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本論は，由布院を対象とした都市計画，景観に関わる計画や条例の策定や運用プロセスを評価し，由布

院盆地における地域計画への「水」の影響を明らかにすることを目的とする.由布院において「水」は自
然環境や生活環境，農林畜産業や治水利水の営みを象徴する意味を持っており，一方で「景観」は観光ま

ちづくりを象徴する意味を有している.由布院における計画策定や条例運用では生活と観光の対立的関係
が合意形成の課題となることが少なくないが，「水」に着目した議論や判断の積み重ねが，こうした対立

的関係を超えた景観や開発に関する合意形成の拠り所となってきたと評価できる. 
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1.	 はじめに 
 
(1)	 由布院における地域の持続に向けた課題 
全国屈指の観光地である由布院は，そもそも農村とし

て地域社会を形成してきた地域である.由布岳をシンボ
ルとした山々，大分川等の水環境から構成される豊かな

自然環境とそこで営まれてきた農林畜産業の営みによっ

て維持されてきた水田や野焼きが行われる草原等が由布

院の景観や環境の基盤である.そして，その景観や環境
の価値を再発見し，表現することで多様な交流を生み出

してきた約半世紀に渡る観光まちづくりの蓄積が，今日

という時代を生きる我々の由布院の景観や環境に対する

見方をかたちづくっており，その価値を高めてきたと言

える. 
一方で，由布院の持つ価値の利用を目的とした開発圧

力は，特に 1980 年代から強まり，現在まで断続的に押
し寄せており，開発をどのように抑制し，受け入れるの

かという「成長の管理」（潤いのある町づくり条例第

11 条）は，由布院という地域の持続性を考える上で重
要な課題であり続けている. 

 
(2)	 由布院における地域計画の概要  
由布院では開発圧力に関する環境保全の取り組みが連

綿と行われてきている.それらの一連の計画や条例の中
で，1990 年に制定された「潤いのある町づくり条例
（以下「町づくり条例」とする）」は，1,000 ㎡以上の
開発行為等に対して，①届出に際し「近隣関係者の理

解」を得る，②開発基準（例：高さ，空地，排水率）に

よる指導，③地域住民によって構成する市長の諮問機関

「まちづくり審議会」という手続きを義務付けている．

これまで四半世紀以上に渡って 300件以上の開発案件の
協議を官民一体で行い，リゾートマンションや旅館，ホ

テル等の大規模開発をコントロールすることで，由布院

の環境保全において重要な貢献を行ってきた 1). 
平成の大合併によって成立した由布市では，由布院の

都市計画と景観のあり方を一体的に検討する場として，

地域住民によって構成された「湯布院景観協議会」を設

置し，約 3 年に渡って 30 回を超える議論を行い，「自
然環境の保全と大規模開発の抑制に向けた基準（案）

（平成 21 年 4 月）」「ゆふいん盆地米流通システム
（案）（平成 21 年 9 月）」「由布院盆地景観計画
（案）（平成 23年 3月）」」を策定した.これらの成果
を法定計画化したものが「由布市都市計画マスタープラ

ン」（平成 25 年 2 月）「由布市娯楽レクリエーション
地区内の建築制限の緩和に関する条例」改正（平成 21
年 10月）「由布院盆地景観計画（平成 25年 12月）」
である.筆者はこれらの検討について技術的な指導・助
言を一貫して行ってきた. 
 
(3)	 研究の目的  
本論では，由布院の持続的なまちづくりに向けた環境

保全の取り組みにおいて重要な役割を担ってきた住民組

織である「まちづくり審議会」と「湯布院景観協議会」

の議論をレビューし，そこで「水」についてどのような
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議論が行われ，計画・条例の策定や運用に影響してきた

のかについて明らかにするものである. 
 
 
2.	 まちづくり審議会における「水」の議論 
 
	 町づくり条例の基本理念は「美しい自然環境，魅力あ

る景観，良好な生活環境は湯布院町のかけがえのない資

産である.町民は，この資産を守り，活かし，より優れ
たものとすることに永年のあいだ力をつくしてきた.こ
の歴史をふまえ，環境に係わるあらゆる行為は，環境の

保全及び改善に貢献し，町民の福祉の向上に寄与すべき

ことを基本理念とする」と第２条に謳われている. 
	 まちづくり審議会は，この基本理念を実現するために，

住民の立場から開発内容について率直な意見交換を行う

場であり，開発基準で表現できないことや場所や時代に

応じて対応すべきことを意見としてまとめて答申してき

ている. 
 
