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景観ワークショップだより ＮＯ．１ 
～景観ワークショップの開催と第 1 回の開催結果のあらまし～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊景観ワークショップ（ＷＳ）と「はつかいち景観 100 選」に向けた取組＊＊＊＊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊今回（第 1 回）の景観ワークショップの開催結果（あらまし）＊＊＊＊＊＊ 
日時：平成 26 年８月 28 日（木） 18：30～20：45   会場：宮島市民センター   参加者：２０人 

 

 

都市計画課長のあいさつ、これまでの経緯とワークショップの趣旨、及び本日のプログラムなどの説明か

ら、スタートしました。 

 

 

 

廿日市市は、良好な景観の形成に向けて取り組んでいます！ 
廿日市市は、平成 24 年 2 月に「廿日市市景観計画」「廿日市市景観計画」「廿日市市景観計画」「廿日市市景観計画」を策定しました。 

その中では、「はつかいち景観１００選」の「はつかいち景観１００選」の「はつかいち景観１００選」の「はつかいち景観１００選」の選定選定選定選定を、市民協働の施策展開の取組として位置づけてい

ます。 

これを受けて、本ワークショップは本ワークショップは本ワークショップは本ワークショップは、後世に残したい廿日市市の景観を皆さんと一緒に考えることで、

地域を知り、愛着を深めるとともに、「はつかいち景観「はつかいち景観「はつかいち景観「はつかいち景観 100100100100 選」の実施に向けた「仕組み（制度）づ選」の実施に向けた「仕組み（制度）づ選」の実施に向けた「仕組み（制度）づ選」の実施に向けた「仕組み（制度）づ

くり」や候補を考えるものくり」や候補を考えるものくり」や候補を考えるものくり」や候補を考えるものです。 

「景観「景観「景観「景観100100100100選」は選」は選」は選」は、、、、優れた景観を市民の皆さんと共有する優れた景観を市民の皆さんと共有する優れた景観を市民の皆さんと共有する優れた景観を市民の皆さんと共有することに加え、広く知ってもうこと広く知ってもうこと広く知ってもうこと広く知ってもうこと（知名（知名（知名（知名

度アップ）度アップ）度アップ）度アップ）、、、、廿日市廿日市廿日市廿日市市市市市への関心への関心への関心への関心を高めることを高めることを高めることを高めることにつながります。そして、市民の皆さんの連携や支援など

によって、優れた景観を「保全」「保全」「保全」「保全」する取組、様々に「活用」「活用」「活用」「活用」する取組が行われることが期待されます。

第1回景観ワークショップでの意見（「目的・ねらい」に関して） 

○都市計画部門だけでなく、観光などと連携した取組、景観 100 選を幅広く活用することが大切 

○目的・ねらいを明確しに、わかりやすく伝えることが必要 

１ 全体説明 

＜ＷＳで取り上げる対象（存在する場所について）＞ 

■宮島地域にある景観資源又は視点場（見る場所） 
ケース１：ケース１：ケース１：ケース１：景観資源景観資源景観資源景観資源、、、、視点場とも宮島地域にある視点場とも宮島地域にある視点場とも宮島地域にある視点場とも宮島地域にある    

ケース２：ケース２：ケース２：ケース２：景観資源は宮島地域内景観資源は宮島地域内景観資源は宮島地域内景観資源は宮島地域内、、、、視点場は宮島地域外にある視点場は宮島地域外にある視点場は宮島地域外にある視点場は宮島地域外にある    

ケース３：ケース３：ケース３：ケース３：景観資源は宮島地域外景観資源は宮島地域外景観資源は宮島地域外景観資源は宮島地域外、、、、視点場は宮島地域内にある視点場は宮島地域内にある視点場は宮島地域内にある視点場は宮島地域内にある    

