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1　計画の目的

本保存計画は、平成 20 〜 22 年度に行った文化的景

観保存調査によって明らかとなった「佐渡西三川の砂金

山由来の農山村景観」の価値を、将来にわたって保存・

継承していくことを目的とするものである。

当地域は、平成 17 〜 19 年度に文化庁によって実施

された「採掘・製造，流通・往来及び居住に関連する文

化的景観の保護に関する調査研究」において、複合する

鉱工業・産業系の 2 次調査対象地域及び重要地域に選

ばれた「佐渡金銀山」に含まれ、産業地−都市−港湾や

都市−農村−産業−流通といった、地域における社会的・

経済的つながり又は諸制度が相互に関連し、全体として

一体となった景観地として評価の対象となっている。

今回の重要文化的景観選定申出範囲である西三川川流

域一帯は、佐渡最古の金山である「西三川砂金山遺跡」

が所在し、かつての砂金採掘地と、現在の農地・山林・

水路・宅地等が融合する独特の景観が広がっており、文

化的景観として保護していく体制づくりを通じて、その

本質的価値を証明し、継承していくことが大きな目標と

なる。

現在、過疎化や高齢化が進み、耕作放棄地や手入れの

行き届かない雑木林の増大といった、景観上好ましくな

い状況が展開しつつある当地域において、これまで先人

たちの営みによって形成された景観地を重要な文化資産

として認識し、地域住民の参画と協働によって保護し、

次世代へ継承していくため、地域特有の文化的景観を活

かした景観保全の取組みを推進し、地域の活性化を図る

こととした。

2　検 討 体 制

佐渡市では、文化的景観の保存調査及び保存計画に検

討を加える組織として、平成 20 年 6 月、佐渡市歴史文

化遺産群保存活用検討委員会文化的景観調査専門部会

（平成 20 〜 21 年度）及び、佐渡金銀山調査指導委員会

文化的景観専門分野会議（平成 22 年度〜）を設置した。

第 1章　沿革と目的

選定申出範囲

佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観　航空写真
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当委員会は、文化財の保護及び歴史や文化を活かした

地域づくりを推進することを目的に設置された組織で、

景観デザイン・景観計画・民俗学・鉱山地質・歴史地理

学・建築史などの専門家により構成されている。委員会

の構成員は下記のとおりである。このほか、新潟県佐渡

地域振興局地域整備部建築課及び佐渡市建設課等の関係

部署の協力を得ながら保存計画を策定した。

■佐渡市歴史文化遺産群保存活用検討委員会　文化的景観調査

専門部会委員名簿
（平成 22 年 6 月より佐渡金銀山調査指導委員会　文化的景観専門分

野会議へ移行）

No. 氏名 所属等 備考

1 池
いけ

田
だ

　哲
てつ

夫
お

新潟大学人文学部教授

2 岡
おか

﨑
ざき

　篤
あつ

行
ゆき

新潟大学工学部准教授 副部会長

3 篠
しの

原
はら

　　修
おさむ 政策研究大学院大学教授

（東京大学名誉教授） 部 会 長

4 永
なが

松
まつ

　武
たけ

彦
ひこ

株式会社ゴールデン佐渡相談役 〜 H22.6

5 堀
ほり

　　健
たけ

彦
ひこ

新潟大学人文学部准教授

6 益
ます

田
だ

　兼
かね

房
ふさ

立命館大学歴史都市防災センター教授

7 山
やま

本
もと

　修
よし

巳
み

佐渡市文化財保護審議会会長 H22.6 〜

（敬称略・五十音順）

■指導・オブザーバー

No. 氏名 所属等 備考

1 井
いのうえ

上　典
のり

子
こ

文化庁文化財部記念物課文化財調査官

2 鈴
すず

木
き

　地
ち

平
へい

文化庁文化財部記念物課文部科学技官

3 小
お

田
だ

由
ゆ

美
み

子
こ 新潟県教育庁文化行政課世界遺産登録

推進室副参事

（敬称略・五十音順）

3　計画策定に至る経緯

�）文化的景観保存計画

文化的景観調査専門部会及び文化的景観専門分野会議

は、申出までに 7 回開催され、範囲内の調査や保存計

画の検討、各種開発事業における景観配慮型工法の協議

など、多岐にわたる議案が審議された。また、地元集落

との説明会や協議を随時行い、合意形成や周知啓発活動

を行った。

■文化的景観調査専門部会（平成 �� 年 6 月より文化的景観専門分

野会議）の概要

No. 期　日 名　　　称

1 平成 20 年 6 月 26 日 文化的景観調査専門部会（平成 20
年度　第 1 回）

2 平成 20 年 11 月 28 日 文化的景観調査専門部会（平成 20
年度　第 2 回）

3 平成 21 年 7 月 1 日 文化的景観調査専門部会（平成 21
年度　第 1 回）

4 平成 21 年 9 月 3 日 文化的景観調査専門部会（平成 21
年度　第 2 回）

5 平成 22 年 2 月 19 日 文化的景観調査専門部会（平成 21
年度　第 3 回）

6 平成 22 年 8 月 10 日 文化的景観専門分野会議（平成 22
年度　第 1 回）

7 平成 22 年 11 月 19 日 文化的景観専門分野会議（平成 22
年度　第 2 回）

調査専門部会の様子 笹川集落説明会
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■文化的景観保存計画策定までの経過

 年度  佐渡市建設課 佐渡市教育委員会 文化的景観

    　世界遺産・文化振興課（～H20） 　調査専門部会（H20～21）

    佐渡市世界遺産推進課（H21～） 　専門分野会議（H22～）

 平成19年度

 （準備期間）

  景観計画策定

  　委員会（10.４）

  　委員会（２.22）

 平成20年度   調査報告書の作成

 （保存調査） 委員会（７.16） 　調査対象地の資料収集等 調査専門部会（６.26）

    　調査対象地の説明会

  委員会（10.29）  調査専門部会（11.28）

  委員会（２.23）

現地調査

 平成21年度 委員会（４.22）

 （保存調査） 住民意見の募集  調査専門部会（７.１）

 （保存計画） 委員会（４.22）

  委員会（10.28）

  景観条例交付（12.28） 　保存計画書の作成 調査専門部会（9.3）

  景観計画告示（１.28）

  地域説明会 

    　　調査対象地への説明会 調査専門部会（２.19）

 平成22年度 景観条例施行（４.１）

 （保存調査） 景観審議会（４.22） 　　調査対象地との協議

 （保存計画） 景観審議会（７.21） 　　関係機関との協議 専門分野会議（８.10）

    　　

    　　調査対象地への同意集約

     専門分野会議（11.19）

重要文化的景観選定申出

平成23年1月

重要文化的景観選定申出に向けた協議



�

 �）佐渡市景観計画

平成 16 年 12 月の景観法施行に伴い、佐渡市は新潟

県と協議を行い、平成 19 年 3 月 5 日に県内で 4 番目

の景観行政団体となった。以後、景観計画策定委員会を

開催しながら景観計画の策定を進め、平成 22 年 4 月 1

日に佐渡市景観計画、佐渡市景観条例、佐渡市景観条例

施行規則が施行された。

当市では、「美しく・環境にやさしい島づくり」に取

り組む中で、地域に残る景観資源を守り活かしていくた

め、市民・事業者・佐渡市・専門家の 4 者が中心となり、

それぞれの役割を担いながら協働で景観づくりを進めて

いくルールを定めている。
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4　位置及び範囲

佐渡島は、本州・北海道・九州・四国を除くと、沖縄

本島に次ぐ大きさの島で、新潟県海岸（角田岬）より約

32km 西の日本海上に位置し、面積は 855.27km2、周

囲の海岸線は 280.4km を測り、山林と雑種地が島面積

の 80％以上を占めている。島中央には国
くに

中
なか

平野が広が

り、北に大佐渡山脈、南に小佐渡山脈が並行する形でそ

れぞれ長軸を NE − SW 方向に延ばしている。大佐渡

山脈は、標高 1,172m の金北山をはじめとする 1,000m

近い山並みが連続し、小佐渡山脈は、標高 645m の大

地山をはじめとする比較的低い山並みが連続する。また、

佐渡島のほぼ中央には、暖地（南方）系植物と寒地（北方）

系植物の分布の境界とされる北緯 38 度線が通っており、

「日本の縮図」と称されるほど豊富な植物が生息している。

周囲を海に囲まれた佐渡は、古くから日本海交通の要

衝として知られ、北方との交流もあり、日本の北の国境

として位置づけられてきた。江戸時代以降も北前船の寄

港地として栄え、全国各地から人や物資が流入し、佐渡

独自の文化が花開き、能・人形芝居・鬼太鼓などの伝統

芸能が現在も受け継がれている。また、古くから金が出

る島として知られていた佐渡は、徳川幕府によって天領

とされ、金銀山の大開発が行われた。17 世紀には世界

最大の金産出量を誇っていたといわれ、平成元（1989）

年まで採掘が続けられた。

「佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観」は、佐渡市

大倉谷・静平・下黒山・大小・田切須・豊田・西三川の

7 地区に及び、面積は約 519.3ha を測る。主な範囲は

二級河川西三川川・角間川・笹川川及び普通河川十五番

川・中津川流域の一部で、当該地には、かつての砂金採

掘地と現在の農地が一体となった景観が広がっており、

文化的景観の価値を有することから、各河川両岸の稜線

を含む筆界までを主な範囲とした。

笹川川

西三川川

十五番川

中津川

角間川

西三川川

相川地区

西三川地区

沢根地区

選定申出範囲

凡例

0 2km

文化的景観調査範囲位置図
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■申出地区の写真

笹川集落遠景 虎丸山

十五番川沿いの水田景観 杉平付近の畑とガラ石

農業用水路に転用された砂金江道跡 笹川集落周辺に分布するコナラ - アカマツ林

大山祗神社 阿弥陀堂
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5	 重要文化的景観の申出に
	 ついての考え方

文化的景観保存調査は、かつての鉱山採掘の痕跡と、

現在の人々の生活が一体となった景観が残る相川・沢根・

西三川の 3 地区を対象としている。今回は、平成 23 年

1 月に文化的景観調査及び保存計画の策定が終了した西

三川地区を申出することとした。

既に、佐渡市全域が景観計画区域となっており、文化

的景観保存計画が策定された段階で、その範囲が特別区

域に指定されることになっている。

今後は、調査や地域住民の同意形成、開発部局との調

整等が完了した地区から、順次申出を行う予定である。

医王寺と砂金採取伝承の残る水田 旧西三川小学校笹川分校（集落運動会の様子）

笹川集落内の共同墓地ガラ石を石垣に転用した居住形態

元金山・笹川集落境の石碑 荒神山
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1　文化的景観の概要と価値