(1)	 排水に関する議論 
	 条例制定以来審議が行われてきた 300件を超える審議
案件のうち，議事録が確認できた 126件の約半数におい
て「排水」に関する意見が答申に述べられており，「防

災」「交通」「自治会加入」等の他のテーマと比べても

２〜３倍多く，「排水」は最も頻度が高いテーマとなっ

ている.具体的には，開発が計画されている施設につい
て，その排水の環境基準を「BOD10ppm以下」とする指
導がされてきており，その答申を受けて合併処理浄化槽

を設置した事例は少なくない.議事録が確認できていな
い時期の審議会委員や行政担当者へのヒアリングから，

こうした「排水」に関する指導は，条例制定以来四半世

紀に渡って一貫して行われてきたことがわかった. 
	 こうした指導が行われてきた背景としては，①由布院

の住民は大分川最上流域に住む者としての責務を持って

いるという住民意識，②由布院盆地の水は農業用水とし

て利用されており，元来水質に関する住民の関心が高い，

③ホタル生息保全等の環境保全に関する住民意識が高い

と言ったことが挙げられる.すなわち「排水」に関する
議論は，歴代の審議委員が「自然環境」「生活環境」

「農林畜産業による営み」に対する配慮を重要視してき

たことのあらわれと言える. 
 
(2)	 防災に関する議論 
	 由布院盆地では近年大雨による洪水や土砂災害の発生

の頻度が高まってきており，くわえて平成 28 年の熊本
地震でも大きな被害が発生しており，防災に関する意識

が高まってきているが，まちづくり審議会ではそれら以

前より防災に関する議論が行われてきている. 

	 まちづくり審議会では，開発による地形や環境の変化

によって大雨や地震時の地域への被害が拡大するおそれ

がないか審査が行われてきており，議事録が確認できた

126 件のうち約７件に１件の割合で「防災」に関する意
見が答申されてきている. 
	 特に由布院盆地では水害や土砂災害への意識が高く，

「山」が適切に管理されることが，盆地内の災害危険性

を抑えることにつながると認識されており，「山」にお

ける開発と盆地内への「水」の流れ込みを一体的に捉え

た議論が行なわれている. 
 
(3)	 その他の議論 
	 まちづくり審議会では，その他にも「地域交通へ過度

の負担がかからないか」「住民の交通安全に負の影響が

ないか」「近隣関係者の理解は十分に得られているか」

「入居者は自治会に加入し，地域活動に参加するか」等，

生活者の目線から様々なテーマについて審査が行われて

きている.由布院という農村社会に存在する地域コミュ
ニティとの信頼関係を構築し，今後の地域づくりの一員

となっていくことを起業者や入居者に求める姿勢をまち

づくり審議会は一貫して持ってきた. 
	 一方で，観光まちづくり的な観点からも建築物や屋外

広告物の規模や形態・意匠，緑化等について意見が出さ

れており，由布院の住民の「景観」に関する意識の高さ

があらわれている.特に，住民のシンボルである由布岳
への眺望は関心が高く，ここにも「山」への関心の高さ

を読み取ることができる. 
 
 
3.	 湯布院景観協議会における「水」の議論 
 
	 湯布院景観協議会は，「由布市景観マスタープラン

（平成 21 年 3 月）」に記載された「湯布院地域の景観
まちづくりの課題」への対応について，地区住民で話し

合う場として設置された. 
	 特に旅館・ホテル等の開発が盆地の山腹部にスプロー

ルしている傾向に対して「山の適切な管理」「防災」と

言った観点から危機意識が高く，第一に「自然環境の保

全と大規模開発の抑制に向けた基準（案）（平成 21 年
4月）」に関する議論が行なわれた. 
	 盆地の山腹部での開発を抑制する施策を検討するため

に，その根拠となる盆地全体の「土地利用ゾーニング」

を議論した.その際に重要な課題となったのは，あるラ
インから上を開発抑制エリアと決めるための「根拠」で

あった．	  
高さとしては，現地調査において「大体あのあたり」

というメンバーの意見が概ね一致していたことを受けて，

その共通認識をより具体的に議論し，現行の開発状況や
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これまでの開発に関する議論，土石流危険渓流箇所等の

