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別府市は豊かな温泉資源による様々な産業が古くから発達し

生活及び生業により現在の景観を形成している

研究背景

「湯けむり景観」を「重要文化的景観」

として選定し後世に残すための取り組みが鉄輪・明礬地区で行われている

０１２３４



研究目的

ワークショップの結果と行為規制・管理運営の現行制度より

歴史的背景や住民意見を勘案した

文化的景観の継承において重要となる

の方針に関する計画的課題の導出

「行為規制」「管理運営」「土地利用」

０１２３４



研究方法
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０１２３４



研究対象地区

重要文化的景観予定地区である2地区

０１２３４



【対象地区に現在定められている行為規制】

行為規制と管理運営の把握

拘束力の強い計画・条例

・別府市景観計画
・鉄輪温泉地区温泉

湯けむり重点景観計画
・大分県温泉管理基本計画

計7つの計画・条例が存在する

・別府市総合計画
・別府市国土利用計画
・別府市都市計画区域マスタープラン
・別府市都市計画マスタープラン
・別府市景観計画
・鉄輪温泉地区温泉湯けむり重点景観計画
・大分県温泉管理基本計画

拘束力の弱い計画・条例

・別府市総合計画
・別府市国土利用計画
・別府市都市計画区域マスタープラン
・別府市景観計画マスタープラン

今後の規制を行う際に以下の計画が有効となる

鉄輪温泉地区では…鉄輪温泉地区温泉湯けむり重点景観計画
…別府市景観計画

明礬温泉地区では…別府市景観計画

０１２３４１



ワークショップの実施２ ０１２３４



景観まちづくりの方向性

2009年から鉄輪温泉地区湯けむり重点景観計画が策定

計画の範囲を含めた対象地区全体について住民意見を抽出

(１
)

０１２３４鉄輪



自然ゾーン

【扇山など湯けむり景観の背景となる
自然が存在するゾーン】
山側から温泉が流れるため、鉄輪温泉地区にとって
守っていくべき場所である

生活ゾーン

【住宅が多く存在しているゾーン】
観光客があまり行かない地区ではあるが、
他の地区と同様に整備していくべき地区である。商業・観光ゾーン

【旅館が建ち並び温泉街として
栄えているゾーン】
地獄めぐりの施設や温泉があり、観光地としての
機能を持っている場所である

３つのゾーンに分けられた

景観まちづくりの方向性 ０１２３４鉄輪



原風景形成期の景観の特性から

対象地区のゾーニングに関する意見抽出

景観まちづくりの方向性 ０１２３４明礬



自然ゾーン

【守りたい豊富な自然が存在するゾーン】
明礬温泉地区は山に囲まれており、山中には展望の良い場所や
運動ルートとなるような場所が存在する
しかし、現在では荒地の増加や河川の汚染が目立っている

景観まちづくりの方向性 ０１２３４明礬



生活ゾーン

【住宅が多く存在し、
住民専用の共同温泉を中心としたゾーン】

現在は商業の拠点となる売店が存在するが、全体として住民色
が強く、静かな雰囲気を持つ

景観まちづくりの方向性 ０１２３４明礬

自然ゾーン



商業・旅館ゾーン

景観まちづくりの方向性 ０１２３４明礬

自然ゾーン
【共同浴場や旅館とともに最も栄えてきたゾーン】
・西側は現在営業する旅館の数が減少してきているが、

商業機能が集中している地区である
・中央にある道は明礬温泉地区の歴史的にも主要な道であり、

現在も賑わいを見せる

生活ゾーン



コアゾーン

商業・旅館ゾーン

景観まちづくりの方向性 ０１２３４明礬

自然ゾーン 生活ゾーン

【二つのゾーンを繋ぐ役目を担い
コアと成り得るゾーン】

明礬温泉地区全体を見渡すことのできる視点場を有し、国道沿いの
最も目を引く明礬地獄が存在し、明礬のシンボルと成り得る地区である

自然ゾーン 生活ゾーン

商業・旅館ゾーン

４つのゾーンに分けられた



住民に対し、再度確認・意見抽出を行う

コアゾーンについて
・現在は商業の機能が主である
・昔は湯の花小屋があり、生活に関わりが深い

景観まちづくりの方向性 ０１２３４明礬



用途変化ゾーン

【生活用途から商業用途へと
土地利用が変遷してきたゾーン】

生活と商業の中間に位置し、他のゾーンとは異なる特徴を持つ
また、明礬温泉地区全体を見渡せる視点場を有し、最も目を引く
明礬地獄が存在する。

景観まちづくりの方向性 ０１２３４明礬



自然ゾーン 生活ゾーン

商業・旅館ゾーン

用途変化ゾーン

明礬温泉地区景観まちづくりの方向性

景観まちづくりの方向性 ０１２３４明礬



目指すべき景観の将来像

各要素の方向性を検討し
写真に書き込んでいく

スケッチ作業

各要素の規制の方針・将来像

モンタージュ写真
を用いた

アンケート調査

両地区において

(２
)