今回の申出範囲は、小佐渡山脈の西南端、真野湾に注

ぐ西三川川流域一帯である。西三川川は、真野地区豊田

地内の小
お

布
ぶ

勢
せ

貯水池を始点とする全長約 6.5km の二級

河川で、県道静平・西三川線と林道胡桃線が接続する下

流部で支流の笹川川が、河口部に近い医王寺付近で支流

の角間川が合流して形成される河川である。下流域の西

三川集落では、低位河岸段丘上に水田景観が広がり、高

位の河岸段丘上には、特産であるリンゴやナシなどの果

樹園が展開している。中流域では河川の両岸は山林が中

心となり、所々わずかにみられる平地に水田が散在する。

この西三川川河口から約 4km 上流の、西三川川と笹

川川に挟まれた小佐渡山麓の丘陵地に、かつて西三川砂

金山の中心地として栄えた笹川集落が所在する。明治 5

（1872）の砂金山閉山後も、住民はほとんど離散するこ

となくこの地に残り、開墾や炭焼きなどを行いながら生

活を送ってきた。現在も砂金山に関連する遺構が良好に

残っており、かつての鉱山集落の雰囲気を残した農村集

落の景観を今に伝えている。

当地区の文化的景観の特性については、調査報告によ

り大きく自然・歴史・生活及び生業の 3 つの観点に分

けることができる。

自然的特性については、まず佐渡最古の西三川砂金山

が所在することがあげられる。佐渡の金銀鉱脈は、今か

ら約 2,000 万年前の火山活動が活発な時期に、熱水作

用によって火山岩中に形成されたものである。西三川砂

金山においては、その鉱脈が地表で風化・侵食された後、

河川の運搬作用によって包金堆積層が形成され、特に西

三川川流域一体に堆積鉱床が分布しており、平安後期か

ら明治 5（1872）年まで長期にわたる砂金採掘が行われ

た。

その痕跡は今もなお残されており、人力による斜面の

掘削により形成された平坦面や、被植に乏しい裸地・崩

壊地が所々で見られる。特に西三川砂金山の中心地とし

て栄えた笹川集落周辺では、虎丸山・立残山・鵜峠山・

峠坂山といった急斜面の採掘跡が認められ、幕末の山師

が作成した絵図の記述には、「元々ひとつの山だったも

のを砂金採掘によって削り取ることで孤立した山々が形

成された」とあることからも、当時の人々にとっては、

想像を絶する程の大規模な地形改変が行われていたとい

う認識があったものと想定される。現在こうした平坦面

は水田や畑地などの農地に、斜面は杉の植林に利用され

ている。

また、西三川川流域は島の南西部に位置し、沿岸部を

対馬暖流が流れていることから温暖な気候であり、下流

域の海岸段丘崖にはタブ・シイ・アカガシ・ヤブツバキ

などの照葉樹林がみられる。その一方で、中流域の笹川

集落周辺には、自然林を一度利用した後にできるコナ

ラ・アカマツを中心とした二次林が卓越しており、古く

から人の手が入って山林の利用が行われていたことがわ

かる。この二次林は、製炭の原料として砂金山閉山後の

地元住民の貴重な収入源となり、現在はシイタケ栽培に

利用されている。

採掘跡地には、シダ類やウド・ゼンマイなどの山菜が

生息する。このうち、ウド・ゼンマイは、江戸後期の『佐

渡志』に笹川の特産品として記録されており、砂金採掘

によって形成された裸地がそれらの生育に適していたも

のと考えられる。

このように、鉱山の島佐渡の中でも、西三川川流域一

帯は堆積鉱床である砂金の代表的な産出地であり、古代

から近代までの長期にわたる採掘によって形成された特

異な地形と、その地形に適応した特有種が生息する自然

環境を併せ持つ独特な景観が自然的特性であるといえる。

次に、歴史的特性について述べる。西三川川流域は古

くから砂金採取地として知られており、平安時代後期の

『今昔物語集』に所収される、能登国の鉄掘集団の長が

佐渡国で砂金をとる説話の舞台とされている。鎌倉時代

に入ると、島外から移入した浄土真宗門徒らによる砂金

採取が行われ、延享 6（1434）年に佐渡に流された世阿

弥の小謡集『金島書』に「金
こがね

の島」と表現されており、

遠く京の都にまで佐渡の産金の話が知れ渡っていたこと

がうかがえる。

天正 17（1589）年、上杉氏の佐渡平定により西三川

砂金山もその統治下におかれた。その中心地であった西

三川川中流域の山間地には、砂金採取を主目的とした鉱

山集落が形成され、毎月砂金 18 枚（180 両＝約 2.9kg）

を上納したことから「笹川十八枚村」とよばれるように

なった。採取された砂金は、伏見城の金蔵にも納められ、

豊臣秀吉の「黄金太閤」のイメージ作りの大きな役割を

担っていたと考えられる。

第 2章　基 本 方 針
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江戸時代に入ると、佐渡奉行所より派遣された金山役

が笹川十八枚村に役所を構え、徳川幕府の財政を支えた

佐渡金銀山のひとつとして繁栄した。技術面においても、

これまでの川底や田畑を掘り返した土砂から砂金だけを

選り分けるという原始的な方法から、砂金を含有する山

の斜面を人力で掘り崩し、長距離水路によって引いた水

で余分な土石を洗い流した後、残った砂から砂金を取り

あげる「大流し」と呼ばれる技法がみられるようになり、

産金量は飛躍的に増大した。

このように、戦国末期から江戸初期にかけて最盛期を

迎えた西三川砂金山も、江戸時代中期以降は次第に産金

量が減少し、明治 5（1872）年に閉山となった。しかし、

採掘地や砂金流しに用いた水路・堤といった当時の砂金

採掘の痕跡は、閉山から 130 年以上経過した現在もな

お良好に残されており、かつての繁栄の様子をうかがい

知ることができる。

砂金山閉山によって、住民の暮らしは大きな転換点を

迎えた。笹川集落は、元来砂金稼ぎで生計を立てていた

村であったことから、土地も田畑も少なく、残った村人

たちは貧しい生活を余儀なくされた。生活の手段を得る

ために、他村の小作や炭焼きを生業とした。特に炭焼き

については、隣村から炭焼きの技術を教えてもらい、立

木を他村から買って炭を作り、町場へ売りに出かけたと

いう。現在も集落の周辺には、炭の原料であるコナラを

中心とした二次林が広がり、炭焼き小屋の痕跡が数多く

残っている。そのような状況の中で、住民は少しずつ農

地を増やし、今日のような農村へ姿を変えたのは明治末

期のことである。

現在は、水田耕作や、かつての炭焼きの材料であるコ

ナラを原木としたシイタケ作りが集落の産業の中心を占

めているが、農業の傍ら農閑期に土木業などの季節稼ぎ

を行う兼業農家や、町場へ働きに出ている若者も多い。

その一方で、近年笹川のコシヒカリが、砂金山から湧き

出る水で育てた里山の米として売り出されており、農業

の近代化が図られながらも砂金山時代の伝統が継承され

ていると評価できる。

このように、時代の変革によって砂金採掘業が廃絶し

た後も、農業へと生業を転換しながら今日まで集落が維

持されており、かつての鉱山集落の雰囲気を残しつつ、

現在の農村集落に至る歴史的変遷をうかがい知ることが

出来る点が歴史的特性としてあげられる。

最後に、生活及び生業に関する特性を述べる。中世か

ら近世にかけて西三川砂金山の中心地であった笹川集落

は、元来は山深く、周辺集落の入会地であったため、砂

金を求め他所からやってきた人々が定住できるような

土地はなかった。文献上でも、西三川砂金山は寛正元

（1460）年に開発され、その後永正 10（1513）年にい

ったん中絶し、文禄 2（1593）年に再開発されたとある

ように、中断と再開を繰り返しながら砂金採取が行われ

ていたことからも、流浪を繰り返しながら砂金を求めて

移動する当時の山の民の生活形態がうかがえる。

戦国末期頃には、上杉氏による砂金山開発が行われ、

砂金稼ぎのために多くの人々が笹川の地に移り住んで鉱

山集落が形成された。笹川集落の江戸時代の地勢をみる

と、元禄 7（1694）年では軒数 45 軒・田地 2 反・畑地

7 町 1 反、天保 12（1842）年では軒数 41 軒・田地 5 反・

畑地 8 町 3 反という記録が残っており、総じて田畑が少

ないという特徴がうかがえ、砂金稼ぎで生計を立ててい

た村であることがわかる。一方、西三川川下流域の西三

川村では、江戸時代中期頃より新田開発が進められ、元

禄 7 年には 30 数戸の集落でありながら、約 10 町歩の

水田と約 15 町歩の畑を耕作しており、砂金山の中心が

西三川川の下流から中流域へ移っていったことがわかる。

明治 5（1872）年の砂金山閉山後は、周辺集落の余剰

地の開墾のほか、砂金採掘跡地や堤跡の田畑への転換、

砂金用水路の農業用水路への転用といった、近世の鉱山

技術を応用した農地開発が進められ、現在の農村集落の

景観を生み出す要因となった。戦後も開田や耕地整理が

積極的に行われ、現在では 1 軒あたり平均 1ha もの水

田を所有している。

笹川集落の居住形態も、このような鉱業から農林業へ

と人々の生活形態が変化していった状況をよく反映して

いる。現存する家屋の多くが、中央部表側に広い居間、

裏側に寝室を置き、この下手に土間と台所、上手に座敷

各室を配する方式であり、佐渡の農家に一般的にみられ

る、いわゆる「佐渡型」の間取りの特性を持っている。

その一方で、道路接地面に対して敷地の奥に主屋を配し、

その主屋の前面に納屋・土蔵を建てるといった、平坦地

に形成された集落とは異なる、起伏の差が大きい地形に

成立した集落の傾向が顕著である。さらに長年の砂金採

掘によって堆積したガラ石を用いて、家屋の敷地境界線

や道路法面に築かれた石垣が集落各地に分布しており、

佐渡の農村集落の特徴を持ちつつも、かつての鉱山集落

の土地利用形態を望むことができる。

このように、鉱山集落から農村集落へと人々の生活形

態は大きく変化していったものの、元禄検地の頃から現

在までの約 300 年間で、10 戸ほどの家が減っただけで、

集落の全容は今日まで良好に維持されてきた。集落住民

の多くは、砂金山で働いた「金児（かなこ）」に由来する

と考えられる「金子」姓を名乗っており、近世の砂金採
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取者の子孫が同一の場に居住している全国的にも珍しい

事例である。このことは、共同労働により閉山後の貧し

い暮らしを乗り越えてきた住民の結束力の固さを示して

いるといえる。

また、集落内には中世に遡る修験伝承を持つ阿弥陀堂

や、塚・岩場・滝跡などの修行場、鉱山の繁栄と安全を

祈願して建てられた大山祗神社といった信仰施設が残

り、現在も集落の人々の心の拠りどころとして根付いて

おり、集落一帯の山並み・川・屋敷などの配置構成とと

もに、江戸時代の絵図と大きく変わることなく継承され

ている。

砂金山閉山後も人々が離散することなくこの地に残

り、農村集落として今日まで継承されている景観は、か

つての砂金採掘の生業の上に、現在の農業を中心とした

生業が重層的に溶け込んでおり、笹川集落特有の文化的

景観の特性を示しているといえる。

このように、西三川地区の文化的景観は、かつて砂金

採掘のみを生業としていた集落が、明治初期に閉山とな

って以降、約 140 年もの長期にわたって、集落規模や

世帯数を大幅に変えることなく、当地の地理的環境や砂

金採掘跡地・技術を巧みに利用した農地開発によって現

在まで存続している歴史的重層性が大きな特徴であると

いえる。今後は、その文化的景観を将来へ継承していく

ための取組みが重要である。

2　保存管理に関する基本方針

佐渡市では、佐渡市総合計画を上位とし、関連計画で

ある佐渡市都市計画マスタープラン、佐渡市環境基本計

画、佐渡市景観計画が相互に整合性を図りながら市の将

来像・方向性が示されている。総合計画では、「豊かな

自然　薫り高い文化　活気あふれる新しい島づくり」を

基本理念とし、「文化の薫るおけさの島」、「人情と優し

さのあふれる島」、「トキの舞う美しい島」、「働く汗の光

る島」、「笑顔と長寿の明るい島」の 5 つの将来像がう

たわれており、当市の持つ自然・歴史・文化などの魅力

を守り、活かしていく取組みを行うこととしている。

また、都市計画マスタープランでは「古きよきものと

新しきよきものの共生」、「協働の取組みによる景観・環

境づくり」が景観・環境の方針として、環境基本計画で

は「豊かな自然と共生する島づくり」、「地域と共にあゆ

む島づくり」、「安全でうるおいと安らぎのある島づく

り」、「歴史と伝統・文化を守り誇れる島づくり」、「環境

を守り育てる人づくり」が将来像としてあげられており、

地域ごとに特徴ある様々な自然・歴史・文化が形成され

ている多様性こそが、当市の魅力であるといえる。

これらの計画をうけ、平成 22 年 4 月に制定された佐

渡市景観計画では、「島ぐるみで身近なところから、愛

で楽しみながら育て、次世代に伝える佐渡島らしい景観

づくりを進める」ことを基本理念とし、「歴史と文化が

織りなす日本のふるさと佐渡」の将来像を定めている。

そのため、本計画では佐渡市全域を景観計画区域と定め、

さらに景観計画区域を「一般市街地区域」、「歴史的市街

地区域」、「商業・賑わい区域」、「山村と森林区域」、「農

村と平野区域」、「漁村と海岸区域」に区分し、それぞれ

の区域別に建造物・工作物の配置・高さ・色彩等のほか、

地形改変や樹木の伐採等の基準を設けて景観誘導を行う

こととしている。

「佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観」の文化的景

観保存計画は、この佐渡市景観計画を基本としており、

適切に文化的景観が保全されるよう、景観を構成してい

る各種要素について特別な土地利用の方針を設けてい

る。また、文化的景観保存計画が策定された段階で、当

該地域が位置付けられた保存計画の規定による特別区域

に指定される仕組みとなっている。今回の申出範囲は、

笹川集落区域と山林・農地・海岸区域に二分され、この

うち文化的景観の重要な構成要素が集中する笹川集落区

域においては、主に建造物・工作物・堆積物のほか、重

要な構成要素である農地・石造物・宗教施設等の現状変

更行為についても、独自の景観形成基準が設定される。

一方、山林・農地・海岸区域においては、山林と農地が

大部分を占め、景観を阻害する要因が少ないことから、

佐渡市景観計画における自然・農漁村区域の規制のほか、

自然公園法による小佐渡県立自然公園に伴う公園計画・

農地法・農振法・森林法・河川法・文化財保護法による

周知の埋蔵文化財包蔵地の設定といった既存の行為規制

を利用して景観保全を図ることとする。

重要文化的景観の現状変更等の取扱いについては、文

化的景観の重要な構成要素をその対象とすることとし、

滅失又はき損及び現状変更等がある場合は、事前に佐渡

市担当部局との協議を行い、文化庁に対して届出を行う

こととする。このほか、重要文化的景観選定範囲内で行

われる公共事業については、その所有者等は佐渡市文化

的景観部局と事前の協議を行い、重要文化的景観の保存

に影響を及ぼすことがないよう調整を図ることとし、や

むを得ず保存に影響が及ぶ場合には、現状変更届の対象

とする。また、重要文化的景観の重要な構成要素以外で、

選定範囲内において佐渡市景観計画のほか、既存法令に

よる届出等があったものについては、各担当部局から文

化的景観部局へ照会を行うこととし、現状変更の内容に
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よっては、所有者等と協議を行うこととする。

