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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

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」に

基づく計画、基準

これまでの景観関連施策を継承した全市的な景観計画の策定

景観重点区域

の指定

景観法を活用

した各種施策

の展開

その他の法令の

効果的な活用

全市的な景観計画を担保する新しい景観条例の制定 市民協働

に向けた

各種施策

の展開

廿日市市において、良好な景観の形成を進めていくためには、前述した廿日市市にお

ける重点課題はもとより、各地域の景観上の課題にも対応するため、景観法等に基づい

た各種施策をはじめ、景観形成に関連する様々な法令等に基づいた施策を複合的に活用

していくことが求められます。

また、本計画に定めた基本的なルールである「景観形成基準」に基づいたまちづくり

を推進するとともに、市民、事業者、行政が一体となって、本市の景観形成に向けた様々

な取り組みを展開していくことが重要です。

そこで、本市としては、次のように様々な景観形成に向けた取り組みの実施について

検討していきます。

継 承

発 展

連携

段階的な
景観計画
の発展

景観施策の展開イメージ

連携

第Ⅳ章 景観施策の展開方針

連携
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１ 景観法の効果的な活用

本市においては、本計画を定めた後も、下記のような景観法に基づく様々な施策を効果的に活

用し、段階的に発展していく景観形成の取り組みを検討していきます。

（１）全市的な景観計画の策定及び景観条例の制定

合併以前に取り組まれてきた景観施策を継承し、さらに発展させるための第一段階として、

廿日市市の重点課題や地域の課題に応じた景観形成の方針、さらにそれらを踏まえた今後の

景観施策の展開に向けた方向性を定めるとともに、大規模行為を中心とした市域全域に適応

した基準を定めた本計画を策定しました。

また、景観計画の策定に併せて景観計画を担保し、景観法に基づく指導が可能となる新し

い景観条例を平成23年9月に制定しました。

（２）より重点的に景観形成を図るための景観重点区域の指定

この景観計画では、市域全体を景観計画区域として、良好な景観形成を図ることとしてい

ますが、今後、本市の景観形成において、より重点的な施策の実施が必要な区域や先導的な

役割を果たすことが求められる区域を景観重点区域として指定します。

なお、景観重点区域は、以下の基本的な考え方に基づき指定することとし、より細やかな

制限内容を検討していきます。

１）「景観重点区域」の指定に向けた基本的な考え方

「景観重点区域」は以下のような考えに基づいて指定します。

① 従来から展開されてきた景観施策を総合的・発展的に継承した「景観重点区域」

○ 合併以前から「西中国山地国定公園周辺地域景観形成基本計画」（旧吉和村）、「佐

伯町都市計画マスタープラン（みどりの空間と景観を保全する農都市づくり）」（旧

佐伯町）、「廿日市景観基本計画」（旧廿日市市）、「大野町景観形成のためのガイドプ

ラン」（旧大野町）、「宮島・大野地域景観形成基本計画」（旧宮島町・旧大野町）等

において景観に関する様々な施策や景観的に重要な地区の検討が行われてきました。

○ また、これらの計画を前提として、吉和地域、大野地域、宮島地域は、広島県の「ふ

るさと広島の景観の保全と創造に関する条例」に基づく景観指定地域に指定されて

います。また、宮島地域については、都市計画法にも基づく広島県の「風致地区内

における建築等の規制に関する条例」によって、全島のうち伝統的建造物群保存地

区を除く地域が風致地区に指定されています。

○ そこで、これらの既存計画や条例で示された地区設定を踏まえて「景観重点区域」

を指定します。

② 景観上の課題に対応した段階的な展開を見据えた「景観重点区域」

○ 廿日市市の景観上の重点課題や各地域における景観上の課題を踏まえ、重

点的な景観形成の緊急性や優先度を鑑み、段階的な重点区域の展開や将来的

な「景観法に基づく景観地区」の設定等を念頭において、モデルプランとな

る「景観重点区域」を指定します。
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２） 景観重点区域の指定要件

