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日 時 令和元年７月１９日（金）１４：００～１６：００ 

場 所 岩国市役所６階 議会会議室 

出 席 者 １１名（／１１名） 

小浦委員、目山委員、富川委員、児玉委員、山本(富)委員、村岡委員、 

坂井委員、村越委員、木村委員、山本(孝)委員、杉山委員 

事 務 局 福田市長 

山中都市開発部長、土井公園景観課長、松林主査兼景観みどり班長、 

名和管理班長、中村技師、池田主事 

都市開発部公園景観課 

関 係 課 産業振興部錦帯橋課 

善村錦帯橋課長、清水世界遺産推進班長、鮎川係員 

会議の公開 ■公開  □非公開 

傍 聴 者 ０名 

報 道  ０社 

１ 会議次第 

１. 開会 

２. 岩国市景観審議会委員委嘱状交付 

３. 議題 

１）会長の選任 

２）議案第１号：景観重要建造物／樹木の指定方針について 

３）報告第１号：景観重要建造物候補（美川ムーバレー）について 

４）報告第２号：景観重要樹木候補（荒玉社のしだれ桜）について 

４. その他 

１）岩国市景観計画の変更について 

２）岩国市屋外広告物条例制定の予定について 

３）景観賞の開催について 

４）岩国市景観審議会開催スケジュールについて 

５. 閉会 

２ 配布資料 

   資料１ 会長の選任 

   資料２ 景観重要建造物／樹木の指定方針について 

   資料３ 景観重要建造物候補（美川ムーバレー）について 

   資料４ 景観重要樹木候補（荒玉社のしだれ桜） 

   その他資料１ 岩国市景観計画の変更について 特記仕様書 

   その他資料２ 岩国市屋外広告物条例制定の予定について 

   その他資料３ 第２回いわくに景観賞パンフレット 

   その他資料４ 景観審議会開催スケジュール 
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３ 審議経過 

○司会 定刻となりましたので、ただいまから、第１回岩国市景観審議会を開会させていただき

ます。本日は、お忙しいところ、本審議会にご出席を頂き、誠にありがとうございます。 

私は、事務局を担当しております、公園景観課の中村と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

それでは、審議会の開会にあたり、福田市長よりご挨拶申し上げます。 

○福田市長 皆さんこんにちは、今日は大変忙しい中、岩国市景観審議会にご出席いただきまし

て、誠にありがとうございます。 

   今日は、ちょっと寝不足でありまして、と言うのも昨晩からかなり雨が降っておりまして、

錦川の方もかなり水量が上がっておりまして、県土木の村岡所長から４時前にお電話を頂いて

今これだけの水位が上がっているとのお話があって警戒をしておりました。 

   当然、所長もまだ寝不足であろうと思います。ご出席ありがとうございます。 

また、今日キズナスタジアムと言う新しいスタジアムが出来ておりましてそこで日米の大学

の野球大会がありまして結果は、アメリカが勝ったという事でありますがそういった行事もあ

りました。 

話しは戻りますが、そういったことで、岩国市は色々な特徴があります。とりわけ緑豊かな

自然そして清流そして海、様々なそういった自然豊かな景観と、古くからの城下町のまちなみ

そういったものを持ち合わせております。 

そんな中で、本市の特性をしっかりと生かした景観まちづくりを推進するため、平成 24 年

11月に「岩国市景観計画」を策定し、良好な景観形成のための整備・誘導を図ってきておりま

す。 

    そして、昨年の 12 月には景観まちづくりの推進や良好な景観の形成に関する事項に関して、

調査審議をしていただくための「岩国市景観条例」等を改正いたしましてこの審議会を設置さ

せていただいたところであります。 

この審議会では、皆さま方各専門分野で活躍されている方々ばかりでございますので是非忌

憚のないご意見をいただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたしまして挨

拶とさせていただきます。 

○司会 続きまして、審議会委員の委嘱式に移らせていただきます。お名前を読み上げますので

呼ばれましたら、前にご移動をお願いします。福田市長よろしく願いします。 

 

  （福田市長より各委員に委嘱状を交付） 

 

