

景観アドバイザー事業実施要領

（趣旨）
第１条　この要領は、熊本県景観条例（昭和６３年熊本県条例第７号。以下「条例」という。）の円滑かつ適正な運用を図り、県土の景観形成の推進に資するため、景観アドバイザー事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）
第２条　景観アドバイザー（以下「アドバイザー」という。）の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
　(1) 景観法第１６条又は条例第７条の規定による知事の勧告等についてのアドバイスに関すること。
　(2) 市町村が実施する景観形成促進事業や市町村景観計画の策定等に対する知事の指導についてのアドバイスに関すること。
　(3) 景観形成住民協定の締結の促進や民間の景観形成活動の促進についての知事の指導に対するアドバイスに関すること。
　(4) 県民又は事業者等が行う良好な景観形成のための活動及び景観を活かしたまちづくり活動等についてのアドバイスに関すること。
　(5) 県又は市町村が行う公共事業等の景観形成についてのアドバイスに関すること。
　(6) 前各号に掲げるもののほか、景観形成の推進に必要な専門的なアドバイスに関すること。

（依頼等）
第３条　アドバイザーは、人格が高潔で、景観形成に関して専門知識及び経験を有する者のうちから、知事が選任し、依頼のうえ、景観アドバイザー名簿に登録する。

（任期）
第４条　アドバイザーの任期は２年とし、再任を妨げない。

（アドバイス依頼等）
第５条　知事は、アドバイザーのアドバイスを必要とする案件が生じた場合は、第３条第１項により依頼したアドバイザーのうち適当と認める者に対して、当該案件に対するアドバイスを求めるものとする。

（守秘義務）
第６条　アドバイザーは、所掌事務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。アドバイザーを退いた後も同様とする。

（謝金及び費用弁償）
第７条　アドバイザーが所掌事務に従事した場合は、別に定めるところにより、予算の範囲内において謝金を支給し、費用弁償を行うものとする。

（雑則）
第８条　この要領に定めるもののほか、景観アドバイザー事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

　附　則
　この要領は、昭和６３年６月１日から施行する。
　附　則
　この要領は、平成２０年４月１日から施行する。
　附　則
　この要領は、平成２５年５月２１日から施行し、平成２５年４月1日から適用する。
　





























　　　　　　　　　　　　景観アドバイザ－事業の取扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　昭和６３年  ６月  １日
                                                     変更　平成１２年  ４月  １日
                                                     変更  平成１３年  ４月  １日
                                                     変更  平成１９年  ４月  １日
                                                     変更  平成２０年  ８月２０日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 変更  平成２１年  ７月２１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 変更　平成２５年　５月２１日

　景観アドバイザ－事業の実施については、「景観アドバイザ－事業実施要領」に定めるほか、次に定めるところにより取り扱うものとする。

１　景観アドバイザ－
　　景観アドバイザ－は、別紙の者をもってあてる。

２　アドバイス依頼等の事務処理
　(1) 届出に伴うアドバイス依頼
　　　地域振興局長は、届出事項に係る指導、助言等の内容が高度かつ専門的な技術的判断を要し、景観アドバイザ－のアドバイスを必要と認めるときは、当該振興局の指導等の案を付して別記第１号様式により土木部長にその旨依頼するものとする。
　(2) 市町村・県民等の申出に基づくアドバイス依頼
　　　地域振興局長は、市町村・県民等から景観相談を受けた案件のうち、景観形成に効果が大きいと認めるものについて、当該振興局の意見を付して別記第２号様式により土木部長に景観アドバイザ－のアドバイスを依頼するものとする。
　(3) 県民・事業者の景観形成に関する活動等に係るアドバイス依頼
　　　県民・事業者で、良好な景観形成に関する活動を実施するにあたり、専門的な助言を必要とし、景観アドバイザーの派遣を希望するときは，別記第３号様式により、知事に依頼するものとする。
　(4) 市町村が行う公共事業等に係るアドバイス依頼
　　　市町村長は、公共事業等を実施するにあたり、専門的な技術的判断を要し、景観アドバイザーの派遣を希望するときは、別記第４号様式により、知事に依頼するものとす
る。
　(5) 県が実施する公共事業等に係るアドバイス依頼
　　　庁内各課長及び地域振興局長は、所管する公共事業等を実施するにあたり、専門的な技術的判断を要し、景観アドバイザーの派遣を希望するときは、別記第５様式により、土木部長に依頼するものとする。
　(6) 景観アドバイザ－に対するアドバイス依頼
　　　知事又は土木部長は、(1) ～(5) のほか特に景観アドバイスを必要と認める場合には、別記第６号様式により１に掲げる景観アドバイザ－のうち適当な者に対し、アドバイスを依頼するものとする。
　(7) 派遣決定通知
　　　知事又は土木部長は，前項の規定による派遣申請があった場合，申請内容を検討の上，アドバイザーの派遣を決定し，その旨を景観アドバイザー派遣決定通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。
(8) 実施報告
　　アドバイザーの派遣を受けた者は，アドバイザーの派遣終了後速やかに，景観アドバイザー派遣実施報告書を熊本県知事（別記第９号様式）又は土木部長（別記第８号様式）に提出するものとする。

