
（４）景観重点区域（宮島口周辺区域）

１） 地区区分と景観形成基準

■対象区域の位置付けと地区区分

宮島口周辺区域においては、景観形成整備方針と

して、「世界遺産の玄関口にふさわしい、宮島とのつ

ながりを意識した景観形成」を掲げ、うるおいと落

ち着きのある「和」をイメージしたデザインとする

こととしています。

「和」のイメージとしては、宮島の「伝統的な和」

に対して、入り口である宮島口は「現代と伝統が調

和した和」を目指すこととし、街なみの「連続性」及

び「一体性」、宮島へ向かう「方向性」を意識しなが

ら、景観づくりを推進することとします。

具体的には、宮島口周辺区域を下図のように３つ

の地区に区分し、個別に景観形成基準を作成してい

ます。３つの地区区分（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）ごとの

景観形成基準は、基本的に全ての建築物・工作物が

対象となります。

【対象区域及び地区区分】

宮島口地区

①吉和地域

②佐伯地域

③廿日市地域

④大野地域

⑤宮島地域
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■県道厳島公園線沿道地区

地区別方針

－景観形成基準－

■県道厳島公園線沿道地区

宮島とのつながりを意識した、うるおいと落ち

着きのある「和」をイメージさせる景観づくりを

進めます。

◆ シンボル軸として、文化と品格とうるおい

のある景観を形成

◆ ＪＲ宮島口駅とフェリーターミナル間の凛

とした見通し景観の形成

◆ 和を感じる街並みの連続性の保全、創出

◆ 街並みに配慮した広告・看板類の整序

◆ 宮島への又は宮島からの眺望に配慮

◆ 街路樹と店先緑地とが融合したうるおいの

演出

県道厳島公園線沿
道から南側海面境
界までと浮き桟橋
を含む地区

※斜線部は JR 宮島口駅前から
国道 2号沿道敷地までの範囲

建築物

用途

・パチンコ店、キャバレー、ナイトクラブ

等の禁止。

屋外

広告物

・各種屋外広告物のサイズ、形状、設置位

置、色彩等の規格の統一。(広)

その他

・県道に面する部分は軒庇又は日よけ

の推奨 。

・屋外階段、バルコニー、空調設備、ダク

ト類、自動販売機を遮へい又は修景。

・垣又は柵は、県道に面する部分には原則

として設けない。

・2階以上を倉庫等に利用する場合、格子状

の化粧、カーテン、反射シート等で室内

が透視できないよう努める。

・夜間照明等による明かりの演出に努

める。

配置

・1階部分の壁面線を通り沿いでそろえる
（壁面を後退した場合は、壁面に代わるもの

でそろえる）。

・壁面後退空間は前面の歩道舗装と調和し

た空間形成や緑化に努める。

高さ
・13ｍ以下(景)

・18ｍ以下(斜線部:国道２号交差部)(景)

屋根

・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。(景)

・3階以上に設ける屋根を陸屋根とする場合

は、パラペットやルーバーで修景するこ

とを推奨。

・屋根勾配は3/10～4.5/10。

・屋根材は、日本瓦、金属板又はこれらと同

等の風情を有するものとする。

・黒又は灰色を基本とする。(景)

外壁

・3階以上は道路境界から1ｍ以上壁面を後

退。(景)

・和風を基調とする形態意匠。

・基調色は、無彩色（N系明度5～9）か暖色

系（R系～Y系）の低彩度（6以下）を基本

とする。(景)