 皆様よろしくお願いします。ここで、市長は次の公務がございますので退出させていただき

ます。 

 （福田市長はここで退出） 

それでは、本日は委員の皆様方が初めての顔合わせとなっておりますので、事務局よりご紹

介をさせていただきます。ご紹介に当たりまして、一言ご挨拶を頂ければと思います。恐れ入

りますが、ここからは着席して進行させていただきます。お手元に配布しております名簿順に、

ご紹介をさせていただきます。 
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神戸芸術工科大学大学院 環境デザイン学科 教授、小浦久子委員です。 

○小浦委員 こんにちは、小浦と申します。よろしくお願いいたします。 

  岩国は、遠いのですがなぜかずっと景観とそれから今机上に配布されております「文化的景

観」に関する事を市の方とやってきております。たくさん岩国には素敵な資源が有るのですけ

れどもこれをもっと広くみんなで共有して大事にしていければいいなと思っています。よろし

くお願いします。 

○司会 徳山工業高等専門学校 土木建築工学科 准教授、目山直樹委員です。 

○目山委員 目山でございます。よろしくお願いいたします。 

  高専で都市計画と建築設計を教えることをしております。私は小学生時代や中学生の時もそ

うですが、「錦帯橋はうららかに、秋吉台はさやかなり、秀麗の地に偉人出で、維新の偉業為せ

るかな」これは山口県民の歌の第一番の一節です。 

  私は、下関生まれの山口県人ですけど、いま周南に住んでおりまして、錦帯橋は、岩国市民

だけのものではない山口県民の財産として歌に最初に歌い込まれた施設なわけです。 

そういう意味で、岩国市の景観審議会ではありますが、非常に光栄に思っています。この中

で、いわゆる景観整備あと景観まちづくりが県の先頭ランナーとして、これが進められていく

ことを切に願っております。関われる光栄も思いながら新たに景観審議会委員に選ばれた訳で

すけれどもよろしくお願いします。 

○司会 広島修道大学 商学部 教授、富川久美子委員です。 

○富川委員 富川です。 

私は、専攻が観光学になっておりまして、観光学と言うのはすごく広い分野なのですが、こ

ちらの山口大学では、政策とかそう言った分野があると思うのですが、私の場合は、特に地域

の観光というのをテーマにしておりまして農村もやっておりましたし、個人的に研究ではドイ

ツの方を専門としておりますので、ドイツの方の景観を考えると日本の景観はまだまだ修景す

る所があると感じております。どうぞよろしくお願いします。 

○司会 カラースタジオ「ＩＲＩＳ」代表取締役、児玉紀子委員です。 

○児玉委員 児玉と申します。どうぞよろしくお願いします。 

  私は、カラーアナリストという仕事をしておりまして、３，４０年近くなるのですが色彩の

ことを始めたころは話題にも上がらないような「カラーの色彩の専門です。」と言っても皆さん

何をするのですかという様な時代からスタートしました。岩国は、何十年か昔にある景観の委

員会の仕事で興和石油の仕事が有ったりしたのでその頃岩国に出入りさせていただいていたの

ですが、何十年かぶりで、１０年に一遍くらい錦帯橋に来させていただくのですけど近くにい

て割と遠いというか、岩国と言ったら広島にいても錦帯橋くらいで、どこを案内したらいいの

かというくらいでピンとこない。もっとこんなに近くにたまに来ると素晴らしいなと思うので

ほんとにこういう景観を日本の遠くの人とかにも見て頂けたらなと日本人として思います。あ

まり皆様と比べましたら岩国のことは、詳しくないのですけれどもそういう立場からなにかお

役に立てることがあったらいいなと思っております。いま広島のちょうど景観の委員をいたし

ております。 

どうぞよろしくお願いします。 

○司会 山口県岩国農林水産事務所 所長、山本富夫委員です。 
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○山本富委員 岩国農林水産事務所長の山本と申します。 

所長としては３年目になります。ちなみに来年の東京オリンピックの開催まで残り 371 日で

すが、私は、定年退職まであと 250 うん日となります。有終の美を飾れるよう頑張りたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 山口県岩国土木建築事務所 所長、村岡和彦委員です。 