３　その他
　(1) 景観アドバイザ－に対する謝金は、その従事時間１時間当たり5,000 円とし、実費の費用弁償を行うものとする。
　(2) その他景観アドバイザ－事業の実施に関することは、都市計画課景観公園室と関係地域振興局等との協議により処理するものとする。


 別記第１号様式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　土木部長,　　　　　)土木部長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域振興局長　　印　　　

景観アドバイザ－に対するアドバイス依頼について
　このことについて、下記のとおりアドバイスを受けたいので、よろしくお願いします。
記
案
件
の
概
要
所在地,　　　　　　　　　 )所在地

　　　　　　　市･町･村 　　　　　町　　　　　　番地

所有者,　　　　　)所有者
又は
管理者,　　　　　)管理者
住　所

　　　　　　　市･町･村 　　　　　町　　　　　　番地


氏　名


種別及び行為の内容


地域・地区等の別,　　　　　　　　　 )地域・地区等の別
景観形成・特定・大規模
届出　　要　・　否
ア
ド
バ
イ
ス
希
望
事
項
希望事項,　　　　　　　　　 )希望事項


希望アドバイザ－の
氏名又は分野,　　　　　　　　　 )氏名又は分野


希望年月日,　　　　　　　　　 )希望年月日
年　　　　月　　　　日　希望

その他の参考事項,　　　　　　　　　 )その他の参考事項

　（備考）・参考資料等があれば、添付すること。
　　　　　・地域振興局の指導案があれば、添付すること。
別記第２号様式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　土木部長,　　　　　)土木部長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域振興局長　印

　　　　　　　　　　　景観アドバイザ－のアドバイス依頼について
　このことについて、下記のとおりアドバイスを受けたい旨申し出があったので、よろしく取り計らいくださるようお願いします。
記
申
出
者
住　　　　　　所

市･町･村 　　　　町　　　　　番地

氏　　　　　　名

ア
ド
バ
イ
ス
依
頼
の
概
要
案件の所在地,　　　　　　　　 )案件の所在地

市･町･村 　　　　町　　　　　番地

案件の種別及び,　　　　　　　　 )案件の種別及び
行為の内容,　　　　　　　　 )行為の内容


地域・地区等の別
景観形成　・　特定　・　大規模　・　その他

アドバイス,　　　　　　　　 )アドバイス
依頼事項,　　　　　　　　 )依頼事項


その他の参考事項

　（備考）・参考資料等があれば、添付すること。
　　　　　・地域振興局の意見があれば添付すること。


別記第３号様式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　熊本県知事　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請者）
住所　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏名　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　景観アドバイザ－に対するアドバイス依頼について
　このことについて、下記のとおりアドバイスを受けたいので、景観アドバイザーの派遣を依頼します。
記
案件の概要
所　　在　　地
市･町･村 　　　　町　　　　　番地

種　　　　　別
（該当するものに○印を記入すること）
・景観形成活動（住民協定、まちづくり事業、緑化事業）
・建築物の建築又は工作物の築造
・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

内容・規模等



アドバイス希望事項
希　望　事　項




希望アドバイザーの氏名又は分野


希　望　日　時

所属名・担当者職氏名
連絡先(電話・FAX番号､
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ)

（備考）・参考資料等があれば、添付すること。
　　　　・案件の位置及び派遣希望場所の位置を示す付近見取り図等を添付すること。
別記第４号様式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　熊本県知事　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村長　　　　　印　　　

景観アドバイザ－に対するアドバイス依頼について
　このことについて、下記のとおりアドバイスを受けたいので、景観アドバイザーの派遣を依頼します。
記
案
件
の
概
要
対象事業・施設名等


所在地,　　　　　　　　　 )所在地

　　　　　　市･町･村 　　　　　町　　　　　　番地

所有者,　　　　　)所有者
又は
管理者,　　　　　)管理者
住　所

　　　　　　　市･町･村 　　　　　町　　　　　　番地


氏　名


対象事業・施設等概要（事業規模、内容、予算、スケジュール等）


地域･地区の該当状況
景観形成地域　・　特定施設届出地区　・　該当なし
ア
ド
バ
イ
ス
希
望
事
項
希望事項,　　　　　　　　　 )希望事項


希望アドバイザ－の
氏名又は分野,　　　　　　　　　 )氏名又は分野


希望年月日,　　　　　　　　　 )希望年月日
年　　　　月　　　　日　希望

その他の参考事項,　　　　　　　　　 )その他の参考事項

所属名・担当者職氏名
連絡先(電話・FAX番号､
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ)