3　整備活用に関する基本方針

選定後の整備活用については、地域住民・行政・各種

団体・専門家等の担い手が相互に理解を図り、協働で取

り組んでいく必要がある。

まず、地域住民の役割としては、文化的景観の主体と

して普段から強い意識を持ち、良好な景観づくりに努め

る姿勢が求められる。特に、重要な構成要素である居住

空間としての集落と、その周辺の生業空間としての農地

の保全が重要であり、家屋の新築・改修等における景観

への配慮、文化的景観に関する研修や協議会等への積極

的参加のほか、既に民間で行われているコシヒカリなど

の地元産物のブランド化を推進し、都市部住民を対象と

した農業体験や案内板の設置、観光ルートの整備や観光

ボランティアガイドの養成など、交流人口を増やすこと

による地域活性化を図ることが必要である。

事業者は、選定範囲内における建築・土木・屋外広告

物など、景観に及ぼす影響が大きい分野において、景観

に配慮した事業に努める必要がある。また、文化的景観

保全のための基金の創設や、関連事業への助成制度の設

立といった支援体制の充実を図ることが求められる。

行政の役割としては、地域住民の意見を反映した文化

的景観施策の実施が何より重要である。国・県・他の地

方公共団体・関連機関等に積極的に働きかけ、理解と協

力を求め、連携・調整を図ることに加え、文化的景観専

門分野会議において、有識者のほか市民や関係機関等か

らも意見を聴取し、文化的景観の保存整備に取り組んで

いくこととする。また、公共事業の際には、景観づくり

の先導役として景観配慮型の公共施設整備を進めること

とする。

専門家は、文化的景観についての専門的知識や経験を

ふまえ、地域住民・事業者・行政に対して良好な景観づ

くりの指導的役割を担う必要がある。また、当該地区に

根付いている文化的景観の特性や価値について、第三者

にわかりやすく伝え、普及啓発に努めることが求められ

る。

4　管理運営に関する基本方針

文化的景観の管理運営については、持続的な取組みと

して地域住民の生活の中に定着させ、自ら率先して取り

組む仕組みづくりが必要である。

佐渡市景観計画においては、「景観計画区域内の住民

が、自分たちの住む地区の景観形成のルールを、自分た

ちで決める『景観協定』を定めることができる」、「市民

の主体的な景観づくりの取組みが実践できるよう、良好

な景観づくりに寄与する活動団体などについては、『景

観推進活動団体』として認定し、景観づくり活動への支

援を優先的に進める」とあり、重要文化的景観選定範囲

内においては、地域住民による「景観推進活動団体」の

設立を推進する。

このほか、同計画では景観保全（景観に関わる建物の維

持管理など）に取り組む法人を「景観整備機構」として

指定する規定や、佐渡市・公共施設管理者・景観整備機

構などの意見を集約し、景観形成のルールづくりや関連

するイベント等の企画・運営に取り組む「景観協議会」

の設立がうたわれている。

これらの関係機関をとりまとめる上位機関として、市

民団体代表者・公募市民・有識者・行政等で構成される

佐渡市景観審議会が設立されており、景観に影響をもた

らす案件の審議や景観計画への助言が行われる。今後は、

これら景観計画部局と文化的景観部局が密接に協力し連

携できる体制を整備し、文化的景観の活用・保全に取り

組んでいくこととする。
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1　保存管理に関する考え方

「佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観」については、

その範囲を「笹川集落区域」、「山林・農地・海岸区域」

の 2 区域に分けている。以下、それぞれの区域及び両

区域共通の土地利用のあり方を示す。

1）笹川集落区域

景観を構成
する要素

土地利用等についての考え方

住居・
旧学校

・建造物の形態・仕上げ・色彩等については 2
階建て以下で自然素材を活かした落ち着いた
色彩の使用が望ましい。

・特に外壁仕上げは漆喰・土壁・板張りなどの
自然素材を活かしたものの使用が望ましい。

・各敷地内の建造物配置は、地形的な制限等を
受けない限り、これまで通り、前庭をもつ配
置とすることが望ましい。

・敷地内の石垣の保全に努める。

・良好な景観を有する住居群としての景観保全
に努める。

・環境を保護するため、浄化槽の設置に努める。

工作物
・景観の連続性を阻害しているものは、修景に

努める。

・電柱類、その他工作物を設置する場合は、設
置場所や高さ・色について配慮し、周囲の景
観との調和に努める。

広場
・資材等の投棄場所にならないよう、景観の維

持に努める。

・集落と一体となって良好な景観を形成するよ
う整備方針を検討する。

信仰に関
する空間

・集落内の寺社・伝承地・墓地等の空間は、周
囲の樹木等も含め保存することとし、聖地性

（場所性）を損なわないようにする。

集落の
石垣景観

・集落内に多数分布する石垣の景観は特徴的で
あり、保全に努める。

農地
・谷地田、河岸段丘上の水田等の現状維持に努

める。

・圃場整備はできるだけ行わず、里山景観を活
かした地域づくりの可能性を検討する。

用水
・砂金稼ぎのために遠方から引いた歴史的な用

水の保全に努める。

・自然護岸・自然石積護岸・自然河床の保全に
努める。

・多様な生態系の維持に努める。

ため池
・営農を継続させるための水利システムの維持

を第一に考え、維持管理・補修を行いつつ、
景観の保全を図る。

2）山林・農地・海岸区域

景観を構成
する要素

土地利用等についての考え方

住居・事業所
・佐渡市景観計画の自然・農漁村区域の基準を

準用する。

工作物
・佐渡市景観計画の自然・農漁村区域の基準を

準用する。

農地
・農地は農地法・農振法で保護されており、今

後も現状維持を行うこととする。

3）両区域共通

景観を構成
する要素

土地利用等についての考え方

道路
・新設、改良工事については、景観への影響が

考えられるため、事業主体は、景観への配慮
を最大限行うこととする。

河川
・自然護岸・自然石積護岸・自然河床の保全に

努める。

・多様な生態系の維持に努める。

・公共工事においては、周囲の景観と調和する
よう整備を行うこととする。

公共施設等
・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。また、改修に合わせ、積
極的な修景に努める。

・敷地の緑化や板壁等により、景観阻害要因の
遮蔽に努める。

森林
・森林の多くは、自然公園で保全されており、

今後も現状維持を行うこととする。

自動販売機

・自動販売機を設置する場合は木の格子の覆い
の使用、周囲の景観に調和した着色、建物の
中への取り込みなどにより、周辺景観との調
和に配慮する。

屋外広告物 ・設置は行わないことが望ましい。

・交通誘導板・観光案内板等は必要最低限に留
める。

砂金山関連
遺構

・砂金採掘地跡・水路跡・堤跡などの遺構の保
全に努める。

・周知の埋蔵文化財包蔵地として保護を図る。

2　既存法令等による行為規制

文化的景観の保存計画対象範囲には、景観法に基づく

行為規制がすべての範囲に適用されるほか、「自然公園

法」、「農業振興地域の整備に関する法律」、「農地法」、「河

川法」、「森林法」、「地すべり等防止法」、「急傾斜地の崩

壊による災害の防止に関する法律」、「文化財保護法」、「佐

第 3章　保 存 管 理
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根拠法令 対象範囲
許可・

届出等
行為規制の内容 賞罰規定

自然公園法

（新潟県立自然公

園条例）

小佐渡山脈 届出

届出事項

　建築物　高さ 13m 以上、又は延べ面積 1,000m2 以上

　鉄　塔　高さ 30m 以上

　土石採取、鉱物掘採、土地の形状変更

　広告物の設置　法令の規定、保安目的のものを除く

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 農用地区域内の開発行為については許可が必要となる。

懲役又は

罰金

農地法 農地 許可
農地転用及び農地転用するための権利の設定又は移転を行う場合、許可が必

要となる。

懲役又は

罰金

河川法
西三川川

笹川川他
許可

工作物の新設、改築又は除去、土地の形状変更等を行う場合、許可が必要と

なる。

懲役又は

罰金

森林法
民有林

許可 1ha を超える開発行為を行う場合、許可が必要となる。
懲役又は

罰金
届出 立木の伐採を行う場合、届出が必要となる。

保安林 許可 立木の伐採、土地の形質変更等を行う場合許可が必要となる。

地すべり等防止法
地すべり

防止区域
許可

地上下水の誘発、排水阻害行為、切土、地すべり防止施設以外の工作物の新

設・改良等を行う場合、許可が必要となる。

懲役又は

罰金

急傾斜地の崩壊に

よる災害の防止に

関する法律（新潟

県同施行規則）

急傾斜地崩

壊危険区域
許可

水の放流、切土、掘削、盛土、立木竹の伐採、土石の採取又は集積、急傾斜

地の崩壊を助長・誘発する行為、急傾斜地崩壊防止施設以外の工作物の新設・

改良等を行う場合、許可が必要となる。

懲役又は

罰金

文化財保護法

周知の埋蔵

文化財包蔵

地

届出
土木工事を目的として周知の埋蔵文化財包蔵地の発掘をしようとするとき

は、文化庁長官への届出が義務づけられている。

罰金・過

料

佐渡市公共物管理

条例

河川法・道

路法の準

用・適用外

の河川・道

路等

許可

禁止行為

　公共物の損傷、土石・汚物・廃物の投棄

許可事項

　占有、産出物の採取、工作物の新設・改築・除去等

過料

景観法

（佐渡市景観条例）
佐渡市全域 届出

届出行為

　屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積

　土石の採取、鉱物の掘削その他の土地の形質の変更

　道路（私道を除く）その他の公共の場所から公衆によって容易に望見され

　る森林における木竹等の伐採

　水面の埋立て・干拓

　自動販売機のうち、国道及び県道に面する場所に設置又は更新されるもの

勧告・命

令・氏名

公表

土地利用規制法等による行為規制の一覧

渡市公共物管理条例」による行為規制が適用されている

地域が含まれる。

3	 景観法に基づく景観計画に
	 よる規制

重要文化的景観の選定申出を行う前提として、景観法

に基づく景観計画の策定が必要となる。当市では、平成

19 年 3 月に景観行政団体となり、平成 22 年 4 月に「佐

渡市景観条例」を制定し、佐渡市全域を対象に「佐渡市

景観計画」を策定した。

「佐渡市景観計画」では、地域の特性に応じた景観形

成に努めるとして、景観計画区域を 6 つの区域に分け、

区域ごとに景観形成誘導方針を示している。そのうち、

特に景観に配慮すべき区域を「特別区域」として示し、

必要に応じて「特別区域」を指定し、他の区域よりも厳

しい景観形成誘導指針を地元の住民と協議しながら定め

ていく予定である。

今回の重要文化的景観選定申出範囲は、「特別区域」

の候補地として、当市の景観計画に掲載されている地域

である。
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重要文化的景観選定申出範囲

景観計画区分図
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届出対象行為

①建築物

行為の種類 規模等

新築、増築、改築又は移転
・ 用 途・ 規 模 に 関 わ ら ず、

10m2 以上の全てのもの

外観を変更することになる
修繕、もしくは模様替え又
は色彩の変更

・上記の面積のもので、当該行
為に係る部分が外観の 1 ／ 4 
以上のもの

②工作物

A：煙突、柱類（電柱を除く）、高架水槽、物見塔、装飾塔、
記念塔、大規模な遊戯施設、その他これらに類するも
ので、以下の表にあげる規模のもの。

行為の種類 規模等

新設、増築、改築又は移転
・高さが 10m 以上の全てのも

の

外観を変更することになる
修繕、もしくは模様替え又
は色彩の変更

・上記の高さのもので、当該行
為に係る部分が外観の 1 ／ 4 
以上のもの

B：擁壁、柵、塀、その他これらに類するもので、以下の表に
あげる規模のもの。

行為の種類 規模等

新設、増築、改築又は移転
・ 高 さ が 1.5m ま た は 長 さ が

10m 以上のもの

外観を変更することになる
修繕、もしくは模様替え又
は色彩の変更

・上記の高さのもので、当該行
為に係る部分が外観の 1 ／ 4 
以上のもの

C：電気供給、電気通信等の用途に供するもので、以下の表に
あげる規模のもの。

行為の種類 規模等

新設、増築、改築又は移転 ・高さが 15m 以上のもの

外観を変更することになる
修繕、もしくは模様替え又
は色彩の変更

・上記の高さのもので、当該行
為に係る部分が外観の 1 ／ 4 
以上のもの

D：立体的駐車場、プラント、および石油や飼料等の貯蔵・
処 理 施 設 な ど の う ち、 以 下 の 表 に あ げ る 規 模 の も の。

行為の種類 規模等

新設、増築、改築又は移転 ・高さが 15m 以上のもの

外観を変更することになる
修繕、もしくは模様替え又
は色彩の変更

・上記の高さのもので、当該行
為に係る部分が外観の 1 ／ 4 
以上のもの

③その他の行為で、以下の表にあげる規模のもの。

行為の種類 規模等

屋外における土石、廃棄物、
再生資源、その他の物件の
堆積

・高さが 3m 以上のもの又は
堆積にかかる土地の面積が
300m2 以上のもので、かつ
堆積期間が 60 日以上のもの

都市計画法第 4 条 12 項で
定める開発行為

・面積が 1,000m2 以上のもの
又は切土又は盛土によって生
ずる法面若しくは擁壁の高さ
が 3m かつ長さが 20m 以上
のもの

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

水面の埋立て・干拓
・規模に関わらず全ての埋立て・
  干拓

道路（私道を除く）その他
の公共の場所から公衆に
よって容易に望見される森
林における木竹等の伐採

・ 皆 伐 さ れ る 土 地 の 面 積 が
1,000m2 以上のもの

自動販売機
・国道および県道に面して設置・
  更新されるもの

※ ）以下については、届出が不要となります。

届出不要となる物件 内容

容易に望見できない
場所につくられるも
の

・公共施設など公の場から容易に望見
できない建築物の建築、工作物の建
設等

・地下に設ける建築物の建築など又は、
工作物の建設など

仮設のもの、期間の
短い修繕など

・仮設の工作物
・設置期間が 60 日を超えない建築物

の新築・増築・改築もしくは移転・
外観を変更することとなる修繕もし
くは模様替え又は色彩の変更堆積の
期間が 60 日未満のもの

農業・林業・漁業に
伴う行為

・木竹の保育などに係る伐採、故損木
や危険な木の伐採、当てるために必
要な木竹の伐採、測量・調査・施設
保守に必要な木竹の伐採

・農業・林業又は漁業を営むため必要
な通常の行為

・森林法の 10 条 2 項又は 34 条 1 項・
2 項の許可を受けて行う行為

法令などの処分とし
て行われる行為

・法令又はこれに基づく処分による義
務の履行として行う行為

・法 16 条 7 項 2 号から 10 号までに
掲げるもの

・法 16 条 7 項 11 号で掲げるもので
政令で定めるもの

文化財に関する行為

・文化財保護法による重要文化財・国
宝、史跡名勝天然記念物、重要伝統
的建造物群保存地区などの許可を受
けて行う行為

・新潟県文化財保護条例の許可を受け
て行う行為
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景観形成基準

