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１ 廿日市市景観計画策定の背景と目的

廿日市市は、平成15年の旧佐伯町と旧吉和村、平成17年の旧大野町と旧宮島町との二

度の合併により市域が拡大しました。これにより、本市は南北に長く、西中国山地の山間部

から島しょ部を含むこととなり、その地形や気候風土、土地利用等を基盤とする多様な景観

を有するまちになりました。

しかしながら、市内全域で沿道型サービス施設に付随する様々な色彩・形態の屋外広告物

による景観阻害がみられる他、市街地では、宅地開発に代表される郊外型の住宅地の増加に

伴う地形改変や樹林地の減少、沿岸部の大規模建築物の増加に伴う宮島からの眺望変化、新

旧の建物の混在による町並み景観の混乱等がみられるなど、景観的な課題が顕在化していま

す。

このような中、国においては、「美しい国づくり政策大綱」（平成15年7月）の15の具

体的施策に掲げられた「景観に関する基本法制度の制定」を具体化した、我が国初めての景

観に関する総合的な法制度である「景観法」が、平成17年6月1日に完全施行されまし

た。景観法制定以前は、各自治体が、独自の条例等に基づき景観基本計画等の計画を策定・

施行していましたが、この景観法によって、自治体が策定する計画に法的な根拠が与えられ

ることとなりました（法第8条）。

また、平成19年度に実施した市民アンケート調査※1の結果をみると、「豊かな自然の景

観を大切にしたい（約73％※2）」や「社寺の景観を大切にしたい（約70％※2）」など本市

の自然や歴史を表す優れた景観の保全の重要性や、景観形成に関するルールづくりの必要性

（約78％※３）などに対する市民の意識は、比較的高いと考えられます。
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※1：被験者数1,000人、有効回答数322
※2：15の選択肢から最大5つまでの回答を求めた設問の延べ人数から算出
※3：いくつかのルールの設け方を提示し、「ルールを設けない方がよい」、「わからない」、「その他」、「無回答」を除いた割合
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「大切にしたい景観」に関するアンケート結果

「景観形成に関するルールづくり」に関するアンケート結果
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郊外に開かれたニュータウンのまちなみの景観

市街地に迫った緑豊かな丘陵の景観

年中行事の景観

山の頂上や高台からの眺め
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商店街などの商業のにぎわいの景観

カキ筏が広がる海や海岸の景観

市街地の景観

幹線道路沿道の景観

内陸部や道路沿いに広がる田園地帯の景観
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豊かな自然の景観
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歴史的なまちなみの景観
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0.9%

