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廿日市市景観計画の策定経緯

（１）策定（平成24年 2月）

本市では、廿日市市景観計画の策定にあたり、平成19年度より検討を行ってきました。

策定経緯および、手法等については以下のとおりです。

【景観行政団体への移行】

廿日市市は、景観法（平成16年法律第110号）に基づく景観行政団体となるため平成

21年度当初より広島県と協議を進め、平成21年6月 5 日に広島県知事の同意を得て、

景観法第7条第7項の規定に基づく公示を行い、平成21年 7月 15日から景観行政団体

となりました。これにより、景観法に規定する「景観計画」を定めることができるように

なりました。

【景観計画策定委員会】

景観計画の策定に当たり、幅広い観点からの検討を行い、本市の良好な景観の形成に資

する景観計画を策定するため、廿日市市景観計画策定委員会を平成20年 12月に設置し

ました。

学識経験者3名、関係団体4名、市民代表5名、関係行政機関2名の計14名で組織

し、策定までの間、委員会を４回開催し検討を行いました。

【景観計画検討部会】

策定委員会から意見等を頂きながら計画をまとめるにあたり、内部での意見、検討等を

深めるため、市関係各課による検討部会を設置し、検討を行いました。

【景観に関する市民アンケート】

平成20年1月 7日から18日の期間で、景観対しての関心や景観資源、景観阻害要因

等の抽出、今後の景観形成への期待等を探るために、景観に関する市民アンケートを実施

しました。1,000人の市民の方に配布して、322人の方から回答をいただきました。

【景観ワークショップ（その１）】

吉和地域、佐伯地域、廿日市地域、大野地域、宮島地域の在住者をメンバーとして、そ

れぞれの地域の「景観紹介マップ」を作成することを目的として、平成21年2月から3

月の間で、計3回のワークショップを開催しました。それぞれの地域において、景観につ

いて話しあったり、写真を撮ったり、マップをつくったりしながら、景観資源や特性、課

題を抽出していただき、景観計画にもその結果を反映させていただきました。
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【景観ワークショップ（その２）】

景観ワークショップ（その１）の発展として、今後、検討予定としている「（仮称）はつ

かいち景観100選」の対象となるような景観資源の抽出を行うワークショップを、平成

23年2月から3月の間で計3回行いました。各グループで推薦しようとする景観資源を

現地で確認したり、推薦書（案）作成の模擬体験を行ったりしながら、「景観資源（視対象）

と、その資源を最も良好に観ることができる場所（視点場）」の関係や選び方などについて

も参加者の方々皆で一緒になって考えました。

【景観計画（素案）に関する説明会の実施】

平成22年度末に、総合的な景観行政への取り組みに向けた理念や方針、景観法に基づ

く事項等を示した「廿日市市景観計画（素案）」をとりまとめたことから、以下のとおり説

明会を開催しました。

＜吉和会場＞

日時 平成23年 4月 26日（火曜日） 19時から

場所 吉和福祉センター 地域交流スペース

＜佐伯会場＞

日時 平成23年 4月 28日（木曜日）19時から

場所 さいき活動センター 大会議室（佐伯支所3階）

＜廿日市市会場＞

日時 平成23年5月 11日（水曜日） 19時から

場所 廿日市市役所 7階会議室

＜大野会場＞

日時 平成23年 5月 13日（金曜日）19時から

場所 はつかいち市民大野図書館 研修室

＜宮島会場＞

日時 平成23年 5月 17日（火曜日） 19時から

場所 宮島市民センター 研修室

【パブリックコメントの実施】

平成23年5月 17日（水曜日）から平成23年7月 8日（金曜日）まで実施しました。

【都市計画審議会の開催】

平成23年8月 12日に都市計画審議会を開催し、景観計画について意見照会を行った

結果、同日付で計画の内容については異存ない旨の答申をいただきました。

【景観審議会の開催】

平成2４年１月２５日に廿日市市景観審議会を開催し、景観計画について意見照会を行

った結果、同日付で計画の内容については異存ない旨の回答をいただきました。
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廿日市市景観計画策定委員会 委員名簿