上記の基本的な考え方を踏まえ、「景観重点区域」の指定要件は次のとおりとします。

【指定要件１】：「ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例」に基づ

く景観指定地域のうち、西中国山地国定公園周辺景観指定

地域の『重点地区ゾーン』、宮島・大野景観指定地域の『景

観モデル地域』、及び『重点地区』。

【指定要件２】：都市計画法に基づく条例や計画で重点的な景観形成が求

められる区域。

【指定要件３】：合併前の各市町村計画で重点的な景観形成が求められる

区域。

指定要件により抽出した区域のうち、重点課題や地域別の課題を踏ま

え、将来的に現況景観を優先的に保全すべき区域または、廿日市市の顔

となるような良好な景観形成を進めることによって、モデルプランとな

るべき区域を指定。

なお、今後、他の計画等により、重点的な景観形成に取り組むべき区

域が生じた場合には、その実情に併せた新たな指定要件の追加を検討し

ます。
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【指定要件１】：「ふるさと広島の景観の保全と

創造に関する条例」に基づく景観指定地域のう

ち、西中国山地国定公園周辺景観指定地域の『重

点地区ゾーン』、宮島・大野景観指定地域の『景

観モデル地域』、及び『重点地区』

１ 西中国山地国定公園周辺景観指定地域

①女鹿平山周辺地区

②もみのき森林公園周辺地区

２ 宮島・大野景観指定地域

①景観モデル地域（宮島全域）

②景観形成地域玄関口ゾーン（宮島口付近）

③景観形成地域東部海岸線ゾーン

④景観形成地域西部海岸線ゾーン

⑤景観形成地域山地ゾーン

【指定要件２】：都市計画法に基づく条例や計画

で重点的な景観形成が求められる区域。

１ 「風致地区内における建築等の規制に関す

る条例」に基づく風致地区。

①厳島風致地区

２ 都市計画マスタープランにおける重点地区

①シビックコア周辺地区

②宮島口地区

【指定要件３】：合併前の各市町村計画等で重点

的な景観形成が求められる区域。

１ 大野町景観形成のためのガイドプラン

①沿道景観（国道２号道路沿線）

②拠点的景観（旧大野町役場周辺から大野イ

ンターチェンジ周辺までの中央地区）

③海上及び宮島からの眺望景観（宮島航路上

などの海側及び対岸の宮島から見える地区

及び海岸線沿線）

２ 佐伯町都市計画マスタープラン

①津田地区の商業地景観

②友和地区の地区拠点景観

③峠地区の工業地景観

３ 廿日市市景観基本計画

①アルカディア周辺

②極楽寺周辺

③速谷神社周辺

④西国街道沿線

⑤住吉新開潮まわしと桜並木

⑥地御前神社周辺

⑦おあがり場から地御前漁港にいたる海岸線

４ シビックコア地区整備計画

①廿日市シビックコア地区

【景観重点区域】

指定要件により抽出した区域のうち、重点課題や地域別の課題を踏まえ、将来的に現

況景観を優先的に保全すべき区域または、廿日市市の顔となるような良好な景観形成

を進めることによって、当面のモデルプランとなるべき区域を選定。

景観重点区域の指定の流れ
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既存計画等における景観的に重要な地区・地域
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以上の景観重点区域の指定に向けた基本的な考え方と指定要件を踏まえて段階的に景観重

点区域を指定することとしていますが、本計画では、特に廿日市市の顔となるとともに、「宮

島」を有するまちとして、以下のように『宮島口周辺区域』、『シビックコア区域』、『宮

島区域』の３区域を、先行的に取り組むべき『景観重点区域』の候補区域として選定しまし

た。

このうち、『宮島口周辺区域』については、令和2年4月に景観重点区域に指定しました。

残りの２区域については、順次、景観重点区域の指定に向けた取り組みを進めていくこと

とします。

○宮島口周辺区域

宮島口周辺区域では、世界遺産である宮島の玄関口にふさわしく“宮島への誘い”