＜ＷＳで取り上げる対象（景観資源の種類）＞ 

■景観を構成する地形や地物 
自然自然自然自然（眺望、山、海、水辺…）   

歴歴歴歴史史史史（史跡、寺社、歴史的町並み、近代化遺産…） 

 都市・現代的な施設都市・現代的な施設都市・現代的な施設都市・現代的な施設（公園、建物・施設、道路、その他建造物…） 

■景観を構成する人々の営み（地形や地物とセットで） 
 生活・文化生活・文化生活・文化生活・文化（伝統行事、イベント、継続的・定期的な地域活動…） 

 生業・産業生業・産業生業・産業生業・産業（農業・農地、漁業・カキ筏、風物詩、継続的・定期的な商店街の催しや工場の営み…） 
 

宮島地域 宮島地域外 

視点場（見る場所） 

景観資源 

ケース１ケース１ケース１ケース１    

ケースケースケースケース２２２２    

ケースケースケースケース３３３３    
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第第第第 1111 回ＷＳ回ＷＳ回ＷＳ回ＷＳ    

宮島地域の優れ
た景観を出し合
い、語り合おう！ 
８月８月８月８月 28282828 日（木）日（木）日（木）日（木）    

開催開催開催開催    

平成 24 年度 佐伯・吉和地域で開催佐伯・吉和地域で開催佐伯・吉和地域で開催佐伯・吉和地域で開催    

平成 25 年度 廿日市・大野地域で開催廿日市・大野地域で開催廿日市・大野地域で開催廿日市・大野地域で開催    

今年度及びこれまでの
ＷＳを整理 

↓↓↓↓    

選定基準の 
とりまとめ・制度設計 

↓ 
「はつかいち景観 100
選」の公募・運用開始 

 

第２回ＷＳ 

現地に出かけ現地に出かけ現地に出かけ現地に出かけ、、、、景景景景

観資源を調査しよ観資源を調査しよ観資源を調査しよ観資源を調査しよ

う！う！う！う！    

９月に開催（３班

に分かれて調査） 

第３回ＷＳ 

景観１００選の候景観１００選の候景観１００選の候景観１００選の候

補を取り上げ補を取り上げ補を取り上げ補を取り上げ、、、、選選選選
び方のポび方のポび方のポび方のポイントなイントなイントなイントな
どを考えよう！どを考えよう！どを考えよう！どを考えよう！    

10 月を予定 

第４回ＷＳ 

今までを振返り今までを振返り今までを振返り今までを振返り、、、、景景景景

観の選び方・生かし観の選び方・生かし観の選び方・生かし観の選び方・生かし

方を掘り下げよう！方を掘り下げよう！方を掘り下げよう！方を掘り下げよう！    

１１月を予定 
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３つのグループ（Ａ、Ｂ、Ｃ）に分かれて、参加者それぞれが思う(景観 100 選の候補にしたい)「景観

資源」と「視点場」、及び取り上げた「理由」、「心配な点」をフセンに書き、それを紹介し、整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り上げた景観資源、視点場の中から、宮島地域において現地調査する対象を選び、行程を検討し、次回

（第 2 回）のワークショップは、次のように現地調査を行うことになりました。 

区 分 A グループ（班） B グループ（班） C グループ（班） 

日程 
９月３０日（火） 
※予備日：１０月３日（金） 

９月１９日（金） 
※予備日：１０月７日（火） 

９月２５日（木） 
※予備日：１０月９日（木） 

集合時間 14:00 12:00 9:30 

集合場所 宮島桟橋広場 正面案内板前 宮島桟橋広場 正面案内板前 宮島桟橋広場 正面案内板前 

行程等 

14:00～20:00 
徒歩（桟橋～大元公園間） 
・厳島神社、各所多数 
・干潮時の大鳥居有 
 （銀河航行時） 
  
  

12：00～16:00 
徒歩（桟橋～大元公園間） 
・厳島神社、各所多数 
・干潮時の大鳥居有 
  
  
  

9：30～15:30（最大） 
徒歩、ロープウエイ 

（桟橋～弥山間） 
・経路間の各所（多数） 
・参加者の状況で下山は調整 
 ※弥山山頂は 11:30 頃を予定 
（目標：弥山～駒ヶ林～徒歩下山） 

・昼食各自準備 

３つのグループで作業した結果を発表し、

情報の共有化を図りました。 

最後に、本日のまとめと次回の予定を確

認し、閉会となりました。 

 