（敬称略）

区分 役 職 等 氏 名 備 考

学識
県立広島大学 人間文化学部

国際文化学科 教授
秋山 伸隆

学識
花輪環境デザイン株式会社

代表取締役
花輪 恒

学識
広島工業大学 工学部

都市デザイン工学科 教授
樋口 忠彦 委員長

団体 廿日市市観光協会 会長 塩田 ひとし

団体 都市計画審議会 会長 中山 隆弘

団体
社団法人 広島県建築士会

まちづくり委員会 委員
細見 恵

団体
社団法人 宮島観光協会

副会長
吉田 正裕

市民 廿日市地域 稲田 恵子

市民 宮島地域 井上 軍

市民 大野地域 岡本 礼子

市民 吉和地域 梶本 歌子

市民 佐伯地域 佐藤 洋

行政
広島県環境県民局

環境保全課

長谷 茂夫 平成20年度、平成21年度

佐伯 佳彦 平成22年度

日原 康生 平成23年度

行政
広島県都市局

都市政策課

小田 政之 平成20年度

福原 真爾 平成21年度、平成22年度

松永 悟 平成23年度
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（２）改訂（令和2年4月）

本市では、宮島口周辺区域を令和2年4月に景観重点区域に指定し、それに伴い廿日市市

景観計画を改定しました。改定経緯および、手法等については以下のとおりです。

【宮島口地区まちづくりグランドデザインの策定】

平成28年3月に宮島口地区まちづくりグランドデザインを策定し、①交通円滑化、②

生活環境向上、③良好な景観形成、④賑わい創出の4つの施策の柱を設定しました。

～ 良 好 な 景 観 形 成 へ の 取 り 組 み ～

【景観ワークショップ】

平成29年 12月から平成30年 9月までに対象地区の住民や事業者等が参加した景観

ワークショップを計６回行い、宮島口地区の景観形成基準を定めた宮島口地区景観ガイド

ライン（案）を取りまとめました。

【廿日市市景観審議会の開催】

平成31年3月 1日に景観審議会を開催し、宮島口地区景観ガイドライン（案）につい

て意見照会を行った結果、同日付でその内容については異存ない旨の回答をいただきまし

た。

【廿日市市都市計画審議会への報告】

平成31年3月25日に都市計画審議会を開催し、宮島口地区景観ガイドライン（案）

の内容を報告しました。

【宮島口地区景観ガイドラインの施行】

平成31年4月 1日に宮島口地区景観ガイドラインを施行しました。

【景観重点区域（宮島口周辺区域）に関する説明会の実施】

令和元年7月19日に地元説明会を開催し、廿日市市景観計画における景観重点区域（宮

島口周辺区域）の指定について説明しました。

（宮島口景観地区の都市計画決定についても併せて説明しました。）

【廿日市市景観審議会の開催】

令和元年10月 1日に景観審議会を開催し、景観重点区域（宮島口周辺区域）の指定に

ついて意見照会を行った結果、同日付でその内容については異存ない旨の回答をいただき

ました。

（宮島口景観地区の都市計画決定についても併せて意見照会し、異存ない旨の回答をい

ただきました。）

【廿日市市都市計画審議会の開催】

令和元年11月 21日に都市計画審議会を開催し、景観重点区域（宮島口周辺区域）の

指定について意見照会を行った結果、同日付でその内容については異存ない旨の回答をい

ただきました。

（宮島口景観地区の都市計画決定についても併せて諮問し、異存ない旨の答申をいただき

ました。）
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廿日市市景観審議会 委員名簿

《任期》 平成30年1月25日から

令和 2 年1月 24日まで

（敬称略）

区分 役 職 等 氏 名 備 考

市民 廿日市地域 稲田 恵子

市民 大野地域 岡本 礼子

市民 吉和地域 梶本 歌子

市民 佐伯地域 鳥平 二郎

市民 宮島地域 正木 文雄

学識
広島修道大学 国際ｺﾐｭﾆﾃｨ学部

地域行政学科 教授
三浦 浩之

学識 広島工業大学 名誉教授 森保 洋之 会長

団体
社団法人 はつかいち観光協会

会長
塩田 ひとし

団体 廿日市市都市計画審議会 会長 中山 隆弘

団体
社団法人 広島県建築士会

常務理事
細見 恵

団体
広島耐震診断設計協同組合

管理建築士
山田 延弘

団体
社団法人 宮島観光協会

理事
蒲田 智美