・強調色を使用する場合は、基調色と調和を

図る。（景）

(景)：景観地区及び景観重点区域による規制

(広)：廿日市市屋外広告物等に関する条例による規制

無印：景観重点区域による規制

詳細については、別に定める宮島口地区景観ガイドライン

を参照してください。

22



■国道２号沿道・臨海部地区

地区別方針

－景観形成基準－

◆ ドライバーからの視点に配慮したまとまり

のある道路沿道景観の形成

◆ 歩行者の視点に配慮した圧迫感のない道路

沿道景観の形成

◆ 駐車場の修景（緑化）

◆ コンクリートブロック塀等の無機質感の低

減

◆ 道路沿道景観の緑の連続性を保全、創出

◆ 宮島からの眺望に配慮

◆ 宮島への視点場の確保

ドライバー等の来街者に「世界遺産・宮島の

玄関口」に入ったという印象が持てるような景

観づくりを進めます。

国道 2 号沿道から臨
海部（浮き桟橋含む）
までで、県道厳島公園
線沿道を除いた地区

配置

・海岸部：宮島への視点場の確保

・1階部分は道路境界から1ｍ以上壁面を

後退するように努める。（緑破線部：国

道2号と市道赤崎3号線の一部）

高さ ・18ｍ以下。(景)

屋根

・1階もしくは2階に設ける屋根は、勾配

屋根とする。(景)

・屋根勾配は3/10～4.5/10。

・3階以上に設ける屋根を陸屋根とする場

合は、パラペットやルーバーで修景す

ることを推奨。

・黒又は灰色を基本とする。(景)

外壁

・基調色は、無彩色（N系明度5～9）か暖

色系（R系～Y系）の低彩度（6以下）を

基本とする。(景)

・強調色を使用する場合は、基調色と調

和を図る。（景）

建築物

用途

・パチンコ店、キャバレー、ナイトクラブ

等の禁止。

屋外

広告物

・各種屋外広告物のサイズ、形状、設置位

置、色彩等の規格の統一。(広)

その他

・屋外階段、バルコニー、空調設備、ダク

ト類、自動販売機は、なるべく目立たな

いよう周辺との調和を図る。

・駐車場、駐輪場、ゴミ置き場等の付属建

築物は、建築物本体との調和を図る。

・垣又は柵を設ける場合は、自然素材

（木、竹、石）又は伝統素材（漆喰等）

を基本とする。

・駐車場の緑化。

■国道２号沿道･臨海部地区

(景)：景観地区及び景観重点区域による規制

(広)：廿日市市屋外広告物等に関する条例による規制

無印：景観重点区域による規制

詳細については、別に定める宮島口地区景観ガイドライン

を参照してください。
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■山陽本線沿線地区

地区別方針

－景観形成基準－

JR 山陽本線山側鉄
道路肩から 50m の範
囲で、住宅や駐車場
を中心とした地区。

◆ 背後の緑地と連続した広がりのある景観を

形成

◆ 宮島からの眺望に配慮

◆ 庭木や屋敷林などの緑の連続性を保全

◆ 借景の山並み又は住宅地や駐車場などの緑

を活かす

落ち着きのある周囲の緑地環境に恵まれた

うるおいのある地区として、宮島口地区に住む

人、来街者及び鉄道利用者からの視界を意識し

た景観づくりを進めます。

高さ

・宮島からの眺望に配慮し、景観への

影響を最小限にとどめるよう配慮す

る。

・宮島から、またフェリーターミナル

からの山並みを含む眺望景観を確保

するため、山の稜線を乱さない高さ

とする。

屋根 ・黒又は灰色を基本とする。(景)

外壁

・自然景観と調和する色彩 。

・基調色は、無彩色（N系明度5～9）

か暖色系（R系～Y系）の低彩度（6

以下）を基本とする。(景)

・強調色を使用する場合は、基調色と

調和を図る。（景）

屋外

広告物

・各種屋外広告物のサイズ、形状、設

置位置、色彩等の規格の統一。(広)

