
（３）景観計画区域（景観重点区域以外の区域）

１）吉和地域

■景観の特徴

吉和地域は、山間部の自然を主体として、四季の彩りが感じられる景観が展開しており、一年を通じ

て、多様で変化に富んだ自然景観のすばらしさを体感できる地域です。

① 四季を彩る風物の景観

①-１ 春を告げる水仙ロードの景観

①-２ 初夏の訪れを感じさせるレンゲツツジの艶やかな景観

①-３ 夏を感じさせるヒマワリの景観

①-４ 秋の訪れを予感させる赤い彼岸花の景観

①-５ もみじの錦を満喫できる紅葉の景観

①-６ 冬を彩る幻想的な雪のカンテラロードの景観

② 地形や土地利用を表す景観

②-1 代表的なランドマークである女鹿平山の景観

②-2 冠山や十方山など吉和地域の景観を縁取る雄大な西中国山地の山並みの景観

③ 生活や産業を表す景観

③-1 スギやヒノキを主体とした林業の景観

③-2 赤瓦屋根を主体とした典型的な中山間地の田園集落の景観

③-3 めがひらスキー場や県立もみのき森林公園、吉和魅惑の里、女鹿平山南斜面や国道488号

沿いの別荘地など、自然を生かしたリゾート地やレクリエーション地の景観

④ 自然を表す景観

④-1 細見谷や中津谷、東山渓谷などの野趣あふれる渓谷の景観

④-2 瀬戸の滝や大竜頭滝等の趣のある水辺の景観

④-3 緑のトンネルをくぐるような自然豊かな渓谷沿道の景観

⑤ 歴史・文化を表す景観

⑤-１ 吉和神楽など伝統芸能の景観

⑤-２ 現存する茅葺屋根の住宅

⑥ 彩りや賑わいを添えるイベント等の景観

⑥-１ 吉和夏祭りなどイベントの景観

①-６ 幻想的な雪のカンテラ

ロード ⑥-1 賑わいのある吉和夏祭り
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第Ⅱ章 地域別の景観形成のあり方

②-1代表的なランドマークである女鹿平山の景観

②-2冠山や十方山など吉和地域の景観を

縁取る雄大な西中国山地の山並みの

景観（冠山から広高山への稜線）

③-2赤瓦屋根を主体とした典型的な中山

間地の田園集落の景観

③-3めがひらスキー場や県立もみのき森林公園、吉和魅惑の

里、女鹿平山南斜面や国道488号沿いの別荘地など、自

然を生かしたリゾート地やレクリエーション地の景観（国

道488号沿いの別荘地）

④-3緑のトンネルをくぐるような自

然豊かな渓谷沿道の景観

（県道296号）

①-1春を告げる水仙ロードの景観

（国道186号）

③-1スギやヒノキを主体とした林業

の景観

④-1細見谷や中津谷、東山渓谷など

の野趣あふれる渓谷の景観

（東山渓谷）

④-2瀬戸の滝や大竜頭滝等の

趣のある水辺の景観

（瀬戸の滝）
：主な視点場
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■吉和地域にふさわしい景観形成とは