を感じさせる景観形成を進めます。

本市の観光拠点として、宮島からの眺望の配慮、また、宮島への眺望の配慮を考

慮した景観的な統一感の形成のための基本的なルールづくりなど、地元商店街や事

業者、国、県等、関係する多くの団体が参画する協議会等での議論によって景観形

成を進めていきます。

○シビックコア区域

シビックコア区域では、新たな廿日市市のシンボルにふさわしい都市景観の形成

を図っていきます。

広域サービス都市づくり（タウンセンターゾーンの形成）を目指し、緑豊かで良

好な環境を備えた新しい都市景観形成のための基本的なルールづくりなど、地区計

画等の都市計画制度を活用しながら適切な規制・誘導等を図り、景観形成を進めて

いきます。

○宮島区域

宮島区域では、歴史的景観と自然景観が調和した世界に誇る宮島の価値をより高

める景観形成を進めていきます。

世界に誇る観光地である宮島にふさわしいルールの強化など、住民や事業者との

協働による既存の法規制や関連計画の見直し、文化財保護法、景観法の更なる活用

等を視野に入れながら景観形成を進めていきます。

世界遺産の玄関口として宮島への誘いの景観形成

世界に誇る宮島の価値をより高める景観形成

新たな廿日市の顔となるシンボリックな都市景観の形成
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シビックコア区域
（景観重点区域の候補区域）

宮島口周辺区域
（景観重点区域）

宮島区域
（景観重点区域の候補区域）

景観重点区域及び景観重点区域の候補区域の位置図
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（３）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。
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■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－

◆ 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。

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。
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（４）景観重要建造物、景観重要樹木の指定

景観重要建造物や景観重要樹木は、地域のシンボルになる景観上重要な建造物や樹木

を適切に保全することで、良好な景観の形成を図るための制度です。

景観重要建造物や景観重要樹木に指定されると、現状変更等に対する制限が可能とな

るとともに、所有者等の適正な管理義務、景観行政団体等が所有者と締結する管理協定

により、建造物や樹木を適切に維持管理していくことが可能となります。

景観重要建造物や景観重要樹木の指定に当たっては、住民からの情報提供を広く募る

とともに、景観法より厳しい現状変更の形成が課される文化財保護法に基づく指定状況

など、他法令による指定状況や管理状況等も踏まえながら指定を検討していくとともに、

地域住民と協働しながら、景観上重要な建造物や樹木の保全・活用を図っていくことと

します。

（５）景観重要公共施設の指定

景観重要公共施設は、道路、河川、港湾、公園など、景観上重要な役割を担う公共施

設の整備等について、管理者が景観行政団体ではなくても景観上の配慮を求めることが

できる制度です。

景観行政団体が管理していない公共施設を「景観重要公共施設」に位置づけることに

よって、良好な景観を形成していくための整備に関する方針や占用許可の上乗せ基準を

定めることが可能となります。

そこで、景観上配慮が必要な国や広島県が管理する公共施設について、その管理者で

ある国や広島県と協議しながら「景観重要公共施設」に指定し、市が管理する公共施設

とともに市内の公共施設における良好な景観の形成を図っていくこととします。

なお、景観重要公共施設に指定できる公共施設は次のような施設があげられます。

＜重要公共施設に指定できる施設＞

以下の特定公共施設であって、良好な景観の形成に重要なもの

①法律に定める公共施設（景観法第８条第２項第４号）

・道路（道路法）、河川（河川法）、都市公園（都市公園法）、海岸保全区域等に係

る海岸（海岸法）、港湾（港湾法）、漁港（漁港漁場整備法）、自然公園事業にお

ける施設（自然公園法）

②政令で定める公共施設（景観法施行令第２条）

・土地改良施設（土地改良法）、下水道（下水道法）、保安施設事業に係る施設（森

林法）、市民緑地契約に係る市民緑地（都市緑地法）、雨水貯留浸透施設（特定

都市河川浸水被害対策法）、砂防設備（砂防法）、地すべり防止施設及びぼた山

崩壊防止施設（地すべり防止法）、急傾斜地崩壊防止施設（急傾斜地の崩壊によ

る災害の防止に関する法律）
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（６）景観農業振興地域整備計画の策定

景観農業振興地域整備計画は、景観と調和のとれた良好な営農条件を確保するため、景

観計画区域内の農業振興地域について、景観行政団体が定めることができる計画です。

景観農業振興地域整備計画は、対象とする区域、その区域内における景観と調和のとれ

た土地の農業上の利用に関する事項、農業生産性の基盤の整備及び開発に関する事項、農

用地等の保全に関する事項、農業の近代化のための施設の整備に関する事項について一体

的に定めるものです。

本市においては、吉和地域や佐伯地域に広い面積の農業振興地域を有しており、特に第

1種農用地など良好な田園景観の基盤となる農地について、必要に応じて計画策定に向け

た検討を行います。

（７）自然公園法の上乗せ許可基準の設定

景観計画区域と国立・国定公園の区域の一部が重複する場合に、国立・国定公園の特別

地域等で行われる自然公園法の許可が必要な一定の行為について、景観計画において、良

好な景観の形成のために必要な上乗せの許可基準を定めることができるというものです。

瀬戸内海国立公園、西中国山地国定公園を有する本市においても、必要に応じて公園外

と比較して特に厳しく規定することがないように留意しながら設定について検討を行っ

ていきます。

参考 景観重要公共施設の基本的事項

（景観法アドバイザリーブック（国土交通省）より）
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（８）景観地区及び準景観地区指定による担保力の高い制限の導入