わからない
9.3%

無回答

8.7%



序章 廿日市市景観計画とは

3

そこで、本市では、合併によって旧5市町村からみれば互いに「新たな景観」が加わった

ことを踏まえ、景観法に基づく「景観行政団体」（法第7条）となり、これらの景観の個性

や価値を尊重しつつ、一つの共同体としての景観に対する共通認識の醸成と共通ルールの設

定、個性豊かな景観を中心とした新たなまちづくりの施策を展開、景観法に基づく指導を実

施することを目的として、「廿日市市景観計画」を策定しました。

■景観形成の意義

景観形成は、単に視覚的に美しい景観を守り育てるというだけではなく、快適で住みやす

いまちづくりや、賑わいや活力のある地域づくりにつながるものです。

生活環境の快適性の向上

景観形成を推進することは、「美しい町並みの創出」、「緑豊かで安全に歩ける街路の

整備」、「親水性の高い水辺の形成」など、安らぎや潤いのある質の高い生活環境の向上

につながります。

地域の魅力・個性の創出や向上

自然や歴史・文化、生活様式や産業など、地域性溢れる資源を活かした景観の形成は、

地域の魅力や個性の創出・向上と、それに伴う地域の活性化（定住人口の増加、経済活動

の活性化等）につながります。

地域に対する愛着や誇りの醸成と地域の人々の交流の活性化

地域の景観を再確認・再発見し、地域の人々が協力して、より良い景観の形成に取り組

むことは、自らが生活する“ふるさと”に対する愛着や誇りを醸成するとともに、人々の

交流を活性化させ、活力のある地域づくりにつながります。

地域経済の活性化

多くの人々が “訪れたい”、“住みたい”と感じる魅力ある景観の形成は賑わいを生み

だし、観光客の増加や商業施設の集客力の増加、ビジネスチャンスの創出など、地域経済

の向上につながります。

優れた財産の継承

先人から受け継がれてきた良好な景観を守り、活かし、さらにより良い景観を創出する

ことは、全ての人々が共有する大切な財産を後世に継承していくことにつながります。

③景観法の制定

景観法制定による景観に関する制度の充

実、強化 など

①市域の拡大

合併による市域の拡大と、それに伴う景観

の多様化 など

②景観的課題の顕在化

宅地開発に伴う地形改変、宮島からの眺望

の変化、屋外広告物による景観阻害 など

◎一つの共同体としての景観に対す

る共通認識の醸成や共通ルールの

設定

◎個性豊かな景観を中心とした新た

なまちづくり施策の展開

◎法に基づく指導の実施

＜背景＞

＜目的＞

④市民意識の高まり

優れた景観保全の重要性、景観形成に関す

るルールづくりの必要性の認識 など
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廿日市市景観計画

「良好な景観の創出」

「優れた景観の保全」

「廿日市市景観計画」の位置づけ

①合併以前の景観関連施策

「廿日市市景観基本計画」

「宮島・大野地域景観形成基本計画」

「大野町景観形成のためのガイドプラン」

「西中国山地国定公園周辺地域景観形成基

本計画」等の旧 5市町村景観関連施策

②広島県の施策

「ふるさと広島の景観の保全と創造に関する

条例」（H3）に基づく計画、基準
市 民事業者

市(行政)