○村岡委員 岩国土木建築事務所所長の村岡でございます。 

私は、出身生まれ育ちもこの岩国でございます。私らは転勤族なのですが、この岩国土木建

築事務所にこの４月で４回目の赴任になりました。どちらかと言うと土木と言いますと景観を

台無しにするような構造物を造ったりしてけっこう反感を買う所もあります。昔はけっこうデ

ザインに凝った時代もありました。そういった物にもお金を使える時代もありましたけれども

最近はなかなかそれも厳しくて土木と言いますと反景観のイメージが有りますけど土木の視点

からも景観の方に気を付けておりますので皆さんの意見を参考にしながら私の仕事の方にも活

かせていけたらいいなと思っております。ご指導ご鞭撻よろしくお願いします。 

○司会 山口県建築士会 岩国支部、坂井建正委員です。 

○坂井委員 坂井です。設計事務所をやっております。 

私は、錦帯橋から３分くらいの所に生まれ育ち今も住んでおります。昔から、岩国のまちな

みについて本当に残念だと思いながら今日に至っておりますが、最初の景観計画の取掛りから

ずっと委員をさせていただいて大変光栄に思っております。これからもよろしくお願いいたし

ます。 

○司会 山口県景観アドバイザー村越千幸子委員です。 

○村越委員 周南市におります村越千幸子です。 

  仕事は、建築士をしておりまして設計などをしております。岩国市さんには、ずっと昔にバ

リアフリーの勉強をしていたころに向垰地区という錦川の上流の方に行ってお勉強会とかをさ

せてもらった事もありますし景観計画策定前のワークショップからお手伝いさせてもらってい

ます。美川ムーバレーが出てきましたけれどもきれいな川の所にワークショップで行ったりし

ました。とても親しみがあります。岩国市の景観まちづくりのお手伝いが出来ることを有難く

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 岩国商工会議所 専務理事、木村圭一委員です。 

○木村委員 木村でございます。どうぞよろしくお願いします。 

  経済界の立場からやはり人口が減って中々買い物に来る人も街を歩く人もだんだん少なくな

ってきたという時に、この景観で一つでも二つでも岩国の魅力を、全国に発信できて交流人口

が増えて益々経済の活性化に繋がればという事で委員を受けさせていただきました。一つよろ

しくお願いします。 

○司会 岩国市自治会連合会 副会長、山本孝夫委員です。 

○山本孝委員 山本孝夫です。 

  定年になって１２年ぐらいになります。今は家で百姓をやっております。景観ではなくてイ

チゴのきれいなのを作るのは、私得意なのですけど、ちょっと景観はあまり、皆さんと一緒に

勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。 

○司会 岩国市景観ウォッチャー、杉山京子委員です。 
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○杉山委員 杉山京子でございます。 

  私は、はじめはボランティアガイドから始まりまして、さくら守の会など色んな活動に関わ

っておりますが、一番私が考えているのは、先人の作って来られた遺産というものは今我々が

預かっている。 

これを次世代に渡す責任があるという意識をもっております。この委員に推薦して頂き感謝

しております。しっかり考えて行きたいと思います。よろしくお願いします。 

○司会 以上をもちまして、景観審議会委員のご紹介とさせていただきます。 

続きまして、議事に入る前に、当審議会の事務局の紹介をさせていただきます。 

都市開発部長の山中です。 

○山中部長 皆さんこんにちは、都市開発部長の山中と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。私は、この景観について、景観行政団体になった時に、

丁度担当しておりました。今回、条例改正しまして景観審議会として新たな出発となりますけ

れども原点といいますか、岩国市の市民の財産、先ほど県民の財産とおっしゃられましたけれ

どもそういった良好な景観というのはみなさんの財産になりますので原点に立ち返って守り育

て作って行くそういった事を頭に置きながらこれからも岩国市の景観をしっかりと育てて行き

たいと思っていますし市民に対しても啓発しながら大切に見守って行きたいと思いますので皆

様方の協力とご理解をよろしくお願いします。 

○司会 公園景観課長の土井です。 

○土井課長 公園景観課長の土井です。本日はどうもよろしくお願いいたします。 

○司会 公園景観課主査 兼 景観みどり班長の松林です。 

○松林主査 公園景観課主査・景観みどり班長の松林です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 関係課として錦帯橋課からも出席をいただいております。 