 

ステップ１：景観資源や視点場などを出し合い、語り合おう  （班ごと：グループワーク） 

ステップ２：次回の現地調査を考えよう  （班ごと：グループワーク） 

ステップ３：全体会  （グループ発表） 

２ 宮島地域の優れた景観を出し合い、語り合おう   

発行・問い合わせ先：廿日市市 建設部 都市・建築局 都市計画課 

          〒739-8501 廿日市市下平良一丁目 11-1  

電話：（0829）30-9190   FAX：（0829）31-0999 

ＷＳの風景。上からＡ、Ｂ、Ｃ班 Ａ班の作業成果 Ｂ班の作業成果 Ｃ班の作業成果 
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景観ワークショップだより ＮＯ．２ 
～第２回ワークショップのあらまし～ 

宮島を歩き、景観の魅力・特色や時間による変化、そして課題などを（再）発見しました 

第 1 回景観ワークショップにおいて、各班（３つの班）で取り上げた景観資源及び視点場について、班それぞ

れの日程（9/19：B 班、9/25：Ｃ班、10/14：Ａ班）で調査を行いました。 

 現地を訪れ、実際に視点場やそこから見える景観を確認・撮影するとともに、参加者が意見交換することで、

景観の素晴らしさ、気づかなかった景観の見方・価値、そして課題などを、楽しみながら（再）発見・確認する

ことができました。 

 第 3 回景観ワークショップでは、現地調査の結果もとに、「はつかいち景観 100 選」の制度ができたと仮定し

て、それへの推薦書（案）づくり

や景観の評価項目（指標）などを

検討します。 

 
 

 

 

 

Ａ班は、14：00～17：00 に【宮島桟橋広場集合→長浜神社→※要害山（家並みを山から眺める）→大小路

→表参道→町家通り→幸神社→五重塔・千畳閣→厳島神社・大鳥居・

鏡の池→多宝塔→自然散策道あせび歩道→大元神社→清盛神社→西

松原】、休憩をはさんで 18：30～20：00 に【大鳥居・厳島神社

の夜景（浜側と海側（船舶らのライトアップ）】の行程で調査を行い

ました。 

調査の途中、「表参道の餅つき」に出会うことができ、伝統行事や

風物詩の景観の大切さを感じました。また、浜側と海側の両方から

ライトアップされた時間限定の景観の素晴らしさを体感しました。

一方、樹木で遮られた「おしい」景観の改善策、説明板設置の提案、

景観阻害要素の指摘などもありました。（参加者：８人） 

 

 

 

 

『廿日市市景観ワークショップ『廿日市市景観ワークショップ『廿日市市景観ワークショップ『廿日市市景観ワークショップ』とは』とは』とは』とは    

後世に残したい廿日市市の景観を皆さんと一緒に考えることで、地域を知り、愛着を深めるとともに、「はつかいち景観 100 選」の実施に向

けた「仕組み（制度）づくり」や候補を考えるものです。 

『はつかいち景観１００選』とは『はつかいち景観１００選』とは『はつかいち景観１００選』とは『はつかいち景観１００選』とは    

後世に残したい景観などを、市民の皆さまなどからの推薦等によって選定する制度で、現在その仕組みを検討しています。 

優れた景観の存在や価値などを市民の皆さんと共有すること、景観を通じて地域への愛着を高めること、広く知ってもうこと（知名度アッ

プ）、廿日市市への関心を高めること、そして、市民の皆さんの連携や支援などによって、優れた景観を守ったり、生かしたりする取組につな

がることを目指します。 

 