吉和地域の景観の特徴を踏まえ、地域にふさわしい景観形成を次のように定めます。建築物や工

作物等を計画するときは、これらに配慮して計画してください。

○ 優れた自然景観の基盤である山地や緑地の保全

○ 美しい清流・渓谷の保全

○ 女鹿平山や冠山等への優れた眺望の保全

○ 田園集落景観の基盤である農地の保全

○ 優れた自然景観等を楽しむことができる視点場の確保

計画する建築物等の場所が視点場からの景観に含まれる場合は、市が指定する視点場からの将来の

景観を予想した図面等が必要か否か、都市計画課までお問い合わせください。

吉和地域における視点場からの景観は前頁を参照してください。

○ 地域の景観イメージを損なわない周辺景観と調和した美しい沿道景観の形成

○ 自然景観との調和に十分配慮した開発や住宅・施設整備による豊かな景観の形成

○ 伝統芸能等の継承と景観形成に対する市民活動等の継続・発展

：優れた自然景観の基盤であ

る山地や緑地の保全

：優れた自然景観等を楽しむこと

ができる視点場の確保

：自然景観との調和に十分配慮し

た開発や住宅、施設整備による

豊かな景観の形成

：美しい清流・渓谷の保全

伝統芸能等の継承と景観形成に対する市民

活動等の継続・発展

：田園集落景観の基盤である

農地の保全

：女鹿平山や冠山等への優れ

た眺望の保全

：地域の景観イメージを損なわな

い周辺景観と調和した沿道景観

の形成
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２）佐伯地域

■景観の特徴

佐伯地域は、清流が流れる緑豊かな田園集落を主体とした景観が展開しており、人と自然が織り

なす「水と緑あふれる田園風景」に触れることができる地域です。

① 水と緑あふれる田園風景を感じさせる景観

①-１ 緑の山並みを背景にひろがる典型的な田園集落の景観

①-２ 昔ながらの農家の様子を今に伝える建物の景観

② 地形や土地利用を表す景観

②-１ 鷹巣山一帯や仏王寺山から勝成山、権現山にかけての山並みなどが織りなす豊かな緑
ぶつおうじざん

の景観

②-２ 大峯山や勝成山からの広々とした眺望

③ 生活や産業を表す景観

③-１ 県道 30号沿道等の町並みや商店街の景観

④ 自然を表す景観

④-１ 万古渓や羅漢渓谷などの野趣あふれる渓谷の景観
ら かんけいこく

④-２ 小瀬川や七瀬川などの穏やかな清流の景観

④-３ ランドマークともなる巨樹・巨木の景観

④-４ 緑が壁のように迫る自然豊かな沿道の景観

⑤ 歴史・文化を表す景観

⑤-1 旧家の佇まいを今に伝える歴史的な建物の景観

⑤-2 往時の旅を彷彿とさせる石見津和野路の石畳の景観

⑤-3 佐伯神楽など伝統芸能の景観

⑥ 彩りや賑わいを添えるイベント等の景観

⑥-１ 伝統芸能やさいき水まつり等のイベントの景観

⑤-1八田家長屋門米蔵 ⑥-1賑わいのあるさいき水まつり
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④-4緑が壁のように迫る自然豊か