一般市街地区域

■　建築物・工作物の基準

■　その他行為の基準

項目 景観形成基準

ア）配置 ・隣地の建築物の壁面位置に配慮し、まちなみの連続性や一体性に配慮した配置に努めること。

・建築物に付属する設備機器等は、道路（私道を除く）その他の公共の場所から公衆によって見えにくくする
よう工夫すること。

イ）高さ 【建築物】 軒高 9m 以下とすること。※ 1）

できる限り、隣接する建物の軒高に合わせた高さにすること。

【工作物 A】 高さ 15m 以下とすること。

【工作物 B】 高さ 1.5m 以下とすること。※ 2）

【工作物 C】 高さ 20m 以下とすること。

【工作物 D】 高さ 15m 以下とすること。

ウ）屋根形態 ・屋根の形態は周辺の建物と調和し、まちなみと一体となるよう配慮すること。

エ）色彩 ・［彩度］ 4 以下とすること。

・できる限り下記の色を用いること

【外壁色】

色相 彩度 明度

0YR 〜 5Y 4 以下 3 〜 8

R 及び 5Y 〜 10Y 2 以下 3 〜 8

その他色相 1 以下 3 〜 8

無彩色 3 〜 8

【屋根色】

色相 彩度 明度

全ての色相 2 以下 4 以下

オ）素材 ・周辺の環境と調和した素材とすること。

・反射率の少ない材料の使用に努めること。

・汚れがつきにくく、色あせや損傷が少ない材料の使用に努めること。

カ）植栽 ・敷地内の緑化に努め、地域に根ざした樹種の植栽を行うこと。

・屋敷林等の既存樹木をできる限り保全・活用すること。

・生垣の整備に努めること。

※ 1）改築の際の建物の高さについては、現況高さの 2/3、もしくは各区域の高さの基準のうち、高いほうまでとする。
※ 2）自然素材を用いる場合は、この限りではない。

ア）屋外堆積物 ・周辺からの見え方に配慮し、可能な限り高さを抑えること。

・周辺から目立たないよう、生垣等で遮蔽すること。

イ）土石の採取 ・採取・採掘を行なう際は、その面積を最小限にとどめ、当該行為にかかる不必要な伐採は避けること。

・行為後は土地の状況を原状に復旧すること。

ウ）開発行為・土地の改変 ・法面を植生で覆い、裸地を少なくすること。

・法面をコンクリート等で覆う場合は、法尻部分に高木の植栽を行って景観を緩和すること。

エ）水面の埋め立て・干拓

オ）伐採 ・できる限り既存樹木の保全・活用に努め、必要最小限の伐採にとどめること。

カ）自動販売機 ・自動販売機の設置・補修の際には、以下の措置を施すこととする。

　【色彩・意匠】本体の塗装色は、建物外壁色の色彩基準に準拠した色とすること。
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歴史的市街地区域

■　建築物・工作物の基準

■　その他行為の基準

項目 景観形成基準

ア）配置 ・隣地の建築物の壁面位置に配慮し、まちなみの連続性や一体性に配慮した配置に努めること。

・建築物に付属する設備機器等は、道路（私道を除く）その他の公共の場所から公衆によって見えにくくする
よう工夫すること。

イ）高さ 【建築物】 軒高 9m 以下とすること。※ 1）

できる限り、隣接する建物の軒高に合わせた高さにすること。

【工作物 A】 高さ 15m 以下とすること。

【工作物 B】 高さ 1.5m 以下とすること。※ 2）

【工作物 C】 高さ 20m 以下とすること。

【工作物 D】 高さ 15m 以下とすること。

ウ）屋根形態 ・屋根の形態は周辺の建物と調和し、まちなみと一体となるよう配慮すること。

エ）色彩 ・［彩度］ 4 以下とすること。

・できる限り下記の色を用いること

【外壁色】

色相 彩度 明度

0YR 〜 5Y 4 以下 3 〜 8

R 及び 5Y 〜 10Y 2 以下 3 〜 8

その他色相 1 以下 3 〜 8

無彩色 3 〜 8

【屋根色】

色相 彩度 明度

全ての色相 2 以下 4 以下

オ）素材 ・周辺の環境と調和した素材とすること。

・既存の住宅に合せ、できる限り自然素材（木、土等）を用いた外壁材を使用すること。

・自然素材を使用しない場合でも、市の同意を得た上で、塗装や吹き付けタイル等で自然の風合いに近づける
工夫をすること。

カ）植栽 ・敷地内の緑化に努め、地域に根ざした樹種の植栽を行うこと。

・屋敷林等の既存樹木をできる限り保全・活用すること。

・生垣の整備に努めること。

※ 1）改築の際の建物の高さについては、現況高さの 2/3、もしくは各区域の高さの基準のうち、高いほうまでとする。
※ 2）自然素材を用いる場合は、この限りではない。

ア）屋外堆積物 ・周辺からの見え方に配慮し、可能な限り高さを抑えること。

・周辺から目立たないよう、生垣等で遮蔽すること。

イ）土石の採取 ・採取・採掘を行なう際は、その面積を最小限にとどめ、当該行為にかかる不必要な伐採は避けること。

・行為後は土地の状況を原状に復旧すること。

イ）開発行為・土地の改変 ・法面を植生で覆い、裸地を少なくすること。

・法面をコンクリート等で覆う場合は、法尻部分に高木の植栽を行って景観を緩和すること。

ウ）水面の埋め立て・干拓

エ）伐採 ・できる限り既存樹木の保全・活用に努め、必要最小限の伐採にとどめること。

オ）自動販売機 ・自動販売機の設置・補修の際には、以下の措置を施すこととする。

　【色彩・意匠】本体の塗装色は、建物外壁色の色彩基準に準拠した色とすること。
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商業・賑わい区域

■　建築物・工作物の基準

■　その他行為の基準

項目 景観形成基準

ア）配置
・延床面積 300m2 を越える大規模な建築物の壁面は、道路からできるだけ 5m 以上後退させ、通りへの圧迫

感を避けるよう配慮すること。

・建築物に付属する設備機器等は、道路（私道を除く）その他の公共の場所から公衆によって見えにくくする
よう工夫すること。

イ）高さ 【建築物】 最上部までの高さを 15m 以下とすること。※ 1）

【工作物 A】 高さ 15m 以下とすること。

【工作物 B】 高さ 1.5m 以下とすること。※ 2）

【工作物 C】 高さ 20m 以下とすること。

【工作物 D】 高さ 15m 以下とすること。

ウ）屋根形態 ・屋根の形態は周辺の建物と調和し、まちなみと一体となるよう配慮すること。

エ）色彩 ・［彩度］ 6 以下とすること。

・できる限り下記の色を用いること

【外壁色】

色相 彩度 明度

0YR 〜 5Y 6 以下 3 〜 8

R 及び 5Y 〜 10Y 3 以下 3 〜 8

その他色相 2 以下 3 〜 8

無彩色

【屋根色】

色相 彩度 明度

全ての色相 2 以下 4 以下

オ）素材 ・反射率の少ない材料の使用に努めること。

・汚れがつきにくく、色あせや損傷が少ない材料の使用に努めること。

カ）植栽 ・敷地内の緑化に努め、地域に根ざした樹種の植栽を行うこと。

・既存の樹木等を出来るだけ保全・活用すること。

・生垣の整備に努めること。

※ 1）改築の際の建物の高さについては、現況高さの 2/3、もしくは各区域の高さの基準のうち、高いほうまでとする。
※ 2）自然素材を用いる場合は、この限りではない。

ア）屋外堆積物 ・周辺からの見え方に配慮し、可能な限り高さを抑えること。

・周辺から目立たないよう、生垣等で遮蔽すること。

イ）土石の採取 ・採取・採掘を行なう際は、その面積を最小限にとどめ、当該行為にかかる不必要な伐採は避けること。

・行為後は土地の状況を原状に復旧すること。

ウ）開発行為・土地の改変 ・法面を植生で覆い、裸地を少なくすること。

・法面をコンクリート等で覆う場合は、法尻部分に高木の植栽を行って景観を緩和すること。

エ）水面の埋め立て・干拓

オ）伐採 ・できる限り既存樹木の保全・活用に努め、必要最小限の伐採にとどめること。

カ）自動販売機
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山村と森林区域

■　建築物・工作物の基準

■　その他行為の基準

項目 景観形成基準

ア）配置 ・道路からできるだけ後退させて配置し、道路に接する境界には植栽を施すこと

・建築物に付属する設備機器等は、道路（私道を除く）その他の公共の場所から公衆によって見えにくくする
よう工夫すること。

イ）高さ 【建築物】 最高高さ 13m 以下とすること。※ 1）

【工作物 A】 高さ 15m 以下とすること。

【工作物 B】 高さ 1.5m 以下とすること。※ 2）

【工作物 C】 高さ 20m 以下とすること。

【工作物 D】 高さ 15m 以下とすること。

ウ）屋根形態 ・できる限り勾配屋根とすること。

エ）色彩 ・［彩度］4 以下とすること。

・できる限り下記の色を用いること

【外壁色】

色相 彩度 明度

0YR 〜 5Y 4 以下 3 〜 8

R 及び 5Y 〜 10Y 2 以下 3 〜 8

その他色相 1 以下 3 〜 8

無彩色 3 〜 8

【屋根色】

色相 彩度 明度

全ての色相 2 以下 4 以下

オ）素材 ・自然等周辺の環境と調和する素材とすること。

・できる限り自然素材（木、土等）を用いた外壁材を使用すること。

・自然素材を使用しない場合でも、市の同意を得た上で、塗装や吹き付けタイル等で自然の風合いに近づける
工夫をすること。

カ）植栽 ・敷地内の緑化に努め、地域に根ざした樹種の植栽を行うこと。

・屋敷林等の既存樹木をできる限り保全・活用すること。

・生垣等の整備に努めること。

※ 1）改築の際の建物の高さについては、現況高さの 2/3、もしくは各区域の高さの基準のうち、高いほうまでとする。
※ 2）自然素材を用いる場合は、この限りではない。

ア）屋外堆積物 ・周辺からの見え方に配慮し、可能な限り高さを抑えること。

・周辺から目立たないよう、生垣等で遮蔽すること。

イ）土石の採取 ・採取・採掘を行なう際は、その面積を最小限にとどめ、当該行為にかかる不必要な伐採は避けること。

・行為後は土地の状況を原状に復旧すること。

ウ）開発行為・土地の改変
・開発による土地造成に伴い、高さが 5m かつ長さが 50m を超える法面が生ずる造成はできる限り

行なわないこと。

エ）水面の埋め立て・干拓 ・護岸は石積み護岸・木杭護岸など、周辺の自然景観と調和したものとすること。

オ）伐採 ・できる限り既存樹木の保全・活用に努め、必要最小限の伐採にとどめること。

カ）自動販売機 ・自動販売機の設置・補修の際には、以下の措置を施すこととする。

　【色彩・意匠】本体の塗装色は、建物外壁色の色彩基準に準拠した色とすること。

　【光　　　量】できるだけ光量を抑え、夜間の良好な環境に配慮すること
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農村と平野区域