Ａ 

班 

宮島の街並み、大鳥居や厳島神社の夜景も調査しました！  

調査日時：平成 26 年 10 月 14 日（火） 14：00～20：00 

石段小道から見上げる五重塔 「表参道の餅つき」 
浜側と海側の両方からライトアップされた大鳥居 

夕日に映える厳島神社と五重塔 
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Ｂ班は、【町家通り→塔の岡隧道→干潮時の大鳥居→西松原→大元神社→展望台→多宝塔（あせび歩道・もみじ

歩道）→大聖院→四宮神社→宝蔵→五重塔・千畳閣】の行程で調査を行いました。 

大鳥居の直下や遠望など１つの景観資源に対して数多くの視点場があり、景観資源の変化等にも気づくことが

できました。それぞれの景観資源で見頃や特色などが語られる一方で、視点場からの電線や樹木といった眺望を

遮るものの存在、室外機や看板といった調和しない要素、歩道脇の猪による掘り返しといった課題の指摘もあり

ました。（参加者：６人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ班は、【町家通り→五重塔・千畳閣→紅葉谷公園→（ロープウエー）獅子岩（展望台）→弥山山頂（展望台）

→駒ヶ林→大聖院コース（石畳、白糸の滝、滝宮神社など）→上卿屋敷などのある街並み】の行程で調査を行い

ました。 

町家通りから紅葉谷公園に至る行程では、街並みと五重塔のバランスのとれた景観、紅葉の時期が長い紅葉谷

など、景観の特色が語られる一方で、配慮が必要な点、橋などの劣化している部分などの指摘がありました。ま

た、獅子岩や弥山山頂からは、四国山地まで見通すことができる素晴らしい景観を体感し、駒ヶ林まで足を伸ば

し、大聖院コースで下りてきました。途中、弥山本堂や数多くのお堂、神社、石畳、白糸川と白糸の滝、石組み

の砂防堰堤など、景観資源としても貴重であることに気づかされました。（参加者：７人） 

 

 

 

Ｂ 

班 

宮島の街並み、多くの寺社をめぐって調査しました！ 

調査日時：平成 26 年９月 19 日（金） 12：00～16：00 

発行・問い合わせ先：廿日市市 建設部 都市・建築局 都市計画課 

          〒739-8501 廿日市市下平良一丁目 11-1  

電話：（0829）30-9190   FAX：（0829）31-0999 

Ｃ 

班 

弥山山頂や駒ヶ林、大聖院コースなどをめぐり調査しました！   
調査日時：平成 26 年９月 25 日（木） 9：30～16：00 

弥山山頂からの眺望（江田島方面） 白糸川の砂防堰堤 駒ヶ林。ここまで来ると、かなりの疲労 

多宝塔付近 大元神社（特徴的な屋根葺き）

町家通り五重塔 展望台 大鳥居 
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景観ワークショップだより ＮＯ．３ 
～第３回ワークショップのあらまし～ 

「はつかいち景観１００選」の推薦書（案）を作成し、採点しました 

第 3 回ワークショップでは、各班それぞれが行った現地調査（第 2 回ワークショップ）の成果を生かしながら、

３つの推薦書（案）を作成しました。推薦書（案）では、視点場への行きやすさやその良さ、景観の特徴などを

まとめるととともに、景観を守り、生かすアイデア・提案も考えました。 

次に、「景観そのもの、景観の特色・印象、視点場、景観を守り・生かす取組、将来性」の５つの視点（度合い）

から設定した 17 の指標をもとに採点し、その後、班ごとに発表しました。 

こうした一連の作業を通じて、点数だけで景観を評価することへの

疑問点などが出され、景観の評価や「はつかいち景観 100 選」の選

定方法などを、さらに掘り下げる必要性を確認し、そのヒントを得る

こともできました。 

次回（第 4 回）ワークショップでは、これまでの作業や意見を踏ま

え、「はつかいち景観１００選」の対象や評価方法、項目などを検討す

るとともに、優れた景観を守り、生かすアイデアをまとめていきます。 

 

 

 

 