景観地区及び準景観地区は、地区内の全ての建築物や工作物の形態意匠や高さなどにつ

いて、認定制度による適合義務が課せられるなど、比較的担保力の高い制度となっていま

す。

認定制度は、一義的・定量的に定めることが難しい建築物等の形態意匠について、都市

計画で裁量的・定性的な基準を定め、景観行政団体が個別の建築等の計画に対して都市計

画との適合性を裁量的に判断する仕組みです。事業者は、市長の認定証の交付を受けた後

でなければ、対象建築物等の建築等の工事に着手することができません。

景観地区は都市計画区域又は準都市計画区域内において、また準景観地区は都市計画区

域外及び準都市計画区域外の景観計画区域において景観行政団体が区域を定め、形態意匠

の制限の他、建築物の高さの最高限度、敷地面積の最低限度等について都市計画等にて制

限することにより、地域の景観の質を能動的に高めていくことが可能となります。

本市では、景観重点区域（宮島口周辺区域）において、宮島口景観地区を都市計画決定

しています。詳細については、宮島口景観地区に関する計画書・計画図、及び宮島口地区

景観ガイドライン等を参照してください。

参考 景観地区の規制担保手法

（景観法アドバイザリーブック（国土交通省）より）
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（９）「景観整備機構」の指定

景観整備機構は、地域住民等を含めた民間活力により、景観行政団体と役割分担しなが

ら、ともに良好な景観の形成を図るためのものです。

行政が実施しにくいソフト施策について景観整備機構が役割分担することで、ソフトと

ハードを含めた総合的な景観形成の取り組みが可能となります。

本市においても、まちづくりや地域づくりに関する様々な活動に積極的に取り組んでい

る組織（ＮＰＯ法人や老人会、町内会等）をはじめ、これから景観形成の取り組みに参加

しようとする組織などについて、「景観整備機構（景観法第92条）」の指定による景観形

成の取り組みの役割分担について検討を行っていきます。

（１０）「景観協定」の認定

景観協定は、景観計画区域内の一団の土地について、良好な景観の形成を図るため、土

地所有者等の全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する事項

を協定する制度です。

住民同士の合意事項を景観行政団体が認定することによって、法的なルールとして活用

できるようになります。

本市においても、市民の主体的な景観形成の取り組みを支援していくために、一定の区

域内の土地や建築物、広告物、樹木等の景観形成に配慮が求められるものの所有者の方々

等が、その配置や規模、形態、意匠、管理方法等、区域の景観形成に寄与するために必要

な事項について締結した協定を「景観協定（景観法第81条）」として認定することにつ

いて検討を行っていきます。

参考 景観地区内で可能な制限

（景観法アドバイザリーブック（国土交通省）より）
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（１１）「景観協議会」の設置

景観協議会は、景観計画区域内において、良好な景観形成のために、住民・事業者・

関係行政機関等とが協力して取り組むために組織できる協議会です。

本市においても、今後、景観重点区域等の指定により、行政、地域住民、事業者、各

種関係機関等による一体的・継続的な景観形成の取り組みが必要となる場合は、「景観協

議会（景観法第15条）」の設置について検討を行っていきます。

（１２）「廿日市市景観審議会」の設置

景観計画の見直しや景観重点区域の指定、新たに取り組むべき景観施策等、本市の景観

行政の重要事項に関する審議等、快適なまちづくりと活力ある地域づくりに資する景観形

成のため、「廿日市市景観審議会」を平成24年1月25日に設置しました。

参考 景観法の主な制度の一覧

（景観法アドバイザリーブック（国土交通省）より）
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２ 他法令の効果的な活用

