

⑥けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観および敷地内の状況との調和

が得られるものとすること。 

⑦敷地外周部は緑化を図り、施設を敷地外から容易に望見できないようにすること。 

⑧常緑の中高木をとり入れた樹木により修景緑化を図ること。 

⑨道路から後退してできる空地には、特に緑化に努めること。 

⑩植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とすること。 
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（４）メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

の新設、増築または改築 

 

○ 敷地外周部には、施設の規模に応じた樹木により周辺景観との緩衝帯となる植栽を行う。         

・特殊な形態をした工作物は周囲の景観に馴染みにくいため、施設の規模を考慮した植栽を配しての

存在感を和らげましょう。 

  

景観形成基準 

①道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

②原則として、道路から 2ｍ以上後退すること。 

③敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採する必要が生じ

たときは、必要最小限にとどめること。 

④樹姿または樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせるよう配慮する

こと。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できるだけその周辺に移植すること。

移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努めること。 

⑤敷地面積が 1.0ha 以上であるもの（都市計画法第８条に規定する用途地域内のものを除く。）に

あっては、原則として、その敷地の 20％以上を緑化すること。 

⑥敷地外周部には、施設の規模に応じた樹木により周辺景観との緩衝帯となる植栽を行うこと。 

⑦道路から後退してできる空地には、特に緑化に努めること。 

⑧植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種 

 とすること。 
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（５）アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設お

よび石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設の新設、増築または

改築 

 

○ けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観および敷地内の状況との調和が

得られるものとする。 

・上記のような施設は周辺の環境に馴染みにくいため、外壁や構造等の色彩や形態を考慮しましょう。 

 

  

景観形成基準 

①道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

②原則として、道路から 2ｍ以上後退すること。 

③敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採する必要が生

じたときは、必要最小限にとどめること。 

④樹姿または樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、この樹木を修景に生かせるよう配するこ

と。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、できるだけその周辺に移植すること。

移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努めること。 

⑤できるだけ壁面、構造等の意匠が周辺景観になじむよう配慮し、外部に設ける配管類は、できる

だけ目立ちにくくすること。 

⑥けばけばしい色彩とせず、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観および敷地内の状況との調和

が得られるものとすること。 

⑦敷地面積が 1.0ha 以上であるもの（都市計画法第８条に規定する用途地域内のものを除く。）に

あっては、原則として、その敷地の 20％以上を緑化すること。 

⑧常緑の中高木を主体とする樹木により施設の規模に応じた修景緑化を図ること。 

⑨道路から後退してできる空地には、特に緑化に努めること。 

⑩植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とすること。 
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○ 常緑の中高木を主体とする樹木により、施設の規模に応じた修景緑化を図る。                   

・工作物の周囲に常緑種の中高木を中心とした植栽を施設の規模に応じて配し、周辺の景観に調和 

するように配慮しましょう。 

・常緑の樹木で修景することにより、季節を問わず工作物の遮へい効果を生み出すことができます。 

 

（６）電気供給のための電線路または有線電気通信のための線路（その支持物を含む。）の新設、増築

または改築 

 
○ 鉄塔の基部周辺は、できるだけ修景緑化を図る。                                  

・鉄塔はその特徴的な形態が周辺の景観に大きな影響を与えやすいので、その基部の周囲に植栽 

を配するなどして、周辺景観と調和するように配慮しましょう。 

 

（７）建築物等の移転 

 

→「東海道草津宿本陣通り景観形成重点地区」の「建築物」の「（１）位置」や「（５）敷地の緑化措置」の

基準を参照してくだい。 

景観形成基準 

①鉄塔は、原則として、道路沿いには設置しないこと。やむを得ず設置する場合は、道路からできる

だけ後退して設けること。 

②電柱は、できるだけ整理統合を図るとともに、極力目立たない位置となるよう配慮すること。また、

できるだけ道路の路面には設置しないよう努めること。 

③形態の簡素化を図ること。 

④色彩は、できるだけ落ち着いた色彩で周辺景観との調和を図ること。 

⑤鉄塔の基部周辺は、できるだけ修景緑化を図ること。 

景観形成基準 

①それぞれ該当する建築物等の敷地内における位置および敷地の緑化措置の基準によること。 
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（８）建築物等の外観を変更することとなる修繕または模様替 

 