その他

・敷地内をなるべく緑化。

・敷地内の既存樹木は修景に活かす。

・駐車場の緑化

■山陽本線沿線地区

(景)：景観地区及び景観重点区域による規制

(広)：廿日市市屋外広告物等に関する条例による規制

無印：景観重点区域による規制

詳細については、別に定める宮島口地区景観ガイドライン

を参照してください。
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２） 景観形成基準の具体的解説

■配置に関する具体事項

① 視点場からの眺望の確保

宮島口周辺区域における眺望を考える場合、宮島口周辺区域から宮島を見る眺望と宮島から宮

島口周辺区域を見る眺望の両方を確保する必要があります。

宮島口周辺区域の視点場としては、地区南端の地蔵ヶ鼻、フェリーターミナル、ＪＲ宮島口駅

などがあり、また駅の北側には、丘陵地から宮島口周辺区域を通して宮島を見る視点場もあり、

これらの視点場からの眺望を遮らない開放性が求められます。

また、フェリーターミナルを視点場として、県道厳島公園線を通じて山並みを眺望する景観も

重要であり、地区全体を通じて視点場と眺望を考慮した景観形成が必要となります。

計画する建築物等の場所や規模によっては、市が指定する視点場からの将来の景観を予想した

図面等を求める場合がありますので、ご了承ください。

主要な視点場（眺望点）

対厳山第 2号公園

JR 宮島口駅

フェリーターミナル

地蔵ヶ鼻

宮島からの眺望
(船上からの眺望)

嚴島神社

フェリー

ターミナル

宮島口団地 1号公園
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② 県道厳島公園線沿道地区

県道厳島公園線に面している建築物は、１階部分の壁面線を揃えるようにします（１号壁面。

３階以上の壁面後退については「■外壁に関する具体事項 ②壁面の位置の制限（P32）」参

照）。なお、やむを得ず壁面線からセットバックする場合には塀や垣柵等で壁面線を合わせるよ

うに計画してください。

③ 国道２号沿道・臨海部地区

国道２号、市道赤崎３号線の一部は、快適な歩行空間の形成の観点から、１階部分は道路境界

から１ｍ以上の壁面後退に努めてください（２号壁面部分）。

海岸線沿いについては、宮島への視点場を確保するように努めてください（眺望ゾーン）。

１階部分の壁面線をそろえたり、建築
物の軒の高さ、屋根の形状を合わせる
ことで、街並みの統一感や連続性を確
保できます。

１号壁面

２号壁面

眺望ゾーン
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■高さに関する具体事項

① 高さ制限の考え方

宮島口周辺区域の現況建築物の高さを見ると、ＪＲ山陽本線の南側（県道厳島公園線沿道地

区、国道２号沿道・臨海部地区）の地域は、低層建築物から高層建築物まで幅広く分布していま

す。ただし、多くの建築物が高さ１８ｍ未満の低層・中高層建築物で、高さ３０ｍを超える高層

建築物はマンションとホテルに限られています。

また、宮島口周辺区域は、多様な公共交通が集積する交通結節点であり、一定程度の都市化が

進んでいる状況も踏まえ、地区区分に応じて高さの制限を設けることとしました。

なお、建築物の最高部の高さは、建築基準法施行令第２条第１項第６号の規定（建築物の高

さ）によることとしますが、同号のただし書き（ロ）にある階段室、昇降機塔、装飾塔、物見

塔、屋窓その他これらに類する建築物を屋上に設置する場合は、それを含めた最高部の高さが制

限値を超えないようにしてください。

【宮島口周辺区域の建築物の高さの現況】
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② 地区区分別の高さ制限（※景観地区の制限項目）