な沿道の景観（県道295号）

⑤-1旧家の佇まいを今に伝える歴史的

な建物の景観（安井家母屋）

⑤-2往時の旅を彷彿とさせる石見

津和野路の石畳の景観

③-1県道30号沿道等の町並みや商

店街の景観（友田地区付近）

④-1万古渓や羅漢渓谷などの野趣あ

ふれる渓谷の景観（万古渓）

④-2小瀬川や七瀬川などの穏やか

な清流の景観（小瀬川）

④-3ランドマークともなる巨樹・

巨木の景観（友和小学校のイ

チョウ）▲▲

②-2大峯山や勝成山からの広々と

した眺望（勝成山山頂から大

峯山方向への眺望）

②-1鷹巣山一帯や仏王寺山から勝

成山、権現山にかけての山並

みなどが織りなす豊かな緑の

景観（勝成山への稜線）

①-1緑の山並みを背景にひろがる

典型的な田園集落の景観（飯

山地区）

：主な視点場
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■佐伯地域にふさわしい景観形成とは

佐伯地域の景観の特徴を踏まえ、地域にふさわしい景観形成を次のように定めます。建築物や工作物

等を計画するときは、これらに配慮して計画してください。

○ 田園集落景観の基盤である農地の保全

○ 美しい清流・渓谷の保全

○ 優れた自然景観の基盤である山地や緑地の保全

○ 都市計画制度の有効活用による良好な景観の形成

○ 大峯山や勝成山等への優れた眺望の保全

○ 優れた自然景観等を楽しむことができる視点場の確保

計画する建築物等の場所が視点場からの景観に含まれる場合は、市が指定する視点場からの将来の景観を

予想した図面等が必要か否か、都市計画課までお問い合わせください。

佐伯地域における視点場からの景観は前頁を参照してください。

○ 歴史的風土を持つ景観資源の保全

○ 沿道、町並みなどの身近な景観の形成

○ 伝統芸能等の継承と景観形成に対する市民活動等の継続・発展

：優れた自然景観の基盤である山

地や緑地の保全

：都市計画制度の有効活用による

良好な景観の形成

：優れた自然景観等を楽しむことが

できる視点場の確保

：歴史的風土を持つ景観資源の保全

：沿道、町並みなどの身近な景観の

形成

：美しい清流・渓谷の保全

伝統芸能等の継承と景観形成に対する市民活動

等の継続・発展

：田園集落景観の基盤である農

地の保全

：大峯山や勝成山等への優れた眺望

の保全
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３）廿日市地域

■景観の特徴

廿日市地域は、緑豊かな丘陵地を背景に、大規模な住宅団地の景観、市役所周辺（シビックコア

地区）の新市街地や比較的低層の建物が集まる既成市街地が海に向かって広がる景観が展開してお

り、本市の拠点的地域として賑わいのある都市的な景観が体感できる地域です。

① 本市の拠点的役割を担う地域ならではの都市的な景観

①-１ 市役所周辺（シビックコア周辺地区）の新市街地の景観

①-２ 統一感のある大規模な住宅団地の景観

①-３ ヨットやプレジャーボートが係留されたマリーナの景観

② 地形や土地利用を表す景観

②-１ 市街地の潤いのある背景となる丘陵地の景観

②-２ 様々な所から見ることができる瀬戸内海や宮島への眺望

②-３ 主要幹線沿道に連たんする商業・業務地の景観

②-４ 狭隘な道路沿いに展開する既成市街地の景観

③ 生活や産業を表す景観

③-１ 木材港を中心とした産業施設の景観

③-２ カキ打ち場が特徴的な漁港の景観

③-３ 石垣棚田や棚畑がみられる小規模な田園集落の景観

③-４ 対岸の宮島を背景としたカキ筏が浮かぶ景観

④ 自然を表す景観

④-１ 多様な自然が残る極楽寺山の景観

⑤ 歴史・文化を表す景観

⑤-１ 西国街道の面影を残す町並みや歴史的な建物の景観

⑤-２ 地御前神社の御陵衣祭（馬とばし）、嚴島神社の管絃祭、川末斎庭神楽等の伝統芸能・
ごりょう え さい

祭事の景観

⑥ 彩りや賑わいを添えるイベント等の景観

⑥-１ 賑わいのある地御前かきチャリティバザールの景観

⑤-２地御前神社の御陵衣祭⑤-1地御前神社（嚴島神社の外宮）
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①-３ヨットやプレジャーボートが