○善村課長 錦帯橋課でございます。よろしくお願いいたします。 

  本日の議題ではなくて関連項目となろうかとは思いますが、文化的景観と言うものを錦帯橋

課が取り掛かって岩国市景観計画の変更に関係しておりますので、よろしくお願いいたします。 

○司会 まず、本日の審議会について、岩国市景観条例施行規則第 19 条第３項では、「会議は、

委員の過半数が出席しなければ開くことができない。」と規定されています。 

本日は、委員 11 名中 11 名の出席があり、規定を満たしておりますので、本日の会議が成立

していることをご報告申し上げます。 

 次に、資料の確認をさせていただきます。 

 

 （配布資料の確認） 

 

  それでは、これより本日の議事に移らせていただきます。岩国市景観条例施行規則第 19条第

２項では、「会議の議長は会長をもって充てる」とありますが、これから会長を選任していただ

くまで、引き続き事務局により議事進行を務めさせていただきますので、よろしくお願い申し

上げます。発言の際は、お手元のマイクのボタンをお押しください。マイクが光ったことを確

認してから発言をお願いいたします。発言が終わりましたら再度ボタンをお押しください。 
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議題１「議案第１号 会長の選任」 

○司会 それでは、議題１の「議案第 1 号 会長の選任」に入らせていただきます。岩国市景観

条例第 30条第１項では、「審議会に会長を置き、委員の互選により定める。」とあります。 

お手元に委員名簿をお配りしておりますが、まずは会長の選任方法につきまして、委員の皆

様からご意見をいただきたいと存じます。 

○木村委員 事務局からの推薦があればお願いしたい。 

○司会 事務局からの推薦とのご意見をいただきました。事務局の推薦でよろしいでしょう

か。 

○委員一同 異議なし 

○司会 ご異議なしということですので、事務局としまして、会長に小浦委員を推薦させてい

ただきます。 

小浦委員は、神戸芸術工科大学大学院の環境デザイン学科に教授として在籍され、「文化庁 

文化審議会 世界文化遺産・無形文化遺産部会 世界文化遺産特別委員会委員」をはじめ、「芦

屋市景観審議会委員」など、幅広くご活躍をされております。これまでも本市、「景観まちづく

り審議会」、「景観まちづくり委員会」において会長としてご尽力いただきました。また、「岩国

市文化的景観保存活用計画策定委員会」の会長もなされております。委員の皆様方、ご同意頂

けますでしょうか。 

○委員一同 異議なし 

○司会 ご異議なしということで、小浦委員が会長に選任されました。それでは、これからは、

小浦会長に議事進行をお願いいたします。では、小浦会長、会長席への移動、よろしくお願い

いたします。 

○小浦会長 今、ご指名頂きましてこの審議会の会長をさせていただきます小浦と申します。よ

ろしくお願いいたします。これまでも、岩国の景観について何人かの皆さん方とは一緒に考え

させていただいて来た所ではありますけれども、人口減少であったり経済的な状況だったり色

んなことが景観にはそのまま表れて来ることがあります。必ずしも物がどう見えるかという事

だけが景観ではないというのがこの景観を考えて行くうえでとても重要なことだと認識してい

ます。地域の生活や歴史文化そしてどういう様な活動をされて来たというのが出て来る所だと

思いますのでそういった点からも単にかたちとしての調整というのではない岩国としての景観

と言うものを皆さんと一緒に考えていればと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

議題２「議案第１号 景観重要建造物／樹木の指定方針について 

○小浦会長 それでは、議事２に移らせていただきたいと思います。「議事２ 議案第１号 景観

重要建造物／樹木の指定方針について」という事で簡単にご説明をお願いいたします。 

○事務局 議題２「議案第 1 号景観重要建造物／樹木の指定方針について」ご説明いたします。

これまでの景観まちづくり委員会において、『岩国城』と『國安家住宅』を景観重要建造物に指

定されましたが、「景観重要建造物の指定に対する市としての考えなどが不明瞭である」こと、

また、「指定するまでの手順に不備がある」ことなどのご指摘を頂いておりました。今回より「景

観まちづくり委員会」から「景観審議会」に移行したことに伴い改めて指定の方針について整

理いたしましたのでご説明いたします。 
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  資料２の１ページをご覧ください。 