第5次廿日市市総合計画

～世界遺産を未来につなぎ、多彩な暮らしと文化を育む都市・はつかいち～

基本目標：『新たな魅力と活力を創出し、交流するはつかいち』

【政策目標】：はつかいちならではの個性を育み、誇り・愛着がもてるまちに

【重点的取り組み】：「都市景観と自然景観が調和した美しいまちをつくる」

２ 廿日市市景観計画の位置づけ

（１）市民・事業者・市（行政）が協働して取り組む計画

地域の特色を生かした景観形成や、魅力ある都市景観の形成などの「良好な景観の創造」、

及び、瀬戸内海国立公園や西中国山地国定公園などの自然景観や、宮島の町家通り等に代表

される歴史的景観などの「優れた景観の保全」を行うため、市民、事業者、市（行政）が協

働して取り組む計画です。

（２）第5次廿日市市総合計画を具体化するための計画

第5次廿日市市総合計画では、基本目標の一つである『新たな魅力と活力を創出し、交流

するはつかいち』の政策目標として「はつかいちならではの個性を育み、誇り・愛着がもて

るまちに」を設定し、重点的取り組みとして「都市景観と自然景観が調和した美しいまちを

つくる」を位置付けています。本計画は、これを具体化するための計画です。

（３）これまでの取り組みを継承・発展させる計画

合併以前の5市町村では、それぞれの地域の景観的な特徴を捉えて、「廿日市市景観基本

計画」、「宮島・大野地域景観形成基本計画」、「大野町景観形成のためのガイドプラン」、「西

中国山地国定公園周辺地域景観形成基本計画」等、景観の保全や形成に係る各種施策が展開

されていました。一方、広島県では、「ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例」（平

成3年3月）を定め、景観施策を展開しています。この条例第9条に基づいて、宮島・大

野地域に係る「宮島・大野地域景観指定地域おける指定地域基本計画」（平成3年12月）、

吉和地域に係る「西中国山地国定公園周辺地域における景観形成に関する基本計画」（平成

5年2月）が策定され、それぞれ景観形成基準が設定されています。また、廿日市地域につ

いては大規模行為届出対象地域に指定されています。

『廿日市市景観計画』と景観計画を担保する基本条例となる『廿日市市景観条例』は、こ

れら従来の景観関連施策を継承し、発展（市域全域に適応したルールの設定等）させるもの

です。

連携

廿日市市景観条例

具体化

継承

発展

協働
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３ 廿日市市景観計画の役割と効果

「廿日市市景観計画」は、『市(行政)と市民・事業者が一丸となって「廿日市市の景観形成」

を推進するための指針』、『新しい廿日市市の「総合的な景観形成」を推進するためのしくみ

やルール』という２つの大きな役割があります。

また、「廿日市市景観計画」には、市民・事業者・来訪者・市（行政）それぞれにとって、

次のように様々な効果が期待されます。

廿日市市景観計画に期待される効果

○法律による景観行政の発展

○景観行政の一元化

○景観行政を支える力強いパートナー

との協働（市民協働のきっかけ）

など

○観光・リゾート地の魅力の向上

○地域の自然や歴史、社会に関する

理解の深化

○地域に根ざした色あせない様々な

魅力の提供（リピーターへの進展）

など

■市（行政）にとって■

■来訪者にとって■

廿日市市景観計画の役割

②新しい廿日市市の「総合的な景観形成」

を推進するためのしくみやルール

①市(行政)と市民・事業者が一丸となって

「廿日市市の景観形成」を推進するため

の共通の指針

一丸となった

「廿日市市の景観形

成」の推進

市(行政)
事業者

国・県等関係機関

新しい廿日市市における
総合的な景観形成の推進

「ふるさと広島の景観の保全と創造に関す
る条例」に基づく計画、基準や合併前から
の各種施策

景観法による制
度の充実と強化

合併による市域の拡大と
景観的な課題の顕在化

市 民

○美しく快適な住環境の保全・創出

○地域への誇りと愛着の醸成

○住民主体のまちづくり推進

○経済への波及効果（地域の活性化、

資産価値の向上） など

■市民・事業者にとって■
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■景観計画における「景観」とは

本計画では景観及び景観に関連する事項を以下のように定義します。

【景観】

「景観」は、眺められる対象とその対象を眺める人間との関係があって初めて視覚

的に認識されるものであり、一般的には「人々の目に映る地形や地物（樹林や農地、

建築物、工作物等）の様」とされています。また、「景観」は、眺める人間の感じ方

や心のあり様、眺める場所（視点場）やその場の雰囲気等によって、印象が異なるも

のでもあります。

つまり「景観」は、地域の風土の基盤をなす自然環境を根幹として、その風土に対

応して築かれてきた歴史・文化や社会経済活動といった人々の社会生活の態様により

形成され、今後も変化していくものであり、「景観」として目に見えるものと、その

背後にある地域性や歴史性等の関係を認識することによってはじめて「景観」の全体

像が把握できるものと考えられます。

本計画では、「景観」を「目に映るものだけではなく、廿日市市の風土と、そこに

育まれてきた歴史・文化や人々の暮らしや営みを総合的に表すもの」と定義します。

【景観形成】

本計画における「景観形成」は、「市民・事業者・行政が一体となって優れた景観

を保全し、良好な景観を新たに創出することによって、より質の高い廿日市市の景観

を形成すること」と定義します。

【景観構成要素】

本計画における「景観構成要素」は、山や川、道路、建築物等、「景観を構成する

地形や地物」と定義します。

【景観資源】

景観構成要素の中でも、特に中心となる構成要素（例：大峯山の森林、歴史的な町

並み等）や、それだけで特徴的な景観を表す構成要素（例：女鹿平山、万古渓、嚴島神社
め が ひらやま ばんこ け い いつくしまじんじゃ

等）を「景観資源」と定義します。なお、地域の歴史や文化を伝える伝統芸能（神楽

や祭り等）は、地形や地物ではありませんが、地域の景観を印象づける重要な要素で

あることから景観資源として位置づけます。

景観構成要素

目に映るもの

歴史・文化

自然環境

生活・産業

景観構成要素

景観構成要素

背後にある廿日市市の風土など

総合的に捉えた

ものが「景観」

視点場
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４ 廿日市市景観計画の見方

廿日市市景観計画は、廿日市市における景観形成施策のマスタープランであり、この計画に基づき各種施策を展開することにより、直接的・間接的な景観形成を図っていきます。

本計画を参考として、積極的に景観形成に取り組むことができるように考えています。

『景観法に基づく事項を確認したい』

⇒第Ⅴ章 景観法に基づく事項
第Ⅱ章、第Ⅲ章、第Ⅳ章に示した景観形成に関する考え方に基づき、今後の廿日市市の景観形成に関する基本的なルールとして、景観法に基づいて景観計画に定める事項を提示しています。