○ 県道厳島公園線沿道地区

宮島口周辺区域のシンボル軸である県道厳島公園

線沿道地区は、ＪＲ宮島口駅とフェリーターミナル

間の凛とした見通し景観の形成や、ＪＲ宮島口駅か

ら宮島へ、又は宮島からの眺望を確保するため、建

築物の高さを１３ｍ以下としなければいけません。

また、ＪＲ宮島口駅から国道２号交差部までの範

囲は、今後のＪＲ駅橋上化や、この橋上駅から国道

２号にまたがるペデストリアンデッキ（新たな視点

場）、その沿道での建築物利用（出入口）などの建

築物配置が考えられることから建築物の高さを１８

ｍ以下としなければいけません。

ただし、令和２年４月１日時点で既に立地している建築物の高さが１３ｍを超える場合は、

現在と同じ用途及び同等の規模であれば、現在の高さまで建替えができることとします。

○ 国道２号沿道・臨海部地区

今後、高層建築物が立地することを抑制するため、国道２号沿道・臨海部地区の建築物の高

さを１８ｍ以下としなければいけません。

ただし、令和２年４月１日時点で既に立地している建築物の高さが１８ｍを超える場合は、

現在と同じ用途及び同等の規模であれば、現在の高さまで建替えができることとします。

○ 全地区共通

良好な街なみ景観の形成（統一感）として、近接する建築物と極端な高さの差が生じないよ

うに努めてください。

高さ13m以
下の区域

高さ18m以
下の区域

県道厳島公園線沿道地区の高さ制限

*1：「凛とした見通し景観」とは、「ひきしまった様」として、地区の顔となる、駅から又はターミナル

から見た県道の通りが 「和」で統一されること

県道沿道（フェリーターミナル側からJR宮島口駅方面を望む）において、2階建てや3階建てなどが建ち

並び、スカイラインの統一や低層階の軒先をそろえるなどの取り組みにより、街並みの統一感がでます。

フェリーターミナル側がらJR宮島口駅方面を望む
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■屋根形状等に関する具体事項

① 勾配屋根について（県道厳島公園線沿道地区、国道２号沿道・臨海部地区）

（※景観地区の制限項目）

建築物の新築や建替え等を行うときは、１階もしくは２階

に設ける屋根は勾配屋根とし、また、県道厳島公園線沿道地

区において、道路に面する屋根は軒側を向けなければいけま

せん。ただし、景観法第６９条（適用の除外）に該当する建

築物はこの限りではありません。

なお、出入口は平入りとなるように努めてください。

また、屋根の勾配については、宮島が比較的緩い勾配の屋

根が多いことから、１０分の３から１０分の４.５の範囲と

するように努めてください。

連続した平入り勾配屋根の景観 連続した平入り勾配屋根の景観

県道厳島公園線沿道は勾配屋根の平入りにすることで、

沿道の街並みに連続性や統一感が生まれます。
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② 陸屋根の修景方法（県道厳島公園線沿道地区、国道２号沿道・臨海部地区）

３階以上に設ける屋根については、勾配屋根を推奨しますが、やむを得ず陸屋根を採用する場

合は、付け屋根やパラペット、ルーバー等により傾斜屋根風に修景してください。なお、そのよ

うな修景も困難な場合は、屋上緑化等により陸屋根を目立たなくするように努めてください。

また、屋上に設備等を設ける場合は、道路や広場などの公共空間からその設備が視認できない

ように配慮してください。

③ 屋根の色彩等（全地区共通）（※景観地区の制限項目）

屋根の色彩については、「■外壁に関する具体事項 ③色彩基準（P○○）」を参照してくださ

い。なお、色彩基準に適合している場合においても、宮島口周辺区域の景観形成方針である『う

るおいと落ち着きのある「和」をイメージしたデザイン』から逸脱することがないようにしてく

ださい。

パラペットの上にルーバーを斜めに組み

立てて修景する方法

ルーバー

パラペット

＊パラペット：屋上の外周に設置する落下防止
や防水のための低い壁

＊ルーバー：細長い板などを隙間を空けて並べ
たもので、ここでは屋上の手す
りも含んでいます 屋上緑化による修景例
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■外壁に関する具体事項