　（備考）参考資料等があれば、添付すること。
別記第５号様式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　土木部長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業実施課長又は地域振興局長　　印　　　

景観アドバイザ－に対するアドバイス依頼について
　このことについて、下記のとおりアドバイスを受けたいので、景観アドバイザーの派遣を依頼します。
記
案
件
の
概
要
対象事業・施設名等


所在地,　　　　　　　　　 )所在地

　　　　　　市･町･村 　　　　　町　　　　　　番地

所有者,　　　　　)所有者
又は
管理者,　　　　　)管理者
住　所

　　　　　　　市･町･村 　　　　　町　　　　　　番地


氏　名


対象事業・施設等概要（事業規模、内容、予算、スケジュール等）


地域･地区の該当状況
景観形成地域　・　特定施設届出地区　・　該当なし
ア
ド
バ
イ
ス
希
望
事
項
希望事項,　　　　　　　　　 )希望事項


希望アドバイザ－の
氏名又は分野,　　　　　　　　　 )氏名又は分野


希望年月日,　　　　　　　　　 )希望年月日
年　　　　月　　　　日　希望

その他の参考事項,　　　　　　　　　 )その他の参考事項

　（備考）参考資料等があれば、添付すること。
別記第６号様式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都計第　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　景観アドバイザ－
　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本県知事　　　　　　　　印　
　
アドバイス依頼について,　　　　　　　　　　　　　　　　)アドバイス依頼について

　このことについて、下記のとおりアドバイスをいただきたいので、よろしくお願いします。
記
案
件
の
概
要
所在地,　　　　　　　　 )所在地

　　　　市･町･村 　　　　町　　　　　番地

所有者,　　　　)所有者
又は
管理者,　　　　)管理者
住　所

　　　　市･町･村 　　　　町　　　　　番地


氏　名


種別及び行為,　　　　　　　　 )種別及び行為
の内容,　　　　　　　　 )の内容


地域・地区等の別
景観形成　・　特定　・　大規模　・　その他
ア
ド
バ
イ
ス
希
望
事項
依頼事項,　　　　　　　　 )依頼事項


希望年月日,　　　　　　　　 )希望年月日
　年　　　月　　　日　希望

希望場所,　　　　　　　　 )希望場所

　　　　市･町･村 　　　　町　　　　　番地

その他の参考事項

　※　上記表内容については、依頼内容（の様式）に応じて変更する。

承　諾　書


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日


　熊本県知事,　　　　　　)熊本県知事　　　　　　　　様



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　印


　平成　　年　　月　　日付け都計第　　号で御依頼の景観アドバイスにつきましては承諾します。








※後日、報償費等をお支払いしますので、御利用の口座を御記入ください。
金融機関名,　　　　　　)金融機関名
　　　　銀行　　　　　　　　　支店
預金種目,　　　　　　)預金種目
1 普通　　　2 当座　　　3 その他（　　　　　　）
口座番号,　　　　　　)口座番号


口座名義人
ﾌﾘｶﾞﾅ
氏名

住所



（別記様式第７号）
第　 号
平成 　年　 月 　日


申請者 様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本県知事又は土木部長


景観アドバイザー派遣決定通知書
平成 年 月 日付けで依頼のありました景観アドバイザーの派遣について、次のとおり派遣を決定したので、通知します。
なお、終了後は速やかに実施報告書を提出して下さい。

１ アドバイザー氏名


２ 派遣日時


３ 派遣場所


４ 備考










　　　　　  担当：熊本県土木部道路都市局都市計画課景観公園室景観班
電話：０９６－３３３－２５２２　

（別記様式第８号）
平成　 年 　月 　日

土木部長　様
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業実施課長又は地域振興局長　　　印

景観アドバイザー派遣実施報告書
平成 　年　 月　 日付け都計第　 号通知により、景観アドバイザーの派遣を受けた事業の実施について、次のとおり報告します。
記
景観アドバイザー氏名


日　　　　　　時


場　　　　　　所


相　談　事　案


景観アドバイザーの
助言内容等
※写真等添付のこと


担当者職氏名





（別記様式第９号）
平成　 年 　月 　日

熊本県知事　様

（申請者）
住所　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏名　　　　　　　　　　　　　印

景観アドバイザー派遣実施報告書
平成 　年　 月　 日付け都計第　 号通知により、景観アドバイザーの派遣を受けた事業の実施について、次のとおり報告します。
記
景観アドバイザー氏名


日　　　　　　時


場　　　　　　所


相　談　事　案


景観アドバイザーの
助言内容等
※写真等添付のこと


所属名及び
担当者職氏名



※　申請者が、県民・事業者、市町村である場合に使用