０１２３４



シーン抽出

現状のシーンに対象地区の景観の特徴が築かれた期間として抽出された

原風景形成期に見られた要素の状態をモンタージュする

モンタージュ写真作成

生活・生業・歴史
の要素による風景

住民や外来者の意見
によって抽出された風景

古写真による風景

シーン抽出

変化項目選定 モンタージュ作業

昨年度の調査
・アンケート
・タウンウォッチング
・ワークショップ

＋
古写真より
・歴史性
・生活、生業の関係性

変化項目

・電柱・電線 ・看板 ・工作物
・建築物 ・緑化 ・人工物

変化要素 ： 住宅壁面、障壁

【変化前】【変化後】

０１２３４



アンケート調査

① ＡとＢどちらか良いと思う方に○を付ける

② 写真の中で「良い」・・・○、「悪い」・・・△

ＡＢ

景観に対する歴史性を踏まえた
住民意見の傾向を把握

０１２３４



町並み景観 眺望景観

スケッチ作業による意見抽出

各要素の方向性を検討し写真に書き込んでいく

要素の規制の方向性に関する意見抽出

０１２３４



０１２３４鉄輪温泉地区



０１２３４鉄輪温泉地区



０１２３４明礬温泉地区



０１２３４明礬温泉地区



自然ゾーン 生活ゾーン

商業・観光ゾーン

得られた3つの結果をもとに

計画的課題の導出を行う

・行為規制の把握
・景観まちづくりの方向性
・目指すべき景観の将来像

計画的課題の導出３ ０１２３４鉄輪



自然ゾーン 生活ゾーン

商業・観光ゾーン

計画的課題の導出 ０１２３４鉄輪

得られた3つの結果をもとに

計画的課題の導出を行う

・行為規制の把握
・景観まちづくりの方向性
・目指すべき景観の将来像



自然ゾーン 生活ゾーン

商業・観光ゾーン

計画的課題の導出 ０１２３４鉄輪

得られた3つの結果をもとに

計画的課題の導出を行う

・行為規制の把握
・景観まちづくりの方向性
・目指すべき景観の将来像



自然ゾーン

生活ゾーン

商業・旅館ゾーン

用途変化ゾーン

計画的課題の導出 ０１２３４明礬



自然ゾーン

生活ゾーン

商業・旅館ゾーン

用途変化ゾーン

計画的課題の導出 ０１２３４明礬



自然ゾーン

生活ゾーン

商業・旅館ゾーン

用途変化ゾーン

計画的課題の導出 ０１２３４明礬



計画的課題を導出

・鉄輪温泉地区(商業・観光ゾーン)・・・

重点景観計画が存在するため現行法でルールを設けられている要素は多い
が、拘束力はないため、十分とは言えない状況であり、検討が必要がある

・鉄輪温泉地区(自然、生活ゾーン)、明礬温泉地区・・・

現行法で規制できる要素が少ないため、検討を行い新たな規制を設ける必
要がある

計画的課題 ０１２３４
各地区において、現行法で規制できる内容

・鉄輪温泉地区・・・自然、建築物

【重点景観計画範囲内】自然、建築物、屋外広告物、工作物、緑化

・明礬温泉地区・・・自然、建築物、木竹の植栽



行為規制・管理運営の現状調査より、今後景観方針を定める際に
参考となる現在ある制度が把握できた。

対象地区の景観の特性からゾーニングに関する意見抽出を行い、
景観まちづくりの方向性を導出した。

・鉄輪温泉地区では３つのゾーン

・明礬温泉地区では４つのゾーン

アンケート調査とスケッチ作業の結果より目指すべき景観の将来像
を導出した。

・鉄輪温泉地区では５つの要素に関する規制の方向性

・明礬温泉地区では８つの要素に関する規制の方向性

①、②、③より、計画的課題を導出した。

・鉄輪温泉地区(商業・観光ゾーン) ・・・ 現行法の検討が必要

・鉄輪温泉地区(自然、生活ゾーン)
・明礬温泉地区(4つのゾーン)

・・ 新たな規制を設ける必要

①

総括 ０１２３４

④

②

③
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