① 外壁の形態の制限（県道厳島公園線沿道地区）

「和」を感じる街なみを創出するため、建築物の外壁は、和風を基調とする形態意匠としてく

ださい。「和」の雰囲気を出す外壁の仕上げとしては、自然素材（石系、木材系、コンクリート

系）を用いたり、塗り壁等のほか、壁面に縦格子を設置するなどが有効です。

和風外壁仕上げ 板張り・縦格子仕上げ

ベージュ系の塗り壁仕上げ 茶系の塗り壁仕上げ

竹を利用した仕上げ

コンクリートの木目調仕上げ

白系の塗り壁仕上げ 朱色をアクセントとした

塗り壁仕上げ
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また、建築物の外壁は、規模が大きくなると、単調さや圧迫感を与えることから、形態に変化

をつけたり、色彩、素材を使い分ける（分節化）ことで、周辺と調和させたり、圧迫感や突出感

の軽減が期待できます。

② 壁面の位置の制限（県道厳島港沿線沿道地区）（※景観地区の制限項目）

県道厳島公園線に面する（１号壁面）建築物については、３階以上は道路境界から壁面後退１

ｍ以上としなければいけません。ただし、景観法第６９条（適用の除外）に該当する建築物はこ

の限りではありません。

上層階が壁面後退することで、圧迫感を軽減したり、街なみに統一感を出すことが期待できま

す。なお、３階以上を壁面後退することにより壁面が上層階と下層階に分かれる場合は、上層階

と下層階の壁面の色彩が調和するよう配慮してください。

外壁の分節化外壁の分節化

上層階を壁面後退し、勾配

屋根の形状とすることで、

圧迫感を和らげ、街並みの

統一感を形成します。

1号壁面
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③ 外壁の色彩基準等（全地区共通）（※景観地区の制限項目）

○ 壁面及び屋根の基調色の色彩基準

基調色（ベースカラー）とは主体となる色をいいます。

壁面の基調色に採用できる色彩は、「和」をイメージしやすい無彩色（Ｎ系）、暖色系（Ｒ

系、ＹＲ系、Ｙ系）を基本とし、高明度、低彩度の色彩としなければいけません。

屋根の基調色に採用できる色彩は、無彩色（Ｎ系）を基本とし、低明度、低彩色の色彩とし

なければいけません。

マンセル値による色彩の制限（使用可能な色彩の範囲）

○ 壁面の強調色の色彩基準

強調色（アクセントカラー）とは、基調色に対し変化を与えたり、他の色を引き立たせる色

で、基調色（ベースカラー）の色彩基準の範囲外の色彩をいいます。

強調色を使用する場合は、外壁の各立面の４分の１以内の面積とし、周辺の景観との調和に

配慮しなければいけません。

○ 壁面及び屋根の色彩基準の適用除外

以下の条件に適合するものは、上記色彩基準の適用除外とします。

ａ）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）で色彩基準範囲外のもの

ｂ）歴史的・文化的に地域に親しまれ、景観資源となる建築物

ｃ）景観法第６９条（適用の除外）に該当する建築物

○ 柱や窓枠、その他格子等の色彩基準

柱や窓枠、その他格子等の色彩は、壁面の色彩基準に準じるものとし、「和」を基調とし、

壁面の色彩と調和する色彩としてください。

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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＜壁面の基調色（ベースカラー）のマンセル値域＞

＊太線枠は基本色(無彩色と暖色)、破線内が使用可能な範囲

＊印刷による色再現のため、実際のマンセル値とは異なる場合があります。

＊マンセル値とは、色の三属性（色相、明度、彩度）を知覚的に尺度化・体系化して表したもの
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■建築物用途に関する具体事項

宮島口周辺区域にふさわしい景観の形成や環境を守るため、用途地域で定める用途の制限のほ

か、次の用途を禁止します。

○ パチンコ店

○ キャバレー、ナイトクラブなど

■その他に関する具体事項

① 窓の化粧

県道厳島公園線沿道地区では、建築物の２階以上を倉庫等で利用する場合、窓格子等の設置に

より、外部から室内が透視できないように努めてください。

窓格子による化粧の事例① 窓格子による化粧の事例②

② 庇又は日よけを設置する際の注意点

県道厳島公園線沿道地区では、通りの統一感を演出するため、１階部分に庇、日よけの設置を

推奨します。

なお、庇は建築物の一部であるため、敷地内に設置しなくてはいけません。なお、容易に取り

外しが可能な日よけは、道路上に張り出すことができますが、道路占用許可が必要になるので注

意してください。

庇の設置事例 日よけの設置事例
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また、日よけのについては、以下の点に配慮してください。