係留されたマリーナの景観

①-１市役所周辺（シビックコア周

辺地区）の新市街地の景観
②-１市街地の潤いのある背景とな

る丘陵地の景観（宮島桟橋か

らの眺望）

①-２統一感のある大規模な住宅団

地の景観（宮園）

②-４狭隘な道路沿いに展開する既

成市街地の景観（JR廿日市

付近）

③-２カキ打ち場が特徴的な漁港の

景観（地御前漁港）

③-３石垣棚田や棚畑がみられる小

規模な田園集落の景観（国実

付近）

④-１多様な自然が残る極楽寺山の景観 ⑤-1西国街道の面影を残す町並み

や歴史的な建物の景観（地御

前神社付近）

③-１木材港を中心とした産業施設

の景観

②-３主要幹線沿いに連たんする

商業・業務地の景観（国道2

号）

②-２様々な所から見ることができる

瀬戸内海や宮島への眺望（阿品

公園からの眺望）

：主な視点場
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■廿日市地域にふさわしい景観形成とは

廿日市地域の景観の特徴を踏まえ、地域にふさわしい景観形成を次のように定めます。建築物や工作

物等を計画するときは、これらに配慮して計画してください。

○ 本市の拠点的地域として洗練された景観の形成

○ 都市計画制度の有効活用による良好な景観の形成

○ 市街地の背景となる緑豊かな丘陵地の保全

○ 市街地近傍に残された特徴的な農地の保全

○ 西国街道の面影を残す町並みや歴史的な建築物等の保全

○ 河川や港、海岸などの潤いのある水辺景観の保全・創出

○ 瀬戸内海や宮島への優れた眺望の保全とその眺望を楽しむことができる視点場の確保

計画する建築物等の場所が視点場からの景観に含まれる場合は、市が指定する視点場からの将来の景観を

予想した図面等が必要か否か、都市計画課までお問い合わせください。

廿日市地域における視点場からの景観は前頁を参照してください。

○ 海上からの眺望に配慮した建築物・工作物等の規模・形態や色彩の誘導

○ 伝統芸能等の継承と景観形成に対する市民活動等の継続・発展

：市街地の背景となる緑豊かな

丘陵地の保全

：都市計画制度の有効活用によ

る良好な景観の形成

：瀬戸内海や宮島への優れた眺望を楽しむこと

ができる視点場の確保

：西国街道の面影を残す町並みや歴史的な建

築物等の保全

：海上からの眺望に配慮した建築物・工作物等

の規模・形態や色彩の誘導

伝統芸能等の継承と景観形成に対する市民活動等の継続・発展

：本市の拠点的地域として洗練

された景観の形成

：河川や港、海岸などの潤いのある水辺景観

の保全・創出

：市街地近傍に残された特徴的

な農地の保全

14



４）大野地域

■景観の特徴

大野地域は、宮島が海を隔てて眼前に広がり、緑豊かな丘陵地を背景とした海辺の市街地や町並

みの景観が展開するとともに、「宮島」への玄関口でもあり、世界文化遺産や日本三景への期待感

を高める賑わいのある景観が体感できる地域です。

① 宮島との関わりが深い景観

①-１ 圧倒的な存在感を有する宮島への眺望

①-２ 嚴島神社大鳥居の借景であり地域の景観を縁取る丘陵地の景観

①-３ 賑わいのある宮島口周辺の観光地の景観

② 地形や土地利用を表す景観

②-１ 国道 2号沿道に連たんする住宅・商業・工業地が混在した景観

②-２ 統一感のあるニュータウンの景観

②-３ 狭隘な道路沿いに展開する住宅地の景観

③ 生活や産業を表す景観

③-１ 目前に迫る宮島を背景としたカキ筏が浮かぶ大野瀬戸の景観

③-２ カキ打ち場が特徴的な漁港の景観

③-３ 海水浴やマリンスポーツなどの海のレジャーの景観

④ 自然を表す景観

④-１ 鳴川海岸のわずかに残された自然海岸の景観

④-２ 妹背の滝や白糸の滝等の趣のある水辺の景観

④-３ 懐が深く緑豊かな樹林地の景観

⑤ 歴史・文化を表す景観

⑤-１ 西国街道の面影を残す町並みや歴史的な建物の景観

⑤-２ 大野獅子舞や烏神太鼓等の伝統芸能の景観

⑥ 彩りや賑わいを添えるイベント等の景観

⑥-１ 賑わいのある宮島お砂焼まつりや大野カキフェスティバル等の景観

①-１経小屋山からの眺望 ⑥-１賑わいのある宮島お砂焼まつり
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①-３賑わいのある宮島口周辺の観