■　建築物・工作物の基準

■　その他行為の基準

項目 景観形成基準

ア）配置 ・道路からできるだけ後退させて配置し、道路に接する境界には植栽を施すこと

・建築物に付属する設備機器等は、道路（私道を除く）その他の公共の場所から公衆によって見えにくくする
よう工夫すること。

イ）高さ 【建築物】 最高高さ 13m 以下とすること。※ 1）

【工作物 A】 高さ 15m 以下とすること。

【工作物 B】 高さ 1.5m 以下とすること。※ 2）

【工作物 C】 高さ 20m 以下とすること。

【工作物 D】 高さ 15m 以下とすること。

ウ）屋根形態 ・できる限り勾配屋根とすること。

エ）色彩 ・［彩度］ 4 以下とすること。

・できる限り下記の色を用いること

【外壁色】

色相 彩度 明度

0YR 〜 5Y 4 以下 3 〜 8

R 及び 5Y 〜 10Y 2 以下 3 〜 8

その他色相 1 以下 3 〜 8

無彩色 3 〜 8

【屋根色】

色相 彩度 明度

全ての色相 2 以下 4 以下

オ）素材 ・自然等周辺の環境と調和する素材とすること。

・できる限り自然素材（木、土等）を用いた外壁材を使用すること。

・自然素材を使用しない場合でも、市の同意を得た上で、塗装や吹き付けタイル等で自然の風合いに近づける
工夫をすること。

カ）植栽 ・敷地内の緑化に努め、地域に根ざした樹種の植栽を行うこと。

・屋敷林等の既存樹木をできる限り保全・活用すること。

・生垣等の整備に努めること。

※ 1）改築の際の建物の高さについては、現況高さの 2/3、もしくは各区域の高さの基準のうち、高いほうまでとする。
※ 2）自然素材を用いる場合は、この限りではない。

ア）屋外堆積物 ・主要道路および良好な視点場からの平野の眺望を妨げる場所は避けること。

・その他の場所においても、主要道路から堆積物が見えないよう、生垣等で遮蔽すること。

イ）土石の採取 ・採取・採掘を行なう際は、その面積を最小限にとどめ、当該行為にかかる不必要な伐採は避けること。

・行為後は土地の状況を原状に復旧すること。

ウ）開発行為・土地の改変
・平野の一体的な景観を分断する恐れがあるため、高さ 3m かつ長さ 50m を越える法面が生じる造

成はできる限り行なわないこと。

エ）水面の埋め立て・干拓 ・護岸は石積み護岸・木杭護岸など、周辺の自然景観と調和したものとすること。

オ）伐採 ・できる限り既存樹木の保全・活用に努め、必要最小限の伐採にとどめること。

カ）自動販売機 ・自動販売機の設置・補修の際には、以下の措置を施すこととする。

　【色彩・意匠】本体の塗装色は、建物外壁色の色彩基準に準拠した色とすること。

　【光量】　　　できるだけ光量を抑え、夜間の良好な環境に配慮すること
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漁村と海岸区域

■　建築物・工作物の基準

■　その他行為の基準

項目 景観形成基準

ア）配置 ・隣地の建築物の壁面位置に配慮し、まちなみの連続性や一体性に配慮した配置に努めること。

・建築物に付属する設備機器等は、道路（私道を除く）その他の公共の場所から公衆によって見えにくくする
よう工夫すること。

イ）高さ 【建築物】 軒高 9m 以下とすること。※ 1）

【工作物 A】 高さ 15m 以下とすること。

【工作物 B】 高さ 1.5m 以下とすること。※ 2）

【工作物 C】 高さ 20m 以下とすること。

【工作物 D】 高さ 15m 以下とすること。

ウ）屋根形態 ・屋根の形態は周辺の建物と調和し、まちなみと一体となるよう配慮すること。

エ）色彩 ・［彩度］ 4 以下とすること。

・できる限り下記の色を用いること

【外壁色】

色相 彩度 明度

0YR 〜 5Y 4 以下 3 〜 8

R 及び 5Y 〜 10Y 2 以下 3 〜 8

その他色相 1 以下 3 〜 8

無彩色 3 〜 8

【屋根色】

色相 彩度 明度

全ての色相 2 以下 4 以下

オ）素材 ・自然等周辺の環境と調和する素材とすること。

・できる限り自然素材（木、土等）を用いた外壁材を使用すること。

・自然素材を使用しない場合でも、市の同意を得た上で、塗装や吹き付けタイル等で自然の風合いに近づける
工夫をすること。

カ）植栽 ・敷地内の緑化に努め、地域に根ざした樹種の植栽を行うこと。

・屋敷林等の既存樹木をできる限り保全・活用すること。

・生垣等の整備に努めること。

※ 1）改築の際の建物の高さについては、現況高さの 2/3、もしくは各区域の高さの基準のうち、高いほうまでとする。
※ 2）自然素材を用いる場合は、この限りではない。

ア）屋外堆積物 ・主要道路から海岸への眺望を妨げる場所は避けること。

・その他の場所においても、主要道路から堆積物が見えないよう、生垣等で遮蔽すること。

イ）土石の採取 ・採取・採掘を行なう際は、その面積を最小限にとどめ、当該行為にかかる不必要な伐採は避けること。

・行為後は土地の状況を原状に復旧すること。

ウ）開発行為・土地の改変 ・主要道路から海岸への眺望を妨げる土地の改変はできる限り行なわないこと。

・開発により生じる法面は、植生で覆い、裸地を少なくすること。

エ）水面の埋め立て・干拓 ・護岸は石積み護岸・木杭護岸など、周辺の自然景観と調和したものとすること。

オ）伐採 ・できる限り既存樹木の保全・活用に努め、必要最小限の伐採にとどめること。

カ）自動販売機 ・自動販売機の設置・補修の際には、以下の措置を施すこととする。

　【色彩・意匠】本体の塗装色は、建物外壁色の色彩基準に準拠した色とすること。

　【光量】　　　できるだけ光量を抑え、夜間の良好な環境に配慮すること
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特別区域：宿根木の歴史的景観区域

■　建築物・工作物の基準

■　その他行為の基準

項目 景観形成基準

ア）配置 ・道路からできるだけ後退させて配置し、道路に接する境界には植栽を施すこと

・建築物に付属する設備機器等は、道路（私道を除く）その他の公共の場所から公衆によって見えにくくする
よう工夫すること。

イ）高さ 【建築物】 最高高さ 13m 以下とすること。※ 1）

【工作物 A】 高さ 15m 以下とすること。

【工作物 B】 高さ 1.5m 以下とすること。※ 2）

【工作物 C】 高さ 20m 以下とすること。

【工作物 D】 高さ 15m 以下とすること。

ウ）屋根形態 ・できる限り勾配屋根とすること。

エ）色彩 ・［彩度］ 4 以下とすること。

・できる限り下記の色を用いること

【外壁色】

色相 彩度 明度

0YR 〜 5Y 4 以下 3 〜 8

R 及び 5Y 〜 10Y 2 以下 3 〜 8

その他色相 1 以下 3 〜 8

無彩色 3 〜 8

【屋根色】

色相 彩度 明度

全ての色相 2 以下 4 以下

オ）素材 ・自然等周辺の環境と調和する素材とすること。

・できる限り自然素材（木、土等）を用いた外壁材を使用すること。

・自然素材を使用しない場合でも、市の同意を得た上で、塗装や吹き付けタイル等で自然の風合いに近づける
工夫をすること。

カ）植栽 ・敷地内の緑化に努め、地域に根ざした樹種の植栽を行うこと。

・屋敷林等の既存樹木をできる限り保全・活用すること。

・生垣等の整備に努めること。

※ 1）改築の際の建物の高さについては、現況高さの 2/3、もしくは各区域の高さの基準のうち、高いほうまでとする。
※ 2）自然素材を用いる場合は、この限りではない。

ア）屋外堆積物 ・主要道路および良好な視点場からの平野の眺望を妨げる場所は避けること。

・その他の場所においても、主要道路から堆積物が見えないよう、生垣等で遮蔽すること。

イ）土石の採取 ・採取・採掘を行なう際は、その面積を最小限にとどめ、当該行為にかかる不必要な伐採は避けること。

・行為後は土地の状況を原状に復旧すること。

ウ）開発行為・土地の改変
・平野の一体的な景観を分断する恐れがあるため、高さ 3m かつ長さ 50m を越える法面が生じる造

成はできる限り行なわないこと。

エ）水面の埋め立て・干拓 ・護岸は石積み護岸・木杭護岸など、周辺の自然景観と調和したものとすること。

オ）伐採 ・できる限り既存樹木の保全・活用に努め、必要最小限の伐採にとどめること。

カ）自動販売機 ・自動販売機の設置・補修の際には、以下の措置を施すこととする。

　【色彩・意匠】本体の塗装色は、建物外壁色の色彩基準に準拠した色とすること。

　【光　　　量】できるだけ光量を抑え、夜間の良好な環境に配慮すること

　※本区域は、以上に示す基準に加え、自主的な基準として「宿根木地区歴史的景観条例」に規定する基準を上乗せします。
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特別区域：文化的景観保存計画に位置付けられた区域

文化的景観保存計画の中に、その範囲として示される区域については、特別区域として定め、以下の基準とする。

■　建築物・工作物の基準

項目 景観形成基準

ア）配置

当該区域が位置付けられた文化的景観保存
計画の規定による

イ）高さ

ウ）屋根形態

エ）色彩

オ）素材

カ）植栽

■　その他行為の基準

項目 景観形成基準

条 例 規 則 6 条
により定めた行
為

当該区域が位置付けられた文化的景観保存
計画の規定による
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堆積物

　佐渡市景観計画特別区域の行為規制

　※佐渡市文化的景観担当部局との

　　事前協議

【景観形成基準】

　資材等の廃棄場所にならないよう、

　景観保持に努める

【届出行為】

高さ3ｍ、面積300㎡以上、

かつ堆積期間60日以上

社殿・堂宇・信仰に関する空間

　佐渡市景観計画特別区域の行為規制

　※佐渡市文化的景観担当部局との

　　事前協議

建造物

　佐渡市景観計画特別区域の行為規制

　※佐渡市文化的景観担当部局との事前協議

【景観形成基準】

　配置：主屋は前面道路から後退させる

　　　　付属屋の出入口は道路に面しない

　高さ：13ｍ以下かつ2階建て以下

　屋根：勾配屋根、主屋は平入り

　色彩：外壁－自然素材に合わせた色彩

　　　　屋根－焼瓦などに合わせた色彩

　素材：屋根－焼瓦または自然素材を基本

　　　　外壁－木・土・漆喰を基本

　　　　建具－木製または木と調和するもの

　植栽：敷地内の緑化に努める

　その他：塀は設けない（やむを得ない

　　　　　場合は、自然素材も可）

　　　　　土留めは石積みを基本

　　　　　敷地内は舗装しない

【届出行為】

　10m2以上の新・増・改築、建物の除去

　外観の1/4以上の改変

石垣景観

　佐渡市景観計画特別区域の

　行為規制

※佐渡市文化的景観担当部局

　との事前協議

農地・用水路・ため池・畦畔等

　佐渡市景観計画特別区域の行為規制

　※佐渡市文化的景観担当部局との事前協議

【景観形成基準】

　自然護岸・自然河床・自然法面の保全に努める

砂金山関連遺跡

　自然公園法（県立）・文化財保護法の規制行為

【届出・許可行為】

一定規模以上の建造物の設置、土石の採取、

面積200m2、高さ5ｍ以上の土地の改変

土木工事目的の発掘

森林

　自然公園法（県立）、森林法の規制行為

【届出・許可行為】

　一定規模以上の建造物の設置、土石の採取、

面積200m2、高さ5ｍ以上の土地の改変

民有林の林地開発許可制度

　　　　笹川集落区域 同区域景観形成基準

　　　　山林・農地・ 同区域景観形成基準

　　　　海岸区域　 両区域共通景観形成基準

工作物

　佐渡市景観計画特別区域の行為規制

　※佐渡市文化的景観担当部局との事前協議

【景観形成基準】

　高さ12ｍ以下

【届出行為】

　柱類は高さ10ｍ以上、鉄塔類は高さ15ｍ以上、

　擁壁・塀等は高さ1.5ｍ以上、長さ10ｍ以上

農地

　農振法の行為規制

【許可行為】

　農地以外の開発行為

道路・河川・公共施設・屋外広告物等

※佐渡市文化的景観部局との事前協議

堆積物

　佐渡市景観計画の行為規制

【届出行為】

　高さ3ｍ、面積300m2以上、

　かつ堆積期間60日以上

工作物

　佐渡市景観計画の行為規制

【届出行為】

　柱類は高さ10ｍ以上、鉄塔類は高さ15ｍ以上、

　擁壁・塀等は高さ1.5ｍ以上、長さ10ｍ以上

建造物

　佐渡市景観計画の行為規制

（漁村と海岸区域）

【景観形成基準】

　配置：町並みの連続性・一体性に配慮

　高さ：軒高9ｍ以下

　屋根：周辺建物との調和

　色彩：外壁－彩度4以下、明度3～8、

　　　　屋根－彩度2以下、明度4以下

　素材：できる限り自然素材とする

　植栽：敷地内の緑化に努める

【届出行為】

　10m2以上の新・増・改築

　外観の1/4以上の改変

凡例漁村と海岸区域

農村と平野区域

山村と森林区域

0 500 1,000m

佐渡市景観計画区域

佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観保存計画範囲及び景観形成基準一覧
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堆積物