→「東海道草津宿本陣通り景観形成重点地区」の「建築物」の「（２）形態」や「（３）意匠」、「（４）素材」の

基準を参照してくだい。 

 

（９）建築物等の外観の色彩の変更 

 

→「東海道草津宿本陣通り景観形成重点地区」の「建築物」の「（１１）色彩」の基準を参照してくだい。 

 

（10）木竹の伐採 

 

○ 伐採を行う場合は、林縁部への低・中木の植栽、けもの道等の生物の移動路の確保等必要な代替

措置を講じる。 

・木竹の伐採は景観に与える影響だけでなく、生物の生息環境に与える影響も大きくなる場合がある

ため、できるだけ小規模な伐採にしたり、代替措置をとることで自然環境や景観への影響を最小限

にしましょう。 

 

 

 

 

景観形成基準 

①それぞれ該当する建築物等の形態、意匠および素材の基準によること。 

景観形成基準 

①それぞれ該当する建築物等の色彩の基準によること。 

景観形成基準 

①伐採は、できるだけ小規模にとどめること。 

②道路から望見できる樹姿または樹勢が優れた樹木は、できるだけ伐採せずその周辺に移植する

こと。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努めること。 

③高さ 10ｍ以上または枝張り 10ｍ以上の樹木は、できるだけ伐採しないこと。 

④伐採を行った場合は、その周辺環境を良好に維持できるよう、林縁部への低・中木の植栽、けもの

道等の生物の移動路の確保等必要な代替措置を講じること。 
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（11）屋外における物件の堆積 

 

○ 事業所における原材料・製品、スクラップ等または建設工事等における資材等の集積または貯蔵にあ

っては、外部から容易に望見できないよう遮へい措置を講じる。特に、道路に面する部分にあっては、

できるだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じる。 

・周辺の景観に大きな影響を与えないよう、敷地の周辺に植栽や塀等を設け、遮へい措置を施しましょ

う。 

（12）土石の採取または鉱物の掘採 

 

○ 道路からできるだけ望見できないよう遮へい措置を講じる。特に、道路に面する部分は、できるだけ

常緑の中高木で遮へい措置を講じる。 

  

景観形成基準 

①道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 

②原則として、道路から 2ｍ以上後退すること。 

③遮へい措置を要するものの集積または貯蔵の高さは、できるだけ低いものとすること。 

④事業所における原材料・製品、スクラップ等または建設工事等における資材等の集積または貯

蔵にあっては、外部から容易に望見できないよう遮へい措置を講じること。 

 特に、道路に面する部分にあっては、できるだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じること。 

⑤農林水産品置場、商品の展示場等は、物品を整然と集積または貯蔵するとともに、必要に応じ、

敷地外周部に修景のための植栽をすること。 

⑥敷地内に生育する樹林については、できるだけ残すこと。やむを得ず樹林を伐採する必要が生

じたときは、必要最小限にとどめること。 

⑦樹姿または樹勢が優れた樹木が敷地内にある場合は、当該樹木を修景に生かせるよう敷地の

利用を考慮すること。ただし、これにより難い場合は、移植の適否を判断し、 

 できるだけその周辺に移植すること。移植後は十分な管理を行い、樹勢の回復に努めること。 

⑧植栽に当たっては、自然植生を考慮するとともに、周辺環境との調和が得られる樹種とするこ

と。 

景観形成基準 

①道路からできるだけ望見できないよう遮へい措置を講じること。特に、道路に面する部分は、でき

るだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じること。 

②跡地の整正を行うとともに、周辺環境を考慮しつつ、芝、低木および中高木の植栽等必要な緑化

措置を講じること。 
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・土石の採取や鉱物の掘採の現場は広範囲に渡って、景観に影響を与えるケースもあり、遠くからの視

線をさえぎる等、比較的緑のボリュームが大きな樹木による修景を行いましょう。 

（13）水面の埋立てまたは干拓 

 

○ 護岸は、できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合はこれを模したもの 

  とし、必要に応じ親水性のある形態となるよう配慮する。 

・河川や湖の護岸には、できるだけ石材等の自然素材を用い、それが難しい場合にはそれを模した

素材を用いましょう。また、その形態は必要に応じ、水に触れやすい親水性のある形態となるように

しましょう。 

 

  

