
２ 景観地区

（１）景観地区の区域

本市における景観地区は次のとおりです。

○ 宮島口景観地区（都市計画決定日：令和 2年 4月 1日）

■宮島口景観地区

景観重点区域（宮島口周辺区域）における景観形成基準のうち、街なみの景観に与える影響

が特に大きい事項については、宮島口景観地区に都市計画決定しており、「建築確認」及び「市

長の認定」が必要となります。

「確認済証」及び「認定証」の交付を受けた後でなければ、申請に係る建築物の建築等の工

事に着手することができません。

なお、宮島口景観地区の区域及び地区区分は、景観重点区域（宮島口周辺区域）のそれと同

じになります。

【区域及び地区区分】

【凡例】
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（２）建築物の形態意匠の制限

１）認定申請が必要となる行為

景観地区における下表の行為は、景観地区の都市計画で定める「建築物の形態意匠の制

限」に適合することについて、市長に認定の申請を行い、その認定を受けることが必要で

す。

「認定証」（市長が認定したことを示す書類）の交付を受けた後でなければ、申請に係る建

築物の建築等の工事に着手することができません。

なお、別の法令等に基づき、建築物の形態意匠を制限している場合がありますので、確認

してください。

【認定申請が必要となる行為】

以下の建築物は認定申請が不要です。

○ 景観重要建造物として指定された建築物

○ 国宝、重要文化財、特別史跡名称天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定さ

れ、又は仮指定された建築物

○ 伝統的建造物群保存地区内にある建築物

○ 登録有形文化財として登録された建築物

○ 広島県重要文化財、広島県有形民俗文化財又は広島県史跡、広島県名勝、広島県天然

記念物若しくは廿日市市指定重要文化財に指定された建築物

○ 上記の建築物であったものの原形を再現する建築物で、市長がその原型の再現がやむ

を 得ないと認めたもの

○ 地下に設ける建築物

○ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る建築物

○ 工事、祭礼又は慣例的行事のために必要な仮設の建築物で、工事等の期間中に限り存

続するもの

○ 通常の管理のための簡易な修繕を行う建築物

○ 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物

として、市長が認める建築物

行為の種類
認定申請対象となる規模等

備考
宮島口景観地区

①建築物 新築、増築

改築、移転

修繕

外観の変更を

伴う模様替え

規模に関わらず全ての建築物 景観重点区域（宮島

口周辺区域）に関す

る届出が別途必要

②工作物 新築、増築

改築、移転

修繕

外観の変更を

伴う模様替え

対象なし 景観重点区域（宮島

口周辺区域）に関す

る届出が別途必要

③認定申請事項の変更 認定申請事項を変更しようとするとき
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２）形態意匠の認定の基準

■宮島口景観地区

○建築物の形態意匠の制限（都市計画）

３）各基準の説明

各基準の具体的な内容は、次に示す頁を参照してください。

○ 勾配屋根に関する内容（P29～P30：■屋根形状等に関する具体事項）

○ 屋根及び外壁の色彩に関する内容（P29～P30：■屋根形状等に関する具体事項）

（P31～P34：■外壁に関する具体事項）

地区区分
地区の名称

県道厳島公園線

沿道地区

国道 2号沿道

・臨海部地区

山陽本線沿線

地区

地区の面積 約 2.2ha 約 11.5ha 約 4.9ha

建築物の形態意匠の

制限

1階もしくは2階に設ける屋

根は勾配屋根とし、道路に軒

側を向けるものとする。

1 階もしくは 2 階に

設ける屋根は勾配屋根

とする。

－

1.建築物の屋根及び外壁で使用できる色彩は、マンセル表色系で以下に

掲げる範囲とする。ただし、外壁については、外壁の各立面の 4分の 1

以内の面積の場合、周辺の景観との調和に配慮し、以下に掲げる範囲外

の色彩も使用できるものとする。

2.木材、土壁、漆喰、地場の石材等の素材色、伝統の仕上げ色、無着色の

ガラス、レンガ(彩度 6以下)には下表の色彩制限を適用しない。

3.歴史的・文化的に地域に親しまれ、景観資源となる建築物及び工作物

には下表の色彩制限を適用しない。

屋根及び外壁の色彩制限

色 相 明 度 彩 度

壁面

N系 5以上 9以下 －

R系 4以上 8以下 4以下

YR、Y系 4以上 8以下 6以下

GY、G、BG、B、PB、P、RP系 5以上 8以下 2以下

屋根
N系 5以下 －

N系以外 5以下 2以下
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（３）建築物の高さの最高限度又は最低限度