　佐渡市景観計画特別区域の行為規制

　※佐渡市文化的景観担当部局との

　　事前協議

【景観形成基準】

　資材等の廃棄場所にならないよう、

　景観保持に努める

【届出行為】

高さ3ｍ、面積300㎡以上、

かつ堆積期間60日以上

社殿・堂宇・信仰に関する空間

　佐渡市景観計画特別区域の行為規制

　※佐渡市文化的景観担当部局との

　　事前協議

建造物

　佐渡市景観計画特別区域の行為規制

　※佐渡市文化的景観担当部局との事前協議

【景観形成基準】

　配置：主屋は前面道路から後退させる

　　　　付属屋の出入口は道路に面しない

　高さ：13ｍ以下かつ2階建て以下

　屋根：勾配屋根、主屋は平入り

　色彩：外壁－自然素材に合わせた色彩

　　　　屋根－焼瓦などに合わせた色彩

　素材：屋根－焼瓦または自然素材を基本

　　　　外壁－木・土・漆喰を基本

　　　　建具－木製または木と調和するもの

　植栽：敷地内の緑化に努める

　その他：塀は設けない（やむを得ない

　　　　　場合は、自然素材も可）

　　　　　土留めは石積みを基本

　　　　　敷地内は舗装しない

【届出行為】

　10m2以上の新・増・改築、建物の除去

　外観の1/4以上の改変

石垣景観

　佐渡市景観計画特別区域の

　行為規制

※佐渡市文化的景観担当部局

　との事前協議

農地・用水路・ため池・畦畔等

　佐渡市景観計画特別区域の行為規制

　※佐渡市文化的景観担当部局との事前協議

【景観形成基準】

　自然護岸・自然河床・自然法面の保全に努める

砂金山関連遺跡

　自然公園法（県立）・文化財保護法の規制行為

【届出・許可行為】

一定規模以上の建造物の設置、土石の採取、

面積200m2、高さ5ｍ以上の土地の改変

土木工事目的の発掘

森林

　自然公園法（県立）、森林法の規制行為

【届出・許可行為】

　一定規模以上の建造物の設置、土石の採取、

面積200m2、高さ5ｍ以上の土地の改変

民有林の林地開発許可制度

　　　　笹川集落区域 同区域景観形成基準

　　　　山林・農地・ 同区域景観形成基準

　　　　海岸区域　 両区域共通景観形成基準

工作物

　佐渡市景観計画特別区域の行為規制

　※佐渡市文化的景観担当部局との事前協議

【景観形成基準】

　高さ12ｍ以下

【届出行為】

　柱類は高さ10ｍ以上、鉄塔類は高さ15ｍ以上、

　擁壁・塀等は高さ1.5ｍ以上、長さ10ｍ以上

農地

　農振法の行為規制

【許可行為】

　農地以外の開発行為

道路・河川・公共施設・屋外広告物等

※佐渡市文化的景観部局との事前協議

堆積物

　佐渡市景観計画の行為規制

【届出行為】

　高さ3ｍ、面積300m2以上、

　かつ堆積期間60日以上

工作物

　佐渡市景観計画の行為規制

【届出行為】

　柱類は高さ10ｍ以上、鉄塔類は高さ15ｍ以上、

　擁壁・塀等は高さ1.5ｍ以上、長さ10ｍ以上

建造物

　佐渡市景観計画の行為規制

（漁村と海岸区域）

【景観形成基準】

　配置：町並みの連続性・一体性に配慮

　高さ：軒高9ｍ以下

　屋根：周辺建物との調和

　色彩：外壁－彩度4以下、明度3～8、

　　　　屋根－彩度2以下、明度4以下

　素材：できる限り自然素材とする

　植栽：敷地内の緑化に努める

【届出行為】

　10m2以上の新・増・改築

　外観の1/4以上の改変

凡例漁村と海岸区域

農村と平野区域

山村と森林区域

0 500 1,000m

佐渡市景観計画区域
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景観形成基準 景観形成基準

地区

項目

自然・農漁村区域 特別区域（文化的景観保存計画に位置づけられた区域）

漁村と海岸区域 農村と平野区域 山村と森林区域

山林・農地・海岸区域

（必要に応じ文化的景観担当

　部局と事前協議を行う）

笹川集落区域（文化的景観担当部局と事前協議を行う）

※景観計画の景観形成基準に加え、以下の基準を上乗せする。

ア）配置 【建築物】

・隣地の建築物の壁面位置に配慮し、ま

ち並みの連続性や一体性に配慮した配

置に努めること。

【建造物】

・道路からできるだけ後退させて設置し、道路に接する境界には植栽を施すこと。

【建造物】

・自然・農漁村区域に準じる。

【建造物】

・母屋（住居）は、道路からできるだけ後退させて配置すること。やむを得ず道路に面して母屋（住居）を設

ける場合は、1 階建てとすること。

・蔵、車庫、納屋等の出入口は、できる限り道路に面して設けないこと。

・建築物に付属する設備機器等は、道路、その他の公共の場所から見えにくくするよう工夫すること。

・建造物に附属する設備機器等は、道路（私道を除く）その他の公共の場所から公衆によって容易に見えにくくするよう工夫

すること。

イ）高さ

※（ 既 存 物 で

基準を超える

も の は、 更 新

時に基準高さ

以下とする。）

【建造物】

・軒高９ｍ以下とすること。

【建造物】

・最上部までの高さを 13m 以下とすること。

【建造物】

・自然・農漁村区域に準じる。

【建造物】

・最高高さ 13m 以下、かつ、2 階建て以下とすること。

【工作物】

・煙突・柱など　　高さ 15m 以下とすること。

・塀・柵・擁壁等　　高さ 1.5m 以下とすること。（自然素材を用いる場合はこの限りではない）

・電気供給・電気通信の用途　 高さ 20m 以下とすること。

・立体駐車場、プラントなど　 高さ 15m 以下とすること。

【工作物】※国指定天然記念物及び名勝佐渡小木海岸 C 地区の基準に準じる。

・煙突・柱など　　高さ 12m 以下とすること。

・塀・柵・擁壁等　なるべく設けないこと。やむを得ない場合は高さ 1.5m 以下とすること。

・電気供給・電気通信の用途　　高さ 12m 以下とすること。

・立体駐車場、プラントなど　　高さ 12m 以下とすること。

ウ）屋根形態 ・屋根の形態は周辺の建物と調和し、ま

ち並みと一体となるよう配慮するこ

と。

・できる限り勾配屋根とすること。 ・自然・農漁村区域に準じる。 ・勾配屋根とすること。

・母屋（住居）は、できる限り平入り（出入口に対して棟を横向き）とすること。

エ）色彩 ・［彩度］４以下とすること（※できる限り下記の色を用いること） ・自然・農漁村区域に準じる。 ・外壁色は、木板・漆喰など自然素材に合わせた色彩とすること。

・屋根色は、焼瓦などに合わせた色彩とすること。
【外壁色】

・〈色相　０YR 〜５Y〉［彩度］４以下、［明度］３〜８

・〈色相　R 及び５Y 〜 10Y〉［彩度］２以下、［明度］３〜８

・〈その他色相〉［彩度］１以下、［明度］３〜８

【屋根】

・［彩度］２以下、［明度］４以下

オ）素材 ・自然等周辺の環境と調和する素材とすること。

・できる限り自然素材を用いた外壁材（木、土等）を使用すること。

・自然素材を使用しない場合でも、市の同意を得た上で塗装や吹付けタイル等で自然の風合いに近づける工夫をすること。

・自然・農漁村区域に準じる。 ・屋根材は、できる限り焼瓦または自然素材を用いること。やむを得ず金属板を用いる場合は、はぜ葺き等凹

凸の目立たない葺き方とし、色彩や光沢を抑え、周囲の景観と調和するように努めること。

・外壁材は、木板を基本とし、土、漆喰等の湿式仕上げも可能とする。ただし、やむを得ない場合は、湿式仕

上げと色彩や風合いを合わせた外壁材（サイディング等）を使用してもよい。

・建具は、木製、又は、木と調和するように色彩や光沢に配慮した素材とすること。

・吸排気口、とい等は、道路、その他の公共の場所から見えにくくするよう素材や色彩を工夫すること。

カ）植栽 ・敷地内の緑化に努め、地域に根ざした樹種の植栽を行うこと。

・屋敷林等の既存樹木をできる限り保全・活用すること。

・生垣等の整備に努めること。

・自然・農漁村区域に準じる。 ・敷地内の緑化に努め、地域に根ざした樹種とすること。

・周囲と調和する植栽を心がけ、日常の手入れに努めること。

キ）その他 ・敷地内は、できる限りコンクリート、アスファルト等で舗装しないこと。

・土留め等を設ける場合は、石積みとすること。構造上、やむを得ない場合はコンクリート造も可能とするが、

石積みと調和するように表面の仕上に工夫すること。

・上排水設備及びこれらの点検口は、道路、その他の公共の場所から見えにくくするように工夫すること。

・環境を保護するため、浄化槽の設置に努める。

佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観（文化的景観保存地区）景観形成基準一覧表

■　建築物・工作物の基準
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景観形成基準 景観形成基準

地区

項目

自然・農漁村区域 特別区域（文化的景観保存計画に位置づけられた区域）

漁村と海岸区域 農村と平野区域 山村と森林区域

山林・農地・海岸区域

（必要に応じ文化的景観担当

　部局と事前協議を行う）

笹川集落区域（文化的景観担当部局と事前協議を行う）

※景観計画の景観形成基準に加え、以下の基準を上乗せする。

ア）配置 【建築物】

・隣地の建築物の壁面位置に配慮し、ま

ち並みの連続性や一体性に配慮した配

置に努めること。

【建造物】

・道路からできるだけ後退させて設置し、道路に接する境界には植栽を施すこと。

【建造物】

・自然・農漁村区域に準じる。

【建造物】

・母屋（住居）は、道路からできるだけ後退させて配置すること。やむを得ず道路に面して母屋（住居）を設

ける場合は、1 階建てとすること。

・蔵、車庫、納屋等の出入口は、できる限り道路に面して設けないこと。

・建築物に付属する設備機器等は、道路、その他の公共の場所から見えにくくするよう工夫すること。

・建造物に附属する設備機器等は、道路（私道を除く）その他の公共の場所から公衆によって容易に見えにくくするよう工夫

すること。

イ）高さ

※（ 既 存 物 で

基準を超える

も の は、 更 新

時に基準高さ

以下とする。）

【建造物】

・軒高９ｍ以下とすること。

【建造物】

・最上部までの高さを 13m 以下とすること。

【建造物】

・自然・農漁村区域に準じる。

【建造物】

・最高高さ 13m 以下、かつ、2 階建て以下とすること。

【工作物】

・煙突・柱など　　高さ 15m 以下とすること。

・塀・柵・擁壁等　　高さ 1.5m 以下とすること。（自然素材を用いる場合はこの限りではない）

・電気供給・電気通信の用途　 高さ 20m 以下とすること。

・立体駐車場、プラントなど　 高さ 15m 以下とすること。

【工作物】※国指定天然記念物及び名勝佐渡小木海岸 C 地区の基準に準じる。

・煙突・柱など　　高さ 12m 以下とすること。

・塀・柵・擁壁等　なるべく設けないこと。やむを得ない場合は高さ 1.5m 以下とすること。

・電気供給・電気通信の用途　　高さ 12m 以下とすること。

・立体駐車場、プラントなど　　高さ 12m 以下とすること。

ウ）屋根形態 ・屋根の形態は周辺の建物と調和し、ま

ち並みと一体となるよう配慮するこ

と。

・できる限り勾配屋根とすること。 ・自然・農漁村区域に準じる。 ・勾配屋根とすること。

・母屋（住居）は、できる限り平入り（出入口に対して棟を横向き）とすること。

エ）色彩 ・［彩度］４以下とすること（※できる限り下記の色を用いること） ・自然・農漁村区域に準じる。 ・外壁色は、木板・漆喰など自然素材に合わせた色彩とすること。

・屋根色は、焼瓦などに合わせた色彩とすること。
【外壁色】

・〈色相　０YR 〜５Y〉［彩度］４以下、［明度］３〜８

・〈色相　R 及び５Y 〜 10Y〉［彩度］２以下、［明度］３〜８

・〈その他色相〉［彩度］１以下、［明度］３〜８

【屋根】

・［彩度］２以下、［明度］４以下

オ）素材 ・自然等周辺の環境と調和する素材とすること。

・できる限り自然素材を用いた外壁材（木、土等）を使用すること。

・自然素材を使用しない場合でも、市の同意を得た上で塗装や吹付けタイル等で自然の風合いに近づける工夫をすること。

・自然・農漁村区域に準じる。 ・屋根材は、できる限り焼瓦または自然素材を用いること。やむを得ず金属板を用いる場合は、はぜ葺き等凹

凸の目立たない葺き方とし、色彩や光沢を抑え、周囲の景観と調和するように努めること。

・外壁材は、木板を基本とし、土、漆喰等の湿式仕上げも可能とする。ただし、やむを得ない場合は、湿式仕

上げと色彩や風合いを合わせた外壁材（サイディング等）を使用してもよい。

・建具は、木製、又は、木と調和するように色彩や光沢に配慮した素材とすること。

・吸排気口、とい等は、道路、その他の公共の場所から見えにくくするよう素材や色彩を工夫すること。

カ）植栽 ・敷地内の緑化に努め、地域に根ざした樹種の植栽を行うこと。

・屋敷林等の既存樹木をできる限り保全・活用すること。

・生垣等の整備に努めること。

・自然・農漁村区域に準じる。 ・敷地内の緑化に努め、地域に根ざした樹種とすること。

・周囲と調和する植栽を心がけ、日常の手入れに努めること。

キ）その他 ・敷地内は、できる限りコンクリート、アスファルト等で舗装しないこと。

・土留め等を設ける場合は、石積みとすること。構造上、やむを得ない場合はコンクリート造も可能とするが、

石積みと調和するように表面の仕上に工夫すること。

・上排水設備及びこれらの点検口は、道路、その他の公共の場所から見えにくくするように工夫すること。

・環境を保護するため、浄化槽の設置に努める。
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景観形成基準 景観形成基準