本市における景観形成上の課題について、全てが景観法によって対応できるものではあ

りません。景観法に関連して、様々な法制度を複合的に活用することにより、より効果的

かつ実効性のある景観形成を図っていくことが可能となります。

本市においては、下に示す景観形成に関連する様々な法令の効果的な活用を検討してい

きます。

（１）都市計画法の活用

土地利用の制限を定める基本的な法規制であり、まちづくりにおいて基盤となる制度で

あるとともに、景観形成において重要な役割を担う制度です。

都市計画法に基づく地区計画は、地区のまちづくりを具体的に進めていくための目標、

方針とともに、地区整備計画を定めることにより、地区の実情に応じて用途制限等の土地

利用の制限や、建築物の形態、色彩等のデザインに関する制限まで、幅広い事項のルール

設定が可能です。本市においても多くの住宅団地などにおいてこの制度を導入しており、

今後も地区計画の効果的な活用を図ることにより、市民の住環境における良好な景観の形

成を推進していきます。

（２）屋外広告物法の活用

景観法においては届出の対象行為からは除外されていますが、屋外広告物は、景観形成

において重要な景観構成要素となります。

本市においては、これまでに屋外広告物法に基づく「広島県屋外広告物条例」や、「ふ

るさと広島の景観の保全と創造に関する条例」に基づき、広島県による屋外広告物の規制

誘導が行われてきました。

景観法の施行に伴い、景観行政団体であれば、屋外広告物条例の制定権限を県から移譲

を受け、屋外広告物条例を定めることが可能となりました。

本市においては、屋外広告物について地域の実情に応じた創意工夫と自主的な管理を行

うことを目的に、令和２年４月１日に廿日市市屋外広告物等に関する条例を制定しました。

参考 屋外広告物方の特例

（景観法アドバイザリーブック（国土交通省）より）
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（３）文化財保護法の活用