建築物の高さの最高限度又は最低限度については、建築基準法に基づく建築確認に関する事

項となります。現在、建築物の高さの最低限度を制限している景観地区はありません。

「確認済証」の交付を受けた後でなければ、申請に係る建築物の建築等の工事に着手するこ

とができません。

なお、別の法令等に基づき、建築物の高さの最高限度又は最低限度を制限している場合があ

りますので、確認してください。

■宮島口景観地区

○建築物の高さの最高限度（都市計画）

各基準の具体的な内容は、次に示す頁を参照してください。

○高さに関する内容（P27～P28：■高さに関する具体事項）

地区区分

地区の

名称

県道厳島公園線

沿道地区

国道 2号沿道

・臨海部地区

山陽本線

沿線地区

地区の

面積
約 2.2ha 約 11.5ha 約 4.9ha

建築物の高さの

最高限度

1.県道厳島公園線沿道地区の内、Ａ

ブロックの建築物の高さの最高限

度は 18メートルとする。

2県道厳島公園線沿道地区の内、Ｂ

ブロックの建築物の高さの最高限

度は、以下に掲げる高さとする。

(1)この景観地区を定める都市計

画を告示する日において、現に

存する建築物で高さが13メート

ル以下の建築物の高さの最高限

度は 13メートルとする。

(2)この景観地区を定める都市計

画を告示する日において、現に

存する建築物又は建築の工事中

の建築物で高さが13メートルを

超える建築物の高さの最高限度

は、現に存する建築物又は建築

完了後の建築物の高さを最高限

度とする。ただし、当該建築物が

新築、増築、改築を行う場合、高

さ13メートルを超える部分につ

いては、現に存する建築物の規

模以下かつ同じ用途にしなけれ

ばならない。

1.この景観地区を定め

る都市計画を告示する

日において、現に存す

る建築物で高さが18メ

ートル以下の建築物の

高さの最高限度は18メ

ートルとする。

2.この景観地区を定め

る都市計画を告示する

日において、現に存す

る建築物又は建築の工

事中の建築物で高さが

18メートルを超える建

築物の高さの最高限度

は、現に存する建築物

又は建築完了後の建築

物の高さを最高限度と

する。ただし、当該建築

物が新築、増築、改築を

行う場合、高さ 18メー

トルを超える部分につ

いては、現に存する建

築物の規模以下かつ同

じ用途にしなければな

らない。

－
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（４）建築物の壁面の位置の制限

壁面の位置については、建築基準法に基づく建築確認に関する事項となります。

「確認済証」の交付を受けた後でなければ、申請に係る建築物の建築等の工事に着手するこ

とができません。

なお、別の法令等に基づき、建築物の壁面の位置を制限している場合がありますので、確認

してください。

■宮島口景観地区

○壁面の位置の制限（都市計画）

各基準の具体的な内容は、次に示す頁を参照してください。

○壁面の位置に関する内容（P31～P34：■外壁に関する具体事項）

地区区分
地区の名称

県道厳島公園線

沿道地区

国道2号沿道

・臨海部地区

山陽本線

沿線地区

地区の面積 約 2.2ha 約 11.5ha 約 4.9ha

壁面の位置の制限 計画図に表示する 1号壁面

については、建築物の外壁又

はこれに代わる柱の面から道

路境界線までの距離を、3 階

以上の部分は 1メートル以上

とする。

ただし、次に該当する場合

はこの限りではない。

(1)外壁又はこれに代わる柱

の中心線の長さの合計が 3

メートル以下であるとき。

(2)軒、出窓その他これらに類

する建築物の部分。

－ －
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（５）建築物の敷地面積の最低限度

現在、敷地面積の最低限度を制限している景観地区はありません。

なお、別の法令等に基づき、建築物の敷地面積の最低限度を制限している場合がありますの

で、確認してください。
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