地区

項目

自然・農漁村区域 特別区域（文化的景観保存計画に位置づけられた区域）

漁村と海岸区域 農村と平野区域 山村と森林区域

山林・農地・海岸区域

（必要に応じ文化的景観担当

　部局と事前協議を行う）

笹川集落区域（文化的景観担当部局と事前協議を行う）

※景観計画の景観形成基準に加え、以下の基準を上乗せする。

ア）屋外堆積物 ・主要道路から海岸への眺望を妨げる

場所は避けること。

・主要道路および良好な視点場からの

平野の眺望を妨げる場所は避けるこ

と。

・周囲からの見え方に配慮し、可能な限

り高さを抑えること。

・自然・農漁村区域に準じる。 ・資材等の廃棄場所にならないよう、景観の保持に努める。

・高さ 1.5m 以下、面積 150㎡以下とすること。（市の届出基準の半分）

・その他の場所においても、主要道路から堆積物が見えないよう、生垣等で遮蔽

すること。

・周辺から目立たないよう、生垣等で遮

蔽すること。

イ）土石の採取 ・採取・採掘を行う際は、その面積を最小限にとどめ、当該行為にかかる不必要な伐採は避けること。

・行為後は、土地の状況を現状に復旧すること。

・自然・農漁村区域に準じる。 ・用途・規模に関わらず、市文化的景観部局との事前協議により、周囲の景観への配慮を最大限行うこととする。

ウ ） 開 発 行 為・

土地の改変

・主要道路から海岸への眺望を妨げる

土地の改変はできる限り行なわない

こと。

・開発により生じる法面は、植生で覆い、

裸地を少なくすること。

・平野の一体的な景観を分断する恐れ

があるため、高さ３m かつ長さ 50m

を超える法面が生じる造成はできる

限り行なわないこと。

・開発による土地造成に伴い、高さが５

m かつ長さが 50m を超える法面が

生じる造成はできる限り行なわない

こと。

・自然・農漁村区域に準じる。 ・用途・規模に関わらず、市文化的景観部局との事前協議により、周囲の景観への配慮を最大限行うこととする。

エ）水面の埋め

立て・干拓

・護岸は石積み護岸・木杭護岸など、周辺の自然景観と調和したものとすること。 ・自然・農漁村区域に準じる。 ・自然護岸・自然石護岸・自然河床の保全に努める

・多様な生態系の維持に努める。

・周囲の景観への配慮を最大限行う。

オ）伐採 ・できる限り既存樹木の保全・活用に努め、必要最小限の伐採にとどめること。 ・自然・農漁村区域に準じる。

カ）自動販売機 ・自動販売機の設置・補修の際には、以下の措置を施すこととする。

【色彩・意匠】本体の塗装色は、建築物壁色の色彩基準に準拠した色とすること。

【光　　　量】できるだけ光量を抑え、夜間の良好な環境に配慮すること。

・自然・農漁村区域に準じる。

キ）その他 【屋外広告物】

　・設置は行わないことが望ましい。交通誘導版・観光案内板等は必要最小限に留める。

【砂金山関連遺構】

・砂金採掘地跡・水路跡・堤跡などの遺構の保全に努める。（周知の埋蔵文化財包蔵地として保護を図る）

【信仰に関する空間】

　・寺社・伝承地・墓地等の空間は、周囲の樹木も含め保存することとし、聖地性（場所性）を損なわないよ

うにする。

【石垣景観】

　・笹川集落内に多数分布する石垣の景観は特徴的であり、保全に努める。

【農地】

　・耕作放棄地が少ないため、現状維持に努める。

　・長期にわたる土石、廃棄物、再生資源等の堆積は行わない。

【用水路網・畦畔等】

　・砂金稼ぎのために遠方から引いた歴史的な用水の保全に努める。

　・新たな法面・擁壁等の造成は行わない。

　・自然護岸・自然河床・自然法面の保全に努める。

【ため池】

　・営農を継続させるための水利システムの維持を第一に考え、維持管理・補修を行いつつ、景観の保全を図る。

佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観（文化的景観保存地区）景観形成基準一覧表

■　その他行為の基準
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景観形成基準 景観形成基準

地区

項目

自然・農漁村区域 特別区域（文化的景観保存計画に位置づけられた区域）

漁村と海岸区域 農村と平野区域 山村と森林区域

山林・農地・海岸区域

（必要に応じ文化的景観担当

　部局と事前協議を行う）

笹川集落区域（文化的景観担当部局と事前協議を行う）

※景観計画の景観形成基準に加え、以下の基準を上乗せする。

ア）屋外堆積物 ・主要道路から海岸への眺望を妨げる

場所は避けること。

・主要道路および良好な視点場からの

平野の眺望を妨げる場所は避けるこ

と。

・周囲からの見え方に配慮し、可能な限

り高さを抑えること。

・自然・農漁村区域に準じる。 ・資材等の廃棄場所にならないよう、景観の保持に努める。

・高さ 1.5m 以下、面積 150㎡以下とすること。（市の届出基準の半分）

・その他の場所においても、主要道路から堆積物が見えないよう、生垣等で遮蔽

すること。

・周辺から目立たないよう、生垣等で遮

蔽すること。

イ）土石の採取 ・採取・採掘を行う際は、その面積を最小限にとどめ、当該行為にかかる不必要な伐採は避けること。

・行為後は、土地の状況を現状に復旧すること。

・自然・農漁村区域に準じる。 ・用途・規模に関わらず、市文化的景観部局との事前協議により、周囲の景観への配慮を最大限行うこととする。

ウ ） 開 発 行 為・

土地の改変

・主要道路から海岸への眺望を妨げる

土地の改変はできる限り行なわない

こと。

・開発により生じる法面は、植生で覆い、

裸地を少なくすること。

・平野の一体的な景観を分断する恐れ

があるため、高さ３m かつ長さ 50m

を超える法面が生じる造成はできる

限り行なわないこと。

・開発による土地造成に伴い、高さが５

m かつ長さが 50m を超える法面が

生じる造成はできる限り行なわない

こと。

・自然・農漁村区域に準じる。 ・用途・規模に関わらず、市文化的景観部局との事前協議により、周囲の景観への配慮を最大限行うこととする。

エ）水面の埋め

立て・干拓

・護岸は石積み護岸・木杭護岸など、周辺の自然景観と調和したものとすること。 ・自然・農漁村区域に準じる。 ・自然護岸・自然石護岸・自然河床の保全に努める

・多様な生態系の維持に努める。

・周囲の景観への配慮を最大限行う。

オ）伐採 ・できる限り既存樹木の保全・活用に努め、必要最小限の伐採にとどめること。 ・自然・農漁村区域に準じる。

カ）自動販売機 ・自動販売機の設置・補修の際には、以下の措置を施すこととする。

【色彩・意匠】本体の塗装色は、建築物壁色の色彩基準に準拠した色とすること。

【光　　　量】できるだけ光量を抑え、夜間の良好な環境に配慮すること。

・自然・農漁村区域に準じる。

キ）その他 【屋外広告物】

　・設置は行わないことが望ましい。交通誘導版・観光案内板等は必要最小限に留める。

【砂金山関連遺構】

・砂金採掘地跡・水路跡・堤跡などの遺構の保全に努める。（周知の埋蔵文化財包蔵地として保護を図る）

【信仰に関する空間】

　・寺社・伝承地・墓地等の空間は、周囲の樹木も含め保存することとし、聖地性（場所性）を損なわないよ

うにする。

【石垣景観】

　・笹川集落内に多数分布する石垣の景観は特徴的であり、保全に努める。

【農地】

　・耕作放棄地が少ないため、現状維持に努める。

　・長期にわたる土石、廃棄物、再生資源等の堆積は行わない。

【用水路網・畦畔等】

　・砂金稼ぎのために遠方から引いた歴史的な用水の保全に努める。

　・新たな法面・擁壁等の造成は行わない。

　・自然護岸・自然河床・自然法面の保全に努める。

【ため池】

　・営農を継続させるための水利システムの維持を第一に考え、維持管理・補修を行いつつ、景観の保全を図る。
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4	 重要文化的景観の現状変更等
	 の取扱い基準

「佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観」の文化庁長

官への届出行為について整理する。届出の対象とするも

のは、文化的景観の重要な構成要素とし（平成 20 年　

20 庁財第 148 号　各都道府県知事・各都道府県教育委

員会・文化庁関係各独立行政法人の長あて文化庁文化財

部長通知）、滅失又はき損（文化財保護法［以下、法と

する］第 136 条）及び現状変更等（法第 139 条）があ

る場合には、事前に佐渡市文化的景観部局と協議を行い、

文化庁長官に対して届出を行うものとする。また、届出

対象行為及び期間は以下のとおりとする。

■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、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

※滅失又はき損（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、その行為は平成 17 年

文部科学省令第 24 号（以下、省令とする）第 4 条に定

められている。

※現状変更の届出等（法第 139 条）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

て影響が軽微である場合は、この限りでないとされて

おり、その維持の措置の範囲は省令第 7 条に定めら

れている。

このほか、重要文化的景観選定範囲内で行われる公共

事業については、その所有者等は佐渡市文化的景観部局

と事前の協議を行い、重要文化的景観の保存に影響を及

ぼすことがないよう調整を図ることとし、やむを得ず保

存に影響が及ぶ場合には、現状変更届の対象とする。

また、重要文化的景観の重要な構成要素以外で、選定

範囲内において佐渡市景観計画のほか、既存法令による

届出等があったものについては、各担当部局から文化的

景観部局へ照会を行うこととし、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。

5	 重要文化的景観における
	 重要な構成要素

1）景観を構成する重要な構成要素 
 の考え方

「佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観」は、「農耕に

関する景観地」、「水の利用に関する景観地」、「居住に関

する景観地」として典型的又は独特のものであり、そこ

にかつての砂金採掘の歴史や現存する遺構等の要素が深

く結びついていることが本質的価値であることは保存調

査で述べたとおりである。

この文化的景観における重要な構成要素は、鉱山集落

から農村集落への変遷過程を示す砂金採掘跡・石造物・

信仰施設や、現在の生活・生業のあり方を示す家屋・農地・

道路・河川等があげられる。今回特定した要素は 13 種

類 53 件となる。

・河川　　　　　　二級河川 3 件・普通河川 2 件

・道路　　　　　　県道 1 路線・市道 33 路線

・修験聖地　　　　1 件

・神社　　　　　　1 件

・堂宇　　　　　　1 件

・墓地　　　　　　2 件

・農地　　　　　　1 地区

・水路　　　　　　1 件

・集落　　　　　　1 地区

・旧学校　　　　　1 件

・石造物　　　　　3 件

・石垣　　　　　　1 地区

・遺跡　　　　　　1 件

2）重要な構成要素一覧

重要な構成要素の一覧を次ページに示す。

なお、文化的景観における重要な構成要素ではないが、

本地域の歴史を特徴づける以下の要素については、将来

的に国史跡や埋蔵文化財包蔵地への指定を視野に入れ、

保全及び活用を図ることとする。

●地域の歴史を特徴づける要素

・砂金採掘跡

・砂金流しに使用する水を調達した砂金江道跡

・砂金流しの水を溜めた堤跡

・作業小屋や休憩小屋に用いられたと想定される石組

遺構
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■　重要な構成要素一覧表

No. 名称 所有者等 備考

二級河川

1 西三川川、角間川、笹川川 国土交通省 管理者：新潟県

普通河川

2 十五番川、中津川 佐渡市 　

県道

3 静平・西三川線 新潟県 　

市道

4

大小 72 号線、下黒山 1・2 号線

佐渡市 　
笹川 4・8・9・24・33・36・41・42・44・50・51・52・56・57・61 号線

西三川 8・9・10・12・28・30・34・44・47・48・56・62・63 号線

高崎 31 号線・静平 38 号線

修験聖地

5 荒神山 個人 団体同意

宗教関連施設

6 大山祗神社
大山祗神社（土地）

笹川集落（建物） 団体同意

7 阿弥陀堂
個人（土地） 団体同意

笹川集落（建物） 団体同意

8 笹川集落内の共同墓地 個人 団体同意

生業空間

9 笹川集落内の農地 個人 団体同意

10 砂金江道を転用した用水路 佐渡市

居住地を構成する要素

11 笹川集落 笹川集落 団体同意

12 旧西三川小学校笹川分校
個人（土地） 団体同意

佐渡市（建物）

13 元金山・笹川集落境の石碑 個人 団体同意

14 笹川集落北端の石造物 個人 団体同意

15 笹川集落南端の石碑
新潟県（土地）

笹川集落（石造物） 団体同意

16 笹川集落内の石垣（ガラ石の利用） 個人 団体同意

17 虎丸山 個人 団体同意
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0 2km

1. 西三川川

1. 角間川

1. 笹川川

2. 中津川5. 荒神山

7. 阿弥陀堂

6. 大山祗神社

8. 笹川集落内の
　   共同墓地

8. 笹川集落内の共同墓地

12. 旧西三小学校
　   笹川分校

15. 笹川集落南端の石碑

2. 十五番川

17.虎丸山

13. 元金山・笹川集落境の石碑

14. 笹川集落北端の石造物

10. 砂金江道を転用した用水路

重要文化的景観選定申出範囲

重要な構成要素（番号は『文化的景観保存計画』P31.