地域の歴史文化を表す貴重な資源の保存・活用のために、歴史的な価値のある資源の文

化財指定や、伝統的建造物群保存地区制度による歴史的町並みの保全など、景観法より担

保力の高い文化財保護法の制度の活用について検討を進めていきます。

また、数多くの文化財を有する本市においては、より効果的な保存・活用を検討してい

くとともに、歴史的資源についても、まちづくりや景観形成等への活用等を検討していき

ます。

（４）歴史まちづくり法の活用

正式名称は「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」であり、歴史的風

致を後世に継承するまちづくりを進めていく取り組みを国が支援するための新たな制度

として制定されました。これにより、歴史まちづくり法に基づく「歴史的風致維持向上計

画」を策定し、国による認定を受けることで、法律上の特例措置や各種事業に対する支援

を受けることが可能となります。

本市においても、景観計画の運用後、この制度の活用に向けた検討を進めていきます。

（５）その他法令等の活用

景観法に基づく景観重要樹木や、文化財保護法に基づく天然記念物などは、単体の樹木

や一定の群落などを対象としており、まとまった森林や樹林地、緑地等を一体的に指定す

るものではありません。

このため、都市における良好な景観を有している樹林地や良好な景観を有する森林等に

ついて、都市緑地法に基づく緑地保全のための諸制度や、森林法に基づく「市町森林整備

計画」等を効果的に活用するとともに、林業をはじめとする健全な森林の維持管理に寄与

する産業の活性化などを図り、まとまった森林や樹林地、緑地等の保全に向けた検討を行

っていきます。
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３ 市民協働に向けた施策展開

市民、事業者、行政が一体となって行う、廿日市市の景観形成に向けた次のような取り組み

について、具体的に検討していきます。

（１）優れた景観形成に対する表彰

本市では、「はつかいち景観づくり大賞」を設け、平成14年度から平成18年度に

かけて、市の景観を守り、育てる気運を高め、より優れた景観形成を推進することを目

的として、優れた景観形成を実践している市民及び事業者の方を表彰してきました。

また、広島県土の優れた景観の保全と創造を

図るために設立された広島県景観会議の構成団

体として、県内の優れた景観を守り育てるため、

ふるさと広島の景観資源を発掘・再発見した方

を表彰する「景観づくり大賞」の活動を行って

います。

今後も、「はつかいち景観づくり大賞」の継続

や広島県景観会議との連携により、市民や事業

者等の優れた景観形成の取り組み等に対する表

彰を行います。

（２）優れた景観の市民共有化に向けた取り組み

１）「はつかいち景観100選」の選定

本市には、自然景観や歴史景観など、誇る

べき優れた景観がたくさんあります。これら

の景観は、その景観を構成する景観資源と視

点場の位置関係等によって、さらに様々な趣

を見せます。

本市では、平成29年3月にこれらの優れ

た景観について、市民とのワークショップや

景観審議会等により「はつかいち景観100

選」を選定しました。

２）景観資産の登録制度の導入

廿日市市に暮らす市民が後世に残して行きたいと共感できる景観を、本市の「景観資

産」として市民共有の資産としていくための登録制度の導入を検討していきます。

「はつかいち景観100選」の中から候補を抽出し、景観審議会等で審査・認定し、

「景観資産」として登録することにより、地域の重要な景観資源の共有化を図ってい

くことが可能となります。また、登録された「景観資産」を市民共有の財産として広

く周知を図るなど、「景観資産」を中心として、地域の景観形成を図りながらまちづく

りに活かしていく取り組みを検討していきます。

第２回はつかいち景観づくり大賞
を受賞した廿日市郵便局

平成22年度に実施した廿日市市
景観ワークショップの様子
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（３）景観形成に関する普及啓発や人材育成

１）「はつかいち景観づくり講座」の開講

本市の景観形成に関する勉強の場として、「はつかいち景観づくり講座」の検討を行い

ます。この講座は、市民や事業者、行政職員の相互交流や情報交流の場としての役割も

担い、本市の景観形成により先導的な役割を果たす人材の育成も期待されます。

また、「景観まちづくり教育」の活用など、景観形成に関する思いを次世代へとつない

でいくための取り組みについても検討を行います。

２）「はつかいち景観づくりアドバイザー制度」の制定

本市の景観形成に専門的な見地からのアドバイスをしていただく、「はつかいち景観づ

くりアドバイザー制度」の検討を行います。

「はつかいち景観づくりアドバイザー」は、行政が行う各種事業に対する景観的なア

ドバイスの他、事前協議における協議事項に関しても専門的な見地からアドバイスをい

ただきます。

また、「はつかいち景観づくり講座」での講師や、市民・事業者の方からの景観形成に

関する質問、疑問等に対するアドバイスも積極的に行っていただきます。

３）「はつかいち景観づくりサポーター制度」の制定

本市が実施する景観形成に関する取り組みへの参加・協力や地域の特性に応じた景観

形成に関するアイディアの提案をしていただく、「はつかいち景観づくりサポーター制

度」の検討を行います。

（４）景観形成に関する情報発信

本市のホームページに、市内外での景観形成の取り組みや景観資源に関する情報発信

を行うとともに、「はつかいち景観づくり大賞」や「はつかいち景観100選」の結果公

表等を行う、「はつかいち景観づくりポータルサイト」の開設について検討を行います。

景観まちづくり学習の手引き
（国土交通省「景観まちづくり教育」ＨＰより）
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４ 計画の進行管理

（１）計画の推進体制の確立

本計画を効果的・効率的に推進するためには、都市計画、建築、環境、文化財、農業等、

様々な行政分野の総合的・一体的な施策の推進が重要です。

このため、全庁的な総合調整や情報交換、連携・協働した施策の展開を積極的に進める

ための庁内体制（「（仮称）廿日市市景観形成推進調整会議」）の構築を図ります。

（２）市職員の景観形成に対する意識の向上

推進体制の確立や本計画に基づく各種施策を推進するためには、市職員一人ひとりが本

計画の理念や方針を理解し、それぞれの施策に積極的に『景観形成』を位置づけることが

重要となります。また、市民・事業者の主体的な取り組みを促すためにも、景観に関する

知識や技術等を修得、向上していくことが求められます。

そのため、市職員の景観に対する意識啓発や知識の向上のための庁内勉強会の開催や、

国・広島県等が実施する各種セミナーへの出席等、人材育成に関する取り組みを推進しま

す。

（３）計画の点検と見直し

本計画に示した施策や取り組みの進捗状況などについて、概ね5年ごとに総合的に把

握・評価し、その結果、見直しや新たな施策や取り組みの追加等が必要な場合は、市民・

事業者の意向も踏まえ、関係各機関と連携しながら計画の見直しを行っていくこととしま

す。