位置から，標高490～500ｍ付近が開発抑制をする境界線
として適当であることを確認した.これに対して都市計
画区域のラインは広すぎて「根拠」としては適当ではな

かった． 
メンバーで悩みながら議論をしていた際，標高490～

500ｍ付近に「給水区域」の上限が存在していたのでは
ないかと参加者の一人が発言した．早速調査を行い，そ

の上限のラインを整理してみると概ね標高490m付近と
なっており，開発抑制の境界線として適切であったこと

から，これを根拠として盆地全体の土地利用ゾーニング

を策定することができた2). 
	 湯布院景観協議会では，景観まちづくりに関する議論

において「給水区域の上限」を根拠として開発を抑制し，

環境や景観を保全するエリア設定の合意が形成された. 
 
 
4.	 由布院の地域計画における「水」の役割 
 
	 まちづくり審議会と湯布院景観協議会における議論を

「水」に着目してレビューしてきたが，ここでは由布院

の地域計画策定や条例の運用において「水」とはどのよ

うな役割を担っているのかについて考察を深めたい.	  
	 由布院における計画策定や条例運用では，住民の生活

や農林畜産業の営みを重視する方々と由布院の観光面で

の質や魅力の維持を重要視する方々との意見の食い違い

や対立的関係が合意形成の課題となることが少なくない. 
	 まちづくり審議会における議論のレビューからわかる

ように，由布院の住民にとって「水」という言葉は自然

環境や生活環境，農林畜産業や治水利水の営みを象徴す

る意味を持っている.その一方で，「景観」という言葉
は観光まちづくりを象徴する意味を有している.まちづ
くり審議会では景観に関する議論も行われているものの，

四半世紀に及ぶ議論において排水や防災と比較すると関

心の度合いは相対的に低かった. 

	 湯布院景観協議会で景観保全を目的とする計画の内容

が「水」を拠り所として合意されたことは，由布院にお

けるこうした「水」と「景観」の関係を象徴的にあらわ

している.「水」に着目した議論や判断の積み重ねは，
生活と観光の対立的関係を超えて景観や開発に関する合

意を形成する際の拠り所となることが湯布院景観協議会

の議論から読み取れた. 
	 また，土砂災害や水害に対する防災意識の高い由布院

の住民は，防災面からも「水」に対する意識を持ってお

り，山や草原，水田の適切な維持・管理の持続性に関す

る問題意識が高く，盆地全体（山〜平地）を一体的な環

境として捉える感覚を持っていると言える. 
 
 
5.	 おわりに 
 
	 由布院のように農村社会として成立してきた地域にお

いて，狭義の「景観」にとどまることなく，自然環境や

人々の暮らし，営みを含めた全体としての景観の保全，

改善について議論を行うためには，「水」に着目したス

トーリの構築が有効であった. 
	 まちづくり審議会や湯布院景観協議会では，由布院盆

地全体の環境容量に対応した開発抑制のあり方に関する

意見が少なくない.湯布院景観協議会では「給水区域の
上限」を根拠として開発抑制の方向性を合意できたが，

今後は由布院盆地や大分川流域の環境容量を考慮した

「成長の管理」基準の検討が必要であろう. 
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Impact of "the water" on regional planning of the Yufuin plateau 

 
Tadashi TAKAO 

 
This paper evaluates the formulation and management process of the plans and ordinances relating to 

the landscape and town planning of Yufuin, and aims to clarify the impact of ‘water’ on the regional 
planning of the Yufuin plateau. In Yufuin, ‘water’ symbolizes the natural and living environments, the 
agriculture and forestry businesses, flood control and water utilization, while on the other hand, ‘land-
scape’ symbolizes the town planning based on tourism. The majority of challenges to the plan formula-
tion and ordinance management involve consensus building between conflicting livelihoods and tourism. 
However, it is appreciated that the accumulation of decisions and discussions focused on 'water' have be-
came a foundation for a build-up of consensus on landscape and development over and beyond such an-
tagonism. 
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