指定の目的についてご説明いたします。岩国市の良好な景観形成に貢献している建造物や樹

木を景観重要建造物／樹木に指定することで、相続税の軽減措置、建造物の外観の修理・修景

に係る補助金制度、樹木の維持管理に係る経費の補助制度の活用など、市の財産として市民全

体で当該建造物や樹木の維持、保全及び継承を図り、『歴史文化の継承』『多様で魅力的なまち

の保全と創出』という岩国らしい景観まちづくりに寄与することを目的としています。 

指定の対象について、建造物や樹木自体の歴史的価値や文化的価値は問いません。また、特

殊な外観を有する建造物でなくとも、建造物や樹木の外観が地域の自然、歴史、文化、生活等

からみて、これらの特性が形として現れており、地域の景観上の特徴を有する重要なものを指

定していきたいと考えています。 

  以下の項目について指定の対象と考えております。 

景観重要建造物・樹木の指定基準については、建造物や樹木の外観が地域の景観上の特徴を

有し、道路その他公共の場所から容易に見ることができる建造物や樹木のうち、景観計画にお

ける各地区・ゾーンごとの景観重要建造物／樹木の指定の方針に該当するか否かを建造物や樹

木を指定する際の審査基準として考えています。 

現在も募集をしておりますが、所有者からの応募のみでは、「岩国らしい景観まちづくり」を

進めることはできないと考えています。市が中心となり地域の個性ある景観づくりの核となる

建造物や樹木を探し出し、景観重要建造物／樹木候補としてリスト化します。審議会の意見を

伺ったうえ所有者に対し、指定への協力を頂けるよう積極的に働きかけて行きたいと考えてい

ます。さらに、市民が身近な景観への関心を持ち、個々の建造物や樹木が、景観を構成する要

素であることを認識することを目的として、一般市民からの推薦も促していきたいと考えてい

ます。また、地域の魅力向上、個性や特色をもった建造物や樹木があるにも関わらず、地域住

民に十分認識されていない建造物や樹木もあるため、「景観ウォッチャー」などの関係団体から

の推薦も促していきたいと考えています。加えて、市が把握していない景観の掘り起こしを目

的として自治会へ地域を代表する建造物や樹木についてのアンケートを行っていきたいと考え

ています。 

応募/推薦/選定により所有者の指定の意思が確認された建造物や樹木について市が概要を取

りまとめ、景観審議会に報告を行います。また、事務局同行のもと審議委員数名程度により現

地確認を行い、建造物及び樹木の状況を確認していただきたいと考えています。現地確認の結

果を踏まえ審議会にて「景観計画の各景観ゾーンにおいて定められている『景観重要建造物の

指定の方針』に当該建造物が該当するものであるのか」、「地域の景観上のシンボルとなり、周

辺の景観づくりの牽引役を担うことが可能か、期待に値するものか」について、審議し議決を

いただきたいと考えています。また、指定若しくは指定しない理由についてもご審議の中で講

評とその取りまとめをしていただきたいと考えています。３ページには指定までのフローチャ

ートを掲載しておりますのでご確認ください。以上となります。ご審議のほどよろしくお願い

します。 

○小浦会長 はい、いま重要建造物／樹木の指定についてご説明をいただきました。景観計画等

については皆さん一応見ていただいているとの前提で進めさせていただいてよろしいでしょう

か。 
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○委員一同 はい。 

○小浦会長 景観重要建造物及び樹木の指定というのは、景観計画の中で方針が定められていま

す。それをどのように運用して行くかという事について今ご説明があったところです。これを