○ 建築物及び周辺の街なみと調和した意匠としてください。

○ 地色の色彩は、落ち着いた色彩とし、低彩度としてください。

庇の設置断面図 日よけの設置断面図

EC12

グレージュ

EC27

モカブラウン

EC15

ミディアムグレー

EC29

ブラック

EC14

カフェオレ

ME501

ホワイト

ME502

ダークホワイト

ME503

アイボリー

ME504

バニラ

ME505

ベージュ

色彩の参考例
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③ 垣又は柵の構造等

県道厳島公園線沿道地区では、原則として垣又は柵、塀を設けないようにしてください。ただ

し、防犯や環境上やむを得ない場合は、生垣もしくは透視可能なフェンスを使用してください。

国道２号沿道・臨海部地区では、建築物に付属する垣や柵、塀の素材は、原則として自然系素

材（木、竹、石など）又は伝統的な素材（漆喰など）を使用してください。これが難しい場合

は、透視可能なフェンスを用いることとし、コンクリート又はコンクリートブロック造と組み合

わせる場合は、その高さを地面から７０ｃｍ以下に抑えて、化粧として低彩度の色彩のものを使

用してください。

生垣 板塀

フェンス フェンス＋コンクリート
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④ 駐車場の緑化

県道厳島公園線沿道地区は、原則として駐車場を設けないようにしてください。やむを得ず駐

車場を設ける場合は、駐車場の舗装面や機器類等と周辺の景観を調和させたり、道路沿いに周囲

の景観と調和した門扉や塀等を設置して、周辺建築物との壁面線や軒並みの連続性を崩さないよ

うに配慮してください。

全地区において、屋外駐車場等の空地スペースは、できる限り緑化に努めてください。

⑤ 自動販売機等の外観

県道厳島公園線沿道地区及び国道２号沿道臨海部地区では、道路に面して自動販売機等を設置

する場合、街なみの景観に配慮して、企業名、商品名等の広告を極力控えるようにしてくださ

い。また、自動販売機等の色彩を沿道建築物と調和させたり、自動販売機等を建築物に組み込む

など、自動販売機等が不自然に目立つことがないように配慮してください。

駐車場修景事例(中低木と舗装) 駐車場修景事例(緑化舗装ブロック) 駐車場修景事例(生垣)

地域の景観に合わせた自動販売機のデザイン 建築物に組み込まれた自動販売機の

デザイン
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⑥ 明かりに関する事項

県道厳島公園線に面する店舗では、できる限りショーウィンドウやスポットライトなどにより

店先を明るくし、夜間の魅力的で潤いのある演出に努めてください。

色温度（ケルビン）を概ね３０００Ｋ以下に抑えることで、暖かみのある光を演出することが

できます。

※色温度とは物体が温度に応じて光の色が変わることを利用して、光の色を数値化したもので単位はK（ケル

ビン）といいます。色温度(ケルビン)が高いほど青っぽい色となり、色温度が低いほどオレンジっぽい色にな

ります。

1900K 3000K 4000K 5000K 6000K

色温度

7000K 12000K

ショーウインドウからの明かり

暖色系の明かりによる夜間の演出

スポット照明による暖簾の演出

ショーウインドウからの明かり

ショーウインドウからの明かり

ライトアップ照明による演出
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⑦ 空調の室外機、配管等の修景