 「大鳥居正面のライトアップ夜景」、「幸神社周辺の小道から見る五重塔」、「表参道のもちつき」について推薦

書（案）を作成しました。採点結果（平均点：満点 8.5 点）は、順に 7.1 点、7.3 点、7.5 点となりました。こ

の結果から、「宮島の歴史的景観は、点数では計れない面がある」ということが指摘されました。 

 推薦書（案）等の発表は、潮・曜日・時間（船からのライトアップ）の３つの条件が揃わないと見られない、

特に希少価値の高い「大鳥居正面の夜景（ライトアップ）」について行いました。 

 

『廿日市市景観ワークショップ』とは『廿日市市景観ワークショップ』とは『廿日市市景観ワークショップ』とは『廿日市市景観ワークショップ』とは    

後世に残したい廿日市市の景観を皆さんと一緒に考えることで、地域を知り、愛着を深めるとともに、「はつかいち景観 100 選」の実施に向

けた「仕組み（制度）づくり」や候補を考えるものです。 

『はつかいち景観１００選』とは『はつかいち景観１００選』とは『はつかいち景観１００選』とは『はつかいち景観１００選』とは    

後世に残したい景観などを、市民の皆さまなどからの推薦等によって選定する制度で、現在その仕組みを検討しています。 

優れた景観の存在や価値などを市民の皆さんと共有すること、景観を通じて地域への愛着を高めること、広く知ってもらうこと（知名度アッ

プ）、廿日市市への関心を高めること、そして、市民の皆さんの連携や支援などによって、優れた景観を守ったり、生かしたりする取組につな

がることを目指します。 

Ａ 

班 

「大鳥居正面のライトアップ夜景」は滅多に見られない、幻想的な景観！     

点数は「表参道のもちつき」が一番に！ 
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 「歴史の玉手箱（多宝塔の裏から見た厳島神社、五重塔、千畳閣）」、「静寂のステージ（大元公園）」、「天空の

緋殿（干潮時の大鳥居）」について推薦書（案）を作成しました。採点結果（平均点：満点 8.5 点）は、順に 6.5

点、7.5 点となりました（「天空の緋殿」は採点なし）。Ｂ班では、単に景観資源の名称を入れるだけでなく、ネ

ーミングしてみました。 

 推薦書（案）等の発表は、宮島のベストビューポイント、地元の人“イチ押し”、あまり知られていない視点場

ということで、「歴史の玉手箱」について行いました。それに関するアイデア・提案としては、看板の整備、紹介

マップの作成、樹木の管理が出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「弥山山頂からのパノラマ景観」、「古戦場から見たパノラマ景観（駒ヶ林）」、「滝町通り」について推薦書（案）

を作成しました。採点結果（平均点：満点 8.5 点）は、順に 6.9点、5.2 点、5.5 点となりました。 

 推薦書（案）等の発表は、点数の最も高い「弥山山頂からのパノラマ景観」について行い、多島美、条件が揃

えば四国まで見える、広島市や廿日市などの市街地、中国山地、そして厳島神社も見える自然の中の 360 度の

景観といった特徴が説明されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行・問い合わせ先：廿日市市 建設部 都市・建築局 都市計画課 

          〒739-8501 廿日市市下平良一丁目 11-1  

電話：（0829）30-9190   FAX：（0829）31-0999 

Ｃ 

班 

「弥山山頂から見たパノラマ景観」が一番に！～自然の中の 360 度の絶景～ 

「古戦場（駒ヶ林）」、「滝町通り」も宮島ならではの景観！ 

Ｂ 

班 

「歴史の玉手箱（多宝塔の裏から見た厳島神社など）」は知る人ぞ知る“イチ押し”景観！  

点数は「静寂のステージ（大元公園）」が一番に！ 
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景観ワークショップだより ＮＯ．４ 
～第４回ワークショップのあらまし～ 