どのように運用していくかということは、これまでの景観委員会でも議論があったところなの

ですけれども、今回新たに審議会として進めていくにあたって整理をしていただいたという事

です。どのような物を対象にして行くかという時に、岩国市も広いですので、多くの市民の皆

さんから情報を頂きながらその地域にとって大事なものをあるいは、その地域の歴史や地域の

特性を示すようなものを位置付けて行きたいということで先ほどご説明がありましたように、

市の方も探しますし、景観ウォッチャーや地域の人達も一緒に探していただきそれをリスト化

し、この審議会の中で指定をして行きたいというご主旨です。何か進め方等あるいは、どうい

った物を対象にすべきかなど皆さんからご意見ご質問がございましたらよろしくお願いします。 

○目山委員 いま伺って流はこれでいいと思います。わかりづらいのが、例えば「選定する選定

基準みたいなものに目安が有るのか無いのか」それから、「指定をした後に、どのような効果が

あるのか」必ずしも定量的でなくてもいいと思うのですが、定性的とか中々測りにくい効果が

多いと思うのでその辺りをうまく説明しうるものを是非とも組み立てたいと思います。事前に

するのが難しければ集まってきたものの中で整理するとかで構わないと思います。スタートの

時点では、かなり幅を広げて集められても構わないのですけれど、指定の基準がどんなものか

が無いと市民レベルで推薦するというのは中々難しい。それから指定していった時に、規制が

掛かる訳ですから指定によってどの様な効果が生まれているのだというのをお示ししてさし上

げないと所有者にとっても中々理解され難いだろうと思います。入口と出口ではないですけど

選定基準の敷居の様なものをどのように定めるのか。選定された物に対する効果の部分で、こ

れに対してどのような助成をするかというのはまた別の議論だとはと思いますけど、そういう

効果に対してサポートがあるみたいな、組み立てをどういう形でとっていくのかそれを議論の

中で深めていただきたいと思いました。以上です。 

○小浦会長 ありがとうございました。今のご意見いかがでしょうか。 

○木村委員 ほとんど同意見ではないかと思いますけれど、素人ですので専門的なことは分かり

ませんが、選定基準と言うのが簡単に言うと大人か子供か男女か年齢か守りたいものか残した

いものかとかそういったものをある程度お示ししていただかないと、「なんでもいいよ」という

のでは、今からずっと先に困るのではないか。ある程度区分を決めてということから始めない

とちょっと難しいのかなと思いました。 

○小浦会長 資料の２ページの所に、なんとなく書かれている所だと思いますが、「景観重要建造

物の指定方針に当該建造物が該当するものであるか」、「地域の景観上のシンボルとなり、周辺

の景観づくりの牽引役を担う事が可能か、期待に値するものか」、といったことが多分、示され

た選定の一つの手掛かりとして出されているところではないかと思います。指定方針は、しば

らく議論しながら試行錯誤ではないですが、今、目山さん、木村さんからご指摘の指定基準と

いうところにつきましてはこれから組み立てて行くということではないかと思いますが、市の

方いかがでしょうか。 

○事務局 ただいまのご質問につきまして、小浦会長の方からの補足説明も頂きました通りこれ

から景観重要建造物／樹木について先ほど事務局の説明にもありましたように広く岩国市内全
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自治会を通じて景観重要建造物とか景観重要樹木といった堅苦しい名称で募集すると中々市民