『廿日市市全域としての重点的な課題、

方針を知りたい』

⇒第Ⅲ章 景観形成の基本理念と基本方針
本市における良好な景観の形成に関する基本

理念・基本方針を提示しています。

本市の景観をより良いものにするための考え

方や取り組み、行動等の手がかりや、市民や事業

者への理解・協力を深めるきっかけとします。

１ 廿日市市における景観形成上の重点課題

（P６7～６8）
・地域別の景観的な課題を踏まえた全市的な重

点課題を整理

２ 景観形成の基本理念と基本方針
（P６9～71）

・本市の景観形成の基本理念と基本方針を提示

３ 景観形成の役割分担（P７2～７3）
・景観形成を進める上での市民、事業者、市の

役割分担を提示

『廿日市市の景観の特徴を知りたい』

⇒第Ⅰ章 廿日市市の概要
本市の景観の基本的な背景として、位

置や成り立ち、地形・土地利用を整理し、

基本的な景観の特性を記載しています。

１ 廿日市市の位置（P9）

・広島県内における本市の位置を提示

２ 廿日市市の成り立ち

（P１０）

・本市の景観の成り立ちを整理

３ 地形と土地利用（P１１～１３）

・本市の地形と土地利用を整理

４ 景観の特徴（P１4）

・本市の景観の特徴を整理

『廿日市市景観計画で対象とする区域を知りたい』

⇒１ 景観計画の区域（必須事項）（P92）

・景観法第８条第２項第１号に基づき景観計画区域を提示

『廿日市市としての景観形成の方針を知りたい』

⇒２ 景観形成の方針（努力義務）（P93～94）
・景観法第８条第３項に基づき本市の景観形成の方針を提示

『制限に関することを知りたい』

⇒３ 景観形成のための行為の制限に関する事項（必須事項）
・景観法第８条第２項第２号に基づき届出対象行為と手続きの考え方、具体的な行為別の景観形成

基準を提示

届出の必要がある行為は⇒（１）届出対象行為（P95～97）

届出に関する手順は ⇒（２）事前協議（P98）

基準の内容は ⇒（３）景観形成基準（P99～118）

『景観法で定められるその他の事項について知りたい』

景観上重要な建造物や樹木に関することは

⇒４ 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針に関する事項（必須事項）（P119～120）

・景観法第８条第２項第３号に基づき景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方針を提示

（１）景観重要建造物の指定の方針 （２）景観重要樹木の指定の方針

屋外広告物に関することは

⇒５ 屋外広告物の表示等の制限に関する事項（選択事項）（P121～122）

・景観法第８条第２項第４号に基づき屋外広告物の表示等の制限に関する考え方等を提示

（１）基本的な考え方 （２）行為の制限に関する考え方

景観上重要な公共施設の整備に関することは

⇒６ 景観重要公共施設の整備等に関する事項（選択事項）（P123）

・景観法第８条第２項第４号に基づき景観重要公共施設の整備に関する考え方等を提示

『地域ごとの景観の現況・問題

点・課題・方針を知りたい』

⇒第Ⅱ章 地域別の景観形成

のあり方
景観特性や今後の施策展開の観点か

ら地域区分を行い、それぞれの地域につ

いての景観の特徴や個別の課題を整理

するとともに、地域別の景観形成の目

標、方針を提示しています。

１ 吉和地域（P１7～２6）

２ 佐伯地域（P２7～３6）

３ 廿日市地域（P37～４6）

４ 大野地域（P４7～５6）

５ 宮島地域（P５7～６6）

『景観計画の内容を知りたい』

⇒序章 廿日市市景観計画とは
景観計画を策定した目的や、概要・構成を

記載しています。

１ 廿日市市景観計画策定の背景と目的

（P１～３）

・景観計画策定の背景と、目的を整理

２ 廿日市市景観計画の位置づけ（P４）

・本市の施策における景観計画の位置づけを提示

３ 廿日市市景観計画の役割と効果

（P５～６）

・景観計画に求められる役割と、期待される

効果を整理

４ 廿日市市景観計画の見方（P7～８）

・景観計画の構成を分かりやすく整理

※必須事項：

景観計画に必ず定め

なければならない事項

※選択事項：

必要に応じて景観計

画に定めることができ

る事項

※努力義務：

景観計画に定めるよ

う努めるものとする事

項

『今後の景観施策の方向性を知りたい』

⇒第Ⅳ章 景観施策の展開方針
本市の今後の景観施策の方向性やその概要を提

示しています。

１ 景観法の効果的な活用（P75～85）
・景観法を効果的に活用した施策の展開方針を提

示

２ 他法令の効果的な活用（P86～87）
・景観に関連する様々な法令を効果的に活用した

施策の展開方針を提示

３ 市民協働に向けた施策展開（P88～89）
・市民協働での景観形成に向けた施策の展開方針

を提示

４ 計画の進行管理（P90）
・計画の効果的・効率的な推進に向けた施策の展

開方針を提示