県道厳島公園線沿道地区及び国道２号沿道・臨海部地区では、空調の室外機や配管、メーター

類等は、表通りから見えないようルーバーで隠すか、壁面と同色にするなど配慮してください。

竹垣による建築物のすき間や設備隠しメーターや建築物側面の壁等の設備を隠すルーバー

室外機を隠すルーバー室外機を外壁意匠と調和させた事例

消火栓の化粧事例 雨樋の化粧事例

40



３）屋外広告物の基準

① 屋外広告物とは

屋外広告物は工作物として届出が必要です。

屋外広告物とは、次の四つの条件を満たしているものをいいます（屋外広告物法第２条）。

・常時又は一定の期間継続して表示されるもの

・屋外で表示されるもの

・公衆に表示されるもの

・看板、立看板、張り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出さ

れ又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

以上の四つの条件を満たしているものであれば、営利的なものか、非営利なものであるか、敷

地外か敷地内かを問わず屋外広告物となります。なお、一定の要件を超える屋外広告物は、屋外

広告物法に基づく申請・許可が必要であり、屋外広告物法に基づく許可を得たものは、景観法

（本手引き）に基づく届出は必要ありません。

屋外広告物の要件に応じて、申請・届出の内容が異なりますので、注意してください。

※屋外広告物法、及び廿日市市屋外広告物等に関する条例に基づく申請の詳細については、別に定める手引き

を参照してください。

申請・届出要件 手数料 更新の有無

屋外広告物法、及び廿日市市屋

外広告物等に関する条例に基

づく申請

・自己看板：設置している屋外広告物の

合計面積が 10㎡以上

・貸 看 板：面積に関わらず全ての屋外

広告物

有り
継続の更新有り
※変更･撤去等の際は、

その都度手続きが必要

景観法、及び廿日市市景観条例

に基づく届出

（本手引き）

上記以外のもの 無し
継続の更新無し
※変更･撤去等の際は、

その都度手続きが必要

資料：広島県屋外広告の手引き
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② 屋外広告物の基準

○宮島口周辺区域における屋外広告物の基準

○宮島口周辺区域における屋外広告物の色彩の制限

種 類 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

総合面積

案内広告、貸看板

・1敷地(建築物)の合計表示面積は20㎡以下。

県道側の建物見付面積に対する看板の面積率は

20%以下。ただし、看板総面積7㎡以下は除

く。

・自己看板のみとし、貸看板は設置しないものと

する。

・1敷地(建築物)の合計表示面積は30㎡以下(自己

看板20㎡以下、案内看板10㎡以下)。ただし、

国道2号の沿道敷地･建築物は合計30㎡のう

ち、案内看板は20㎡以下とする。

・原則として、貸看板は、宮島口地区内への案内看

板のみ設置できるものとする。

文字、光源等

・使用する文字、ロゴマークの形態、大きさ、色彩は街なみの景観と調和したものとし、過度な表現に

ならないよう配慮する。

・レーザー光、サーチライト等で過剰な光量となるもの及び光による動的な表現を常時行うものは使用

しないものとする。

壁面広告

・表示面積は10㎡以下。

・屋外広告物の高さを1m以下(ただし、広告の

上端が地上2m以下のものを除く)。

・ネオン管は使用不可。

・表示面積は10㎡以下。

突き出し看板

・地面から看板の高さ：上端は2階軒高以下、

下端は歩道から3.5m以上。

・水平距離は壁面から1m以下。

・表示面積は1面3.5㎡以下、合計7㎡以下。

・地面から看板の下端までの高さ：歩道3.5m以

上、車道4.5m以上。

・水平距離は道路上1m以下。

・表示面積は1面10㎡以下、合計20㎡以下。

屋上広告塔 ・設置しない。（壁面広告にあっては、看板の上端が建築物の最上部に設ける屋根を超えてはならない。）

建植の平看板及び

広告塔(独立看板)