の幅広い方から取っ付き難さと言うものもあろうかと思いますので、その地域の皆さんのお宝

的な建造物であったり樹木であったりといった形でまず幅広くその地域に根差して宝物である

地域の建造物であったり、地域の樹木を皆さんが、育ててこられた樹木とかを幅広く募集する

ことで、それらが集まった中で先ほど小浦会長からありましたように指定方針については景観

計画の中で定められてはおりますが、審議会の中で色々な意見を頂いたうえで進めてまいりた

いと考えておりますのでよろしくお願いします。 

○小浦会長 まだあまり決まってない状況もあるとは思いますが、一つには、税制的な面や補助

の話もありますので、基本は保存することを前提に現行の変更につきましては、制限がありま

す。ただし建造物の活用はできます。そのまま保存するのではなく景観ですので、中の変更に

ついては特段制約を掛けていません。そういった所も踏まえて適切な対象であるべきであると

いうことはご指摘の通りだと思います。少し現場を見ながら皆さんのご意見を頂き基準化を進

めていくという事でしばらくは助走させていただけたらと思いますがよろしいでしょうか。 

○木村委員 １ページの目的なのですが、相続税の低減や外観の修理に補助金が出る或は経費が

出るということに該当するものが対象ということですか。該当するという言い方はあれですけ

どそういったものが対象ということでいいのですか。 

○事務局 景観重要建造物／樹木として指定されたものにつきましては、木村委員ご指摘の管

理・修理・修景に要する経費の一部について市の方から助成させていただいて先ほど小浦会長

からもご指摘があったとおり、保存していくうえで大事になっていく建造物／樹木が対象とな

りますので市の方から助成をさせていただいて保存を図っていくということになります。 

○小浦会長 質問はそういった意味ではないです。木村さんの質問は、補助金を出すような建造

物が対象になるのかということ聞かれたのであって、実際は、そうではないですよね。別に必

要に応じてそういう仕組みが適用できるということですよね。 

○事務局 はいそうです。 

○小浦会長 基準と効果については追々決めていくということでよろしいでしょうか。 

○坂井委員 質問をよろしいですか、一点目として、２番目の指定の対象についてですが、市の

所有物、他の公共団体、国県等について現在岩国城・國安家住宅を指定していいますがこうい

うものや樹木についても市の所有物なども対象にするのかそのへんをどうお考えか教えて下さ

い。 

○事務局 ただいまのご質問についてですが、例えば指定対象外と致しまして国宝や重要文化

財・特別史跡名勝天然記念物・史跡名勝天然記念物といったものは指定対象外ということに景

観重要建造物／樹木はなっております。また、出来るだけ民間の方から応募頂いた景観重要建

造物/樹木についてそれを掘り起こしていく中で指定をしていきたいと考えています。 

○坂井委員 それをここに明記していただいた方が良いと思います。その対象が、この書き方だ

と曖昧ですので明記をお願いします。それ以外のものは公共物でも対象になると考えてもよろ

しいのですね。 

○事務局 はい。 

○坂井委員 わかりました。二点目として３ページの指定までの流れの中に「推薦者が所有者に

推薦する旨の承諾を得ておきます」とあります。逆にこれがあると一般の人は推薦できないの
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ではないでしょうか。その後の３番に所有者の承諾についてで、審議会の中で指定の方針が決

まったら市の方から承諾を貰うとかしないかぎり一般の人が「推薦しますから」というとその

時点で所有者から意味もなく断られたりするので、市民なり他の団体なりが推薦するのは「景

観にいいものだから自分とか団体から推薦しますよ」でよいのだろうと思います。承諾はその

後で市がこういった状況だとかを話さないと承諾というのはもらえないと思います。この項目

は消していただいたほうがよいと思います。 

○小浦会長 はい、いかがですか。 

○事務局 ただいまの坂井委員のご指摘を踏まえまして今後、指定までの流れにつきまして推薦

の場合の所有者からの承諾の方法について検討していきたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

○小浦会長 ご指摘の通り推薦という状況は情報を集める段階のリストでよいのではないかと思

います。所有者の承諾については、指定にあたって所有者にあらためてお願いをするという形

でよいと私も思います。ご検討ください。 

○事務局 はい。 

○富川委員 文章についてなのですが、「考えています。」という風に書いてある文がすごく多い

のですが誰が考えているのかがよくわかりません。学生にも常々言っているのですが、主語が

ないと「誰が考えていているのか」、「私たち審議会が考えるべきものなのか」、「審議会に考え

て欲しいということなのか」、その辺について審議会の役割としてもう少し見えるように書いて

いただけたらうれしく思います。よろしくお願いします。 

○小浦会長 そうですね、その通りだと思います。以後よろしくお願いします。他はいかがでし

ょうか。 

  では、次の議事に移りたいと思います。 

 