『景観 100 選（百選）』の選び方、活かし方を掘り下げました 

第４回ワークショップ（11 月 27 日開催）では、前回の意見などをもとに作成した景観 100 選の選定の方法・

流れ（タタキ台）を示し、検討しました。なお、このタタキ台は、指標（点数）による一次選定と、特徴的な要

素や地域的視点などを考慮した総合（最終）評価を組み入れ、一次選定で漏れた場合でも、総合評価で復活でき

るようにしています。３つの班で出された主な意見は、次のとおりです。 

○景観 100 選は、たくさんという意味のある「百」にしては。 

○評価指標「地域を特徴づける、代表する景観」の「代表」は削除しては。 

○評価指標「視点場としての認知度が高い」は削除しては（必要ない）。 

○「（景観を守り・活かす）活動・取組」は、加点要素としては。 

○評価指標に「感動」や「他の人に見てもらいたい」という視点を入れては。 

○評価指標を行事などの生活・文化、生業・産業も読み取れる表現にしては。 

○総合評価の視点として、活用やまちづくりに関わる戦略的な視点を入れては。 

○一次選定で漏れても、復活できる仕組みにしてほしい。など 

こうした検討の後、優れた景観を保存・活用するアイデアを出し合いました。この概要を班ごとに紹介します。 

今回のワークショップが、平成 24 年度から行ってきた廿日市景観ワークショップの最後です。これまで出さ

れた意見などを踏まえながら、『廿日市景観 100 選（百選）』の制度設計を行うなど、具体化に向けて取り組ん

でいきます。 

 

 

 

 夜の景観の活用やスタンプラリー、観光事業者との連携などによる景観ツアー、景観周遊コースづくり、フォ

トコンテスト、小道や樹木への名前づけといった景観の活用に関するアイデアが多数出されました。 

また、ボランティアによる清掃、ゴミの持ち帰りなどの自主的な取組、宮島の景観にマッチした施設・設備の

整備、樹木の管理、景観に配慮した建築や管理など、景観の維持・保全に関するアイデアも出されています。 

『はつかいち景観１００選』とは『はつかいち景観１００選』とは『はつかいち景観１００選』とは『はつかいち景観１００選』とは    

後世に残したい景観などを、市民の皆さまなどからの推薦等によって選定する制度で、現在その仕組みを検討しています。 

優れた景観の存在や価値などを市民の皆さんと共有すること、景観を通じて地域への愛着を高めること、広く知ってもうこと（知名度アッ

プ）、廿日市市への関心を高めること、そして、市民の皆さんの連携や支援などによって、優れた景観を守ったり、生かしたりする取組につな

がることを目指します。 

Ａ 

班 

景観を活かそう！ 

景観ツアーや景観周遊コースづくり、フォトコンテスト・・・ 
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 清掃やゴミのポイ捨て禁止など美しい景観の維持のための活動、観光マナー・ルールの確立と啓発など、景観

の維持・保全に関する取組とともに、専門的な知識・技術等を持たれている方の景観づくりへの支援（社会貢献）、

景観基金の設置などのアイデアが数多く出されました。 

 また、原始林の樹木や森に生きる鳥の種類・鳴き声のネームプレートづくり、大元公園のイベント活用、景観

マップの作成、優れた景観のＰＲなどのアイデアも出されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宮島を訪れる観光客（約 400 万人）を市域全体として活かす（つなぐ）工夫、色彩や景観などの専門家の活

用、観光事業者との連携・観光のプロの活用、写真・絵画コンテストの開催など、景観を地域の活性化につなぐ

アイデアが多数出されました。 

 また、空き家等の活用や維持管理の支援、樹木の管理や更新（植え替え）、道路や標識・カーブミラー・マンホ

ールのフタの美装化などのアイデアも出されています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

発行・問い合わせ先：廿日市市 建設部 都市・建築局 都市計画課 

          〒739-8501 廿日市市下平良一丁目11-1  

電話：（0829）30-9190   FAX：（0829）31-0999 

 

Ｂ 

班 

景観を社会的な資産に！ 

人材を活かした景観づくりの支援、景観を楽しむルール・マナー・・・ 

Ｃ 

班 

景観と商業・活性化をつなぐ！ 

宮島の観光客 400 万人の活用、専門家・観光事業者との連携・・・ 