・平看板：表示面積は片面表示の場合1㎡以

下、両面表示の場合2㎡以下。

・広告塔：表示面積は1面1㎡以下、合計2㎡

以下。

・平看板：表示面積は片面表示の場合10㎡以下、

両面表示の場合20㎡以下。高さ6ｍ以

下。

・広告塔：表示面積は1面10㎡以下、合計20㎡

以下。高さ10ｍ以下。

アーチ看板
・表示面積：片面表示の場合10㎡以下、両面表示の場合20㎡以下。

・広告物の下端までの高さ：道路を横断する場合、路面から車道は5m以上、歩道は3.5m以上。

立看板、スタンド

看板(移動看板)

・敷地内に設置し、表示面積を2㎡以下とす

る。

・設置個数は１敷地あたり２個以下もしくは１敷

地内の店舗数以下とする。

・点滅式照明が付随する看板及びネオン管を使用

した看板は設置しない。

・縦2m以下、横1m以下、脚部の高さ0.5m以

下。

横断幕、懸垂幕

・道路を横断する横断幕及び道路上に突き出す懸垂幕の下端までの高さ：車道4.5m以上、歩道2.5m

以上。

・表示面積：片面表示の場合10㎡以下、両面表示の場合20㎡以下。

張り紙、貼り札
・張り紙：1枚につき1.5㎡以下。1壁面につき5枚まで。

・貼り札：1枚につき1㎡以下。1壁面につき3枚まで。

窓広告 ・設置しない。 ・制限なし

のぼり及び旗

・1個あたりの表示面積は1.5㎡以下とする。設

置個数は１店舗当たり３個もしくは店舗間口

4mに1個以下の多い方とする。

・下端の高さ：1.2m以上。

・表示面積：10㎡以下。道路上に設置する場合は

縦2m以下、横1m以下。

アドバルーン ・設置しない。

ベースカラー(基本色) 彩度6以下

アクセントカラー(強調色) 彩度13以下。ただし、彩度６を超え 13 以下の表示面積は全体の 1/4 以下とすること
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県道厳島公園線沿道地区（A）の屋外広告物基準

○案内広告、貸看板

自己看板のみとし、貸看板は設置しない。

○合計表示面積

１敷地（建築物）の合計表示面積は２０㎡以下。県道側の建物見付面積に対する看板の面積率は２０%以下。

ただし、看板総面積７㎡以下は除く。

○文字、光源等

文字、ロゴマークは街並みの景観と調和させ、過度な表現を避ける。

レーザー光、サーチライト等で過剰な光量となるもの及び光による動的な表現を行うものは使用しない。

○色彩制限

ベースカラーは彩度６以下。アクセントカラーは彩度１３以下で、彩度６を超え１３以下の表示面積は全体の

１／４以下。

Ｃ

Ｂ Ｂ

Ａ

Ａ：県道厳島公園線沿道地区
Ｂ：国道2号沿道・臨海部地区
Ｃ：山陽本線沿線地区
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国道2号沿道･臨海部地区（Ｂ）、山陽本線沿線地区（Ｃ）の屋外広告物基準

Ｃ

Ｂ Ｂ

Ａ○案内広告、貸看板

宮島口地区外の施設への案内看板は設置しない。

(ただし、国道２号沿道敷地・建築物を除く)

○合計表示面積

１敷地（建築物）の合計表示面積は３０㎡以下。（自己看板２０㎡以下、案内看板１０㎡以下）

ただし、国道２号沿道敷地・建築物については合計３０㎡のうち案内看板を２０㎡までとする。

○文字、光源等

文字、ロゴマークは街並みの景観と調和させ、過度な表現を避ける。

レーザー光、サーチライト等で過剰な光量となるもの及び光による動的な表現を行うものは使用しない。

○色彩制限

ベースカラーは彩度６以下。アクセントカラーは彩度１３以下で、彩度６を超え１３以下の表示面積は全体の

１／４以下。

Ａ：県道厳島公園線沿道地区
Ｂ：国道2号沿道・臨海部地区
Ｃ：山陽本線沿線地区
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