議題３「報告第１号 景観重要建造物候補（美川ムーバレー）について」 

○小浦会長 「報告第１号 景観重要建造物候補」ということで資料３についてご説明をお願い

いたします。 

○事務局 議題３「報告第１号景観重要建造物候補（美川ムーバレー）についてご説明いたしま

す。資料３をご覧ください。 

今回は、景観建造物候補の概要をご説明させていただきます。第２回景観審議会の前に、現

地確認を行ったうえで、第２回景観審議会で議決をお願いしたいと考えています。 

所有者の美川開発株式会社は、景観重要建造物への指定に対して同意されており、申請書も

提出されております。 

建造物の概要をご説明いたします。名称は、地底王国 美川ムーバレー、所有者は、美川開

発株式会社、所在地は、岩国市美川町根笠 1564-1となります。２ページの位置図でご確認くだ

さい。市内中心部より西へ約３２km、車で約５０分の山間部に位置しています。 

指定範囲については、５ページから７ページをご覧ください。景観重要建造物の指定は、建

造物一つ一つについて行うことから、敷地内にある建物、工作物、石積み擁壁をそれぞれ登録

することとしました。全体としては、「美川ムーバレー（旧玖珂鉱山跡群）」と表示することと

を考えています。 
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施設の沿革について説明します。『地底王国 美川ムーバレー』は、平成５年に閉山した玖珂

鉱山と呼ばれる鉱山跡地を利用したものです。玖珂鉱山の歴史は古く、天正年間（1580 年頃）

に錫の鉱脈が発見され、慶長年間（1600年頃）には錫鉱の採取が始まりました。嘉永年間（1850

年頃）になると銅鉱の採掘と精錬が行われ、昭和 50年代にはタングステンの産出量日本一（日

本国全産出量の約 40％）を誇り、県下唯一の「鉱山町」として、この地域の主要産業に発展し

ました。その後、バブル経済の崩壊と円高のため、平成５年３月頃に地域に惜しまれながら閉

山しましたが、平成８年４月に、新たな賑わいの創出を目指し、当時の石積み等の鉱山跡の意

匠を活かした地底散策、地底ホール、バーベキューなど新たな観光スポット・レジャー施設と

してオープンし、現在に至っています。 

 議題第１号でご審議いただきました指定方針との整合性についてですが、「岩国市景観計画」

78ページの山と川の景観ゾーン（玖北地域）の【景観重要建造物の指定方針】に合致しており

ます。「建造物の外観が地域の景観上の特徴を有しているか」についてですが、この地域は、他

の玖北地域と異なり、集落や農耕地はほとんど見られません。鉱業が生活の中心の地域であっ

たことが伺えます。この地域の景観上の特徴は、鉱業の基礎である鉱山であり、当該施設は、

石積み擁壁など鉱山跡が随所に現存しており景観上の特徴を有しています。 

「道路その他公共の場所から容易に見えるか」についてですが、鉱山跡地は、一般に開放さ

れておりただし坑道内は有料です。市民が立ち寄れる施設となっています。又、根笠川沿いの

道路（主要県道周東美川線）や当該施設内の斜張橋から全容を見渡すことができます。 

７）「近代から現代に通じる産業遺産や土木遺産として、地域の景観のシンボルとなっている

もの」についてですが、鉱山は、生産額や所得額において、この地域最大の産業でした。主な

鉱山として、玖珂鉱山、河山鉱山、藤ヶ谷鉱山などがありましたが、産業遺産として、現在も

残るものは、玖珂鉱山のみで地域の景観上のシンボルとなっています。以上のことから「美川

ムーバレー（旧玖珂鉱山跡群）」を、美川地域の人々にとって大切な産業があったことを伝える

シンボルとして景観重要建造物に指定をしたいと考えています。以上となります。ご審議のほ

どよろしくお願いします。 

○小浦会長 資料３についてご説明を頂いたところですが何かご質問・ご意見はございませんで

しょうか。 

○目山委員 本質的な議論と外れるかもしれませんが、５ページ目の指定候補リストについて No

３～No２４まで使っているのにすごく違和感