　　　　　　　　「重要な構成要素一覧表」に対応）

建造物・石碑等 砂金採掘跡

9．笹川集落内の農地

10．砂金江道を転用した用水路

11．笹川集落
16．笹川集落内の石垣

3．県道静平・西三川線
4．市道 河川

※図示したもののうち

　範囲内に入る部分

凡例

■　重要な構成要素の写真

■　重要な構成要素の位置を示す図面

2．十五番川（普通河川）とその流域に広がる水田1．西三川川（二級河川）と 4．静平・西三川線（県道）

5．荒神山4．笹川 4 号線（市道）と 11．笹川集落
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16．笹川集落内の石垣（ガラ石の利用） 17．虎丸山

12．旧西三川小学校笹川分校 15．集落南端の石碑

8．笹川集落共同墓地 10．砂金江道を転用した用水路

6．大山祗神社 7．阿弥陀堂
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■　重要な構成要素（建造物）調査票

○名称　大山祗神社

○住所　佐渡市西三川 302 番・303 番

○所有者　宗教法人大山祗神社代表役員　高柳雅宏（土

地）・笹川集落（建物）

○建造物の概要

西三川砂金山の繁栄と安全を祈願して勧請された神社

で、文禄 2（1593）年の開基と伝わる。同年、西三川砂

金山は上杉景勝による直営金山となっていることから、

その政策と深い関わりを持つと考えられる。

境内奥の高台にある社殿は、本殿・幣殿・拝殿の 3

社が並列しており、いずれも桟瓦葺である。本殿は、梁

間一間半、桁行二間の幣殿は三間四方切妻造妻入、拝殿

は桁行三間、梁間二間の入母屋造平入で、昭和初期の御

大典の際に建造されている。

境内東側には幟小屋があり、桁行八間、梁間三尺の切

妻造平入、桟瓦葺となっている。戦後期のものと想定さ

れるが、風化が進んでいる。

また、境内の西側には、瓦葺、切妻造の能舞台があ

る。三間 二間の本舞台と一間の後座からなり、床板は

本舞台、後座とも縦張りである。後座の向かって右半分

は鏡の間となっている。複式の橋掛りで、地謡座がない。

1800 年代後半の作であろう。江戸時代に山間部にまで

能が広まっていたことを証明する貴重な建造物である。

大山祗神社境内

大山祗神社

大山祗神社

　地番　西三川303
　地目　山林
所有者　大山祗神社

　地番　西三川303
　地目　山林
所有者　大山祗神社

13.8m

1
0
.0
m

1
2
.5
 m

10.1m10.1m

大山祗神社敷地及び建物配置図
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○名称　阿弥陀堂　○住所　佐渡市西三川 465 番

○所有者　個人（土地）・笹川集落（建物）

○建造物の概要

阿弥陀堂は正面三間、側面三間、切妻造、桟瓦葺、平

入、正面をほぼ南に向けて建つ。

東西方向に桁行、南北方向に梁間とし、桁行・梁間

共に規模は約 18 尺（約 5.4m）でほぼ正方形の平面形

状である。阿弥陀堂の西側前面には桁行 7 尺 5 寸（約

2.3m）、梁間 6 尺 1 寸（約 1.8m）、片流屋根、金属板葺

の集落用葬具置場が併設されている。阿弥陀堂の南側及

び東側には幅 1 尺 7 寸 5 分の榑縁が廻されており、軒

はセガイ軒の先に一軒平行疎ダルキである。

現在の堂内は一室構成で、奥には横三連の祭壇を置く。

各祭壇はともに腰高で、両脇の祭壇は高さ約 1 尺 6 寸（約

49cm）、中央間はこれより一段高くした約 3 尺（90cm）

である。祭壇中央間には宮殿、脇間には仏像を置いて祀る。

柱は西側の 2 本の後設柱（杉材）と来迎柱（ケヤキ材）

を除いて全て 4 寸角の栗材で、これを自然石礎石の上

に立てる。柱は貫で繋ぎ、外部内法高には長押を入れて

軸部を固める。

内外部共に組物などは用いておらず、意匠的には非常に

簡素であるが、その中で祭壇上部の虹梁に施された渦巻紋

様のみが特徴的な様相を呈している。渦巻紋様の形状は真

円に近く、彫り幅が一定で細い。彫りも浅く、おおよそ中

世的な雰囲気を感じさせる。また、この渦巻紋様の最大の

特徴は二重三重と巻きを重ねた形状を持つことである。佐

渡島内に限らず新潟県内においてもこのような事例は稀で

あり、希少性を多分に有すると考えられる。

阿弥陀堂外観 阿弥陀堂内陣

阿弥陀堂　地番　西三川465
　地目　宅地
所有者　個人　

9.6
 m

7.3m

阿弥陀堂敷地及び建物配置図
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○名称　旧西三川小学校笹川分校

○住所　佐渡市西三川 462 番 6、462 番 7、465 番 1

○所有者　個人（土地）・佐渡市（建物）

○建物の概要

笹川分校の歴史は古く、明治 13（1880）年、西三川

小学校の前身である三川庠舎の笹川派出教場として設立

されたことが記録に残る。

明治 44 年には、一時大小尋常小学校の付属校とされ

たが、昭和 22（1947）年の学校教育法施行により、西

三川小学校の分校となっている。昭和 24 年の児童数は

21 人で、昭和 33 年の 35 人をピークに年々減少し続け、

昭和 38 年に 16 人、昭和 45 年には 7 人となり、平成

21 年現在で 3 年生男子 2 名、4 年生女子 2 名、計 4 名

の 3・4 年複式学級となっている。現在の校舎は昭和

37 年に建てられたもので、木造 1 階建て瓦葺で、2 室

の教室と、職員室・理科室・給食室に体育館が付随する。

130 年以上の長い歴史を持つ笹川分校も、平成 22 年

4 月をもって真野小学校に統合され、分校校舎の活用や

維持管理が今後の課題となっている。

校舎 体育館

旧西三川小学校
笹川分校

　地番　西三川465-1
　地目　その他
所有者　個人

　地番　西三川462-7
　地目　その他
所有者　個人

18.0m

4
0
.1
m

旧西三川小学校笹川分校敷地及び建物配置図
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1　整備・活用に関する考え方

基本方針では、地域住民・行政・各種団体・専門家等

の担い手が相互に理解を図り、協働で取り組んでいく必

要性を述べた。

整備活用に関しては、中世から近世にかけての鉱山集

落と近代以降の農村集落が一体となった景観を体感でき

るような、整備・活用が行われることが重要となる。特

に、景観への影響が大きい民家・農地・信仰施設等の生

活・生業空間や、道路・河川・橋梁等の公共施設につい

ては、地域住民による景観推進活動団体の活動や、行政

による景観計画における景観重要公共施設の指定等の取

り組みの中で、整備活用を図っていく必要がある。

また、世界遺産暫定一覧表に記載されている「金を中

心とする佐渡鉱山の遺産群」の世界遺産登録の取組みに

併せ、西三川地区以外の関連資産との連携を図りながら

修理修景や啓発普及に努める必要がある。

2　整備・活用の方針

●整備の方針

・住居や旧学校等の建築物は 2 階建て以下とし、自然素

材を活かすことを原則とする。

・農地は現状維持を基本とし、用水路・ため池等につい

ては、自然護岸・自然石積護岸・自然河床の保全に努

める。

・信仰の対象である聖地・寺社・堂宇・墓地等について

は、周辺の樹木を含め、聖地性（場所性）を損なわな

いように保全する。

・石造物や石垣等は現状維持を基本とし、移設や撤去等

は行わないこととする。

・砂金採掘に関連する遺構は、文化財保護法によって保

護し、現状維持に努める。

・公共施設は、高さ・規模・色等の誘導を行い、周囲の

景観との調和を図る。

●活用の方針

・住居や旧学校等の建造物は、啓発普及の拠点として、

公開民家や農家民宿、展示施設等に活用することで、

交流人口の増加を図る。

・農地は農業体験等を通じて交流人口の増加を図る一方、

農産物の地域ブランド化を検討し、販路拡大や後継者

不足の解消を目指す。

・信仰施設は、現在まで継承された貴重な地域文化であ

り、祭礼行事の参加者や参拝者を募ったり、能舞台で

の演能、阿弥陀堂での念仏の復興等の活動を通じて、

将来へ守り、受け継いでいくよう努める。

・石造物や石垣、砂金山関連遺構は、地域の歴史を物語

る貴重な地域資源であり、散策マップや案内板等を作

成することで新たな観光資源としての活用を図る。

・公共施設は、散策ルート・駐車場・展望場・公衆トイ

レ等の観光施設として活用が見込まれる。

第 4章　整備・活用

大山祗神社祭礼行事 夏休み親子砂金採り体験ツアー
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案内板

散策マップ
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1	 運営及び管理体制に関する
	 考え方

基本方針では、行政との連携を図りながら地域住民が

率先して文化的景観の管理運営に取り組む必要性を述べ

た。

重要文化的景観の選定申出範囲は、文化的景観保存計

画が策定された段階で景観計画区域内の「特別区域」に

指定される。特別区域は、佐渡の自然・歴史・文化の特

色を示す、特に重要な景観地が該当し、本地区以外では

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている「宿

根木の歴史的景観区域」が特別区域に指定されている。

本地区は、佐渡島の自然環境が生み出した砂金鉱床を

人為的に掘り崩して形成された地形に、近代以降の農地

開発の土地利用が重層的に重なりあって形成された独特

な景観地であり、地域住民がその形成過程を十分に理解

し、生活・生業を維持し、将来にわたって継承していく

ことが求められる。

そのため本計画では、地域住民主導による文化的景観

の管理運営がスムーズに行われるよう、地域住民と景観

行政団体である佐渡市の役割を示し、相互の協力体制の

構築を目指すこととする。

2　地域住民の役割

文化的景観の保全には、地域住民の参画と自主性が重

要となる。

今回重要文化的景観の選定申出を行う西三川地区の笹

川集落には、地域の文化的景観の価値を示す重要な構成

要素が点在しており、既に様々な地域活性化の取組みが

行われている。現在、景観保護を推進する「笹川の景観

を守る会」（平成 22 年発足）が母体となり、集落内の文

化的景観の現状変更等に係る事前協議のとりまとめや、

先進地視察、勉強会等を行っている。また、集落行事と

して、平成 22 年 3 月に閉校した旧西三川小学校笹川分

校において、当時の教員や関係者を交え、引き続き集落

ぐるみで運動会が開催されているほか、平成 22 年 8 月

には、「笹川の夕べコンサート実行委員会」が主体となり、

大山祗神社能舞台でトランペットとピアノのコンサート

が実施され、好評を博している。農業の分野では、山間

の水田で栽培された「笹川の金山米」の販売が開始され、

徐々に販路を拡大している。普及啓発についても、平成

22 年 3 月より、県・市・民間それぞれが主催する西三

川砂金山現地見学会が随時開催されている。

本地区は、自治会組織が強く機能していることから、

「笹川の景観を守る会」をこれらの活動の母体組織とし

て位置づけ、重要文化的景観選定後は、佐渡市景観計画

に定める「景観推進活動団体」の認可や、「景観整備機構」

の設立等を視野に入れながら、文化的景観の継承に取り

組むこととする。

3　行政の役割

佐渡市においては、重要文化的景観選定地区を景観計

画に基づく「特別区域」として指定することとしており、

第 5章　運営及び管理体制

旧西三川小学校笹川分校での地域運動会 大山祗神社能舞台での笹川の夕べコンサート
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「四万十川流域の文化的景観」先進地視察 笹川集落文化的景観勉強会

制度的基盤となる景観形成のための誘導は建設課で行っ

ているが、文化的景観保存計画に定める管理運営を効率

的に行うためには、県や市の関係部局との連携を強化し、

横断的な連絡調整が図られる必要がある。

佐渡市世界遺産推進課では、市内全域を対象に、県や

市の開発部局を対象に「文化財等に係る工事等調査」を

随時実施しており、史跡・名勝・天然記念物等の文化財

に係る工事についての事前協議を行っている。この中で、

重要文化的景観選定地区においては、特に景観に配慮し

た事業を実施するよう、事前協議の徹底に努めることと

する。具体的な景観配慮型の工法については、文化庁や

市民団体代表者・公募市民・有識者・行政等で構成され

る佐渡市景観審議会、世界遺産に関わる文化的景観専門

分野会議等の機関が相互に連携を図り、専門的な見地か

らの検討が図られることが望ましい。

また、地域に対する支援制度の充実も重要である。佐

渡市景観計画では、地域住民が主体となって景観保護活

動を行う団体を「景観推進活動団体」として認定し、情

報提供やPR、専門家の派遣等の協力や、セミナーの開催、

地域のリーダー育成等の支援を行うこととしている。こ

のほか、文化的景観の重要な構成要素の修理・修景につ

いて、分担金条例を制定し、個人所有者に対しても国の

補助が受けられるような体制整備を図りつつ、文化庁以

外の補助・助成事業の積極的な導入も視野に入れながら、

文化的景観の保全に取り組んでいくこととしたい。

これらの管理運営体制を整備するにあたっては、今後、

文化的景観整備活用計画を策定することが必要となる。

現在設置している文化的景観専門分野会議は、調査及び

保存計画策定の専門家が主な委員であるため、整備活用

及び管理運営について検討する新たな体制づくりを行う

こととする。
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