景観形成基準 

①護岸は、できるだけ石材等の自然素材を用い、これにより難い場合はこれを模したものとし、必要

に応じ親水性のある形態となるよう配慮すること。なお、構造については、できるだけ多孔質な構

造とする等生物の生息環境に配慮したものとすること。 

②埋立てまたは干拓後の土地（のり面を含む。）にあっては、周辺環境を考慮しつつ、芝、低木およ

び中高木の植栽等必要な措置を講じること。 
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（14）土地の開墾その他土地の形質の変更 

 

○ 樹姿または樹勢が優れた樹木および樹林がある場合は、できるだけ保全する。                

・形質の変更を行う土地に樹姿・樹勢が優れた樹林が生育している場合は、できるだけ代採を避けて

工事を行い、修景に用いるなど、積極的な緑の活用を図りましょう。 

○ のり面が生じる場合にあっては、芝、低木および中高木の植栽等必要な緑化措置を講じる。        

・工事を行う上でのり面が生じる場合は、周辺の景観と環境に配慮し、芝や樹木による植栽を配し緑

化に努めましょう。 

  

景観形成基準 

①樹姿または樹勢が優れた樹木および樹林がある場合は、できるだけ保全すること。 

②造成等に係る切土および盛土の量は、できるだけ少なくするとともに、のり面整正は土羽による

ものとすること。やむを得ず擁壁等の構造物を設ける場合にあっては、必要最小限のものとする

こと。 

③のり面が生じる場合にあっては、周辺景観および周辺環境に配慮し、芝、低木および中高木の植

栽等必要な緑化措置を講じること。 

④駐車場を設置する場合にあっては、敷地外周部に修景緑化を行うとともに、内部空間においても

中高木を取り入れた修景緑化を行い、単調な空間とならないよう配慮すること。ただし、これによ

り難い場合は、河川または主要道路から望見できないよう、植栽による遮へい措置を講じること。 

⑤広場、運動場その他これらに類するもの(都市計画法第８条に規定する用途地域内のものを除

く。)を設置する場合であって、当該施設に係る敷地の面積が 1.0ha 以上であるときは、敷地面積

の 20％以上の敷地を緑化し、河川または主要道路に面する部分には、中高木を取り入れた緑化

を行うこと。 
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景観形成重点地区について 

Ⅰ 景観形成重点地区の指定方針 

 より良好な景観形成を目指して、市民・事業者が主体的に景観づくりに取組む区域を「景観形成重点地

区候補地」として指定します。 

 また、市は、景観形成のルールづくり等を支援するとともに、「景観形成重点地区」に指定された地区の

景観づくりに取り組む景観形成重点地区協議会等の活動を支援していきます。 

 景観形成重点地区にふさわしい地区として、豊かな自然環境や歴史文化が残されている地区だけでな

く、まちのにぎわいや活力を生み出す都市部においても、地区指定を進めていきます。（※原則として、

0.5ha以上の一団の土地を対象とします。） 

 地域の景観づくりには、市民や事業者が積極的に景観づくりに関わっていくことが重要となりますので、

市民・事業者の主体性を尊重した地区指定を進めていきます。 

Ⅱ 指定後の方針 

景観形成重点地区指定後は、提案した市民・事業者が指定区域内の地権者に留まらず、さまざまな形

で連携し、景観まちづくりをすすめ、経年により変化する地域の課題に合わせて、適宜基準について見直

しを行います。 

〔景観形成重点地区指定の要件〕 

○ 豊かな自然環境が残されている地区 

○ 草津の歴史文化が色濃く残されている地区 

○ まちのにぎわいや活力とともに、うるおいがあって質の高い街並み景観や都市景観の創出に

向けて取り組む地区 

○ 市民・事業者が積極的に景観づくりに取組む地区 

景観形成重点地区の候補例 

・自然環境保全地区の内、特に重要と考えられる地区 

・自然が豊かで、新たな産業の創出や福祉・医療、文化等の交流が期待される地区 

・歴史的街並みが残されている地区（草津宿とその周辺地区、東海道沿道、中山道沿道（渋川地

区）等） 

・矢橋道等歴史的な街道を生かした「散歩道」づくりを進めていくことができる地区 

・草津市の「顔」としての機能を果たす草津駅、南草津駅周辺地区、名神・新名神インターチェンジ

周辺地区 

・学校区や地域自治組織等を活かして、主体的な景観づくりに取組んでいる地区 等 

◆候補例のイメージ 