光地の景観

①-１圧倒的な存在感を有する宮島へ

の眺望（経小屋山からの眺望）

①-２嚴島神社大鳥居の借景であり

地域の景観を縁取る丘陵地の

景観（宮島御笠浜からの眺望）

②-１国道 2 号沿道に連たんする住

宅・商業・工業地が混在した景観

③-１目前に迫る宮島を背景とした

カキ筏が浮かぶ大野瀬戸の景

観（フェリー航路からの眺望）

④-１鳴川海岸のわずかに残された

自然海岸の景観

③-２カキ打ち場が特徴的な漁港の

景観（塩屋漁港）

④-２妹背の滝や白糸の滝等の趣の

ある水辺の景観（妹背の滝）

②-２統一感のあるニュータウンの景観

（対厳山）

②-３狭隘な道路沿いに展開する住宅

地の景観（ＪＲ大野浦駅付近）

④-３懐が深く緑豊かな樹林地の景

観（渡ノ瀬貯水池付近）

⑤-１西国街道の面影を残す町並みや

歴史的な建物の景観（大頭神社）
：主な視点場

16





■大野地域にふさわしい景観形成とは

大野地域の景観の特徴を踏まえ、地域にふさわしい景観形成を次のように定めます。建築物や工作物

等を計画するときは、これらに配慮して計画してください。

○ 国際的な観光地「宮島」の玄関口としてふさわしい景観の形成

○ 市街地の背景や嚴島神社大鳥居の借景となる緑豊かな丘陵地の保全

○ 瀬戸内海や宮島への優れた眺望の保全とその眺望を楽しむことができる視点場の確保

計画する建築物等の場所が視点場からの景観に含まれる場合は、市が指定する視点場からの将来の景観を

予想した図面等が必要か否か、都市計画課までお問い合わせください。

大野地域における視点場からの景観は前頁を参照してください。

○ 宮島からの眺望に配慮した建築物・工作物等の規模・形態や色彩の誘導

○ 都市計画制度の有効活用による良好な景観の形成

○ 優れた自然景観の基盤である山地や緑地の保全

○ わずかに残された自然海岸の保全

○ 河川や港、海岸などの潤いのある水辺景観の保全・創出

○ 西国街道の面影を残す歴史的な建築物等の保全

○ 伝統芸能等の継承と景観形成に対する市民活動等の継続・発展

：旧西国街道の面影を残す町並みや歴

史的な建築物等の保全

：市街地の背景や嚴島神社大鳥居の借景

となる緑豊かな丘陵地の保全

：瀬戸内海や宮島への優れた眺望の保

全とその眺望を楽しむことができる

視点場の確保

：わずかに残された自然海岸の保全

：宮島からの眺望に配慮した建築物・工作

物等の規模・形態や色彩の誘導

伝統芸能等の継承と景観形成に対する市民活動等

の継続・発展

：国際的な観光地「宮島」の玄関口として

ふさわしい景観の形成

：河川や港、海岸などの潤いのある水辺

景観の保全・創出

：優れた自然景観の基盤である山地や

緑地の保全

：都市計画制度の有効活用による良

好な景観の形成
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５）宮島地域

■景観の特徴

宮島地域は、世界遺産「嚴島神社」を擁し、弥山の豊かな緑とカキ筏が浮かぶ海に包まれた歴史

文化の景観を体感できる地域です。

① 宮島ならではの自然・歴史を表す景観

①-１ 海に浮かぶ大鳥居と荘厳な嚴島神社が織りなす歴史的な景観

①-２ 緑豊かな瀰山原始林の景観

①-３ 町家が建ち並び門前町の歴史風情が感じられる町並みの景観

② 地形や土地利用を表す景観

②-１ 弥山山頂や海岸からの広がりのある海への眺望

②-２ 嚴島神社大鳥居の借景である対岸の丘陵地の景観

②-３ 急峻な斜面地に連なる市街地の景観

③ 生活や産業を表す景観

③-１ 国際的な観光地としての賑わいが感じられる商店街の景観

③-２ 対岸の大野地区の丘陵地を背景としたカキ筏が浮かぶ大野瀬戸の景観

③-３ 杉之浦から包ヶ浦にかけてのカキ筏が浮かぶ景観

③-４ カキ打ち場が特徴的な漁港の景観

③-５ 包ヶ浦の海水浴などの海のレジャーの景観

④ 自然を表す景観

④-１ 四季折々の風情が感じられる紅葉谷の景観

④-２ 腰細浦などの自然海岸の景観

⑤ 歴史・文化を表す景観

⑤-１ 五重塔や千畳閣等の歴史的な建物の景観

⑤-２ 管絃祭や鎮火祭、たのもさん等の伝統芸能や祭事の景観

⑥ 彩りや賑わいを添えるイベント等の景観

⑥-１ 賑わいのある宮島水中花火大会等のイベントの景観

⑤-2雅やかさのある管絃祭 ⑥-１賑わいのある宮島水中花火大会
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②-１弥山山頂や海岸からの広がり

のある海への眺望

①-１海に浮かぶ大鳥居と荘厳な嚴島

神社が織りなす歴史的な景観

②-３急峻な斜面地に連なる市街地

の景観

③-１国際的な観光地としての賑わ

いが感じられる商店街の景観

③-４杉之浦から包ヶ浦にかけての

カキ筏が浮かぶ景観

①-２緑豊かな瀰山原始林の景観

④-１四季折々の風情が感じられる

紅葉谷の景観
④-２腰細浦などの自然海岸の景観 ①-３町家が建ち並び門前町の歴史風

情が感じられる町並みの景観

⑤-１五重塔や豊国神社（千畳閣）

等の歴史的な建物の景観

②-２嚴島神社大鳥居の借景である

対岸の丘陵地の景観

：主な視点場

19





■宮島地域にふさわしい景観形成とは

宮島地域の景観の特徴を踏まえ、地域にふさわしい景観形成を次のように定めます。建築物や工

作物等を計画するときは、これらに配慮して計画してください。

○ 世界遺産・日本三景としてふさわしい、産業や生活の景観の形成

○ 歴史的景観に配慮したまとまりのある町並みや沿道景観の形成

○ 五重塔等への優れた眺望景観の保全

○ 優れた自然景観の基盤である山地や緑地の保全

○ 潤いのある水辺環境の保全

○ 優れた自然景観や瀬戸内海等への眺望を楽しむことができる視点場の確保

計画する建築物等の場所が視点場からの景観に含まれる場合は、市が指定する視点場からの将来の

景観を予想した図面等が必要か否か、都市計画課までお問い合わせください。

宮島地域における視点場からの景観は前頁を参照してください。

○ 伝統芸能等の継承と景観形成に対する市民活動等の継続・発展

○ 歴史的景観の保全を視点としたきめ細やかな基準づくり

：歴史的景観に配慮したまとまりのあ

る町並みや沿道景観の形成

：五重塔等への優れた眺望景観の保全

：優れた自然景観や瀬戸内海等への眺望

を楽しむことができる視点場の確保

○伝統芸能等の継承と景観形成に対する市民活動

等の継続・発展

○歴史的景観の保全を視点としたきめ細やかな基

準づくり

：世界文化遺産・日本三景としてふさわ

しい、産業や生活の景観の形成
：潤いのある水辺景観の保全

：優れた自然景観の基盤である山地

や緑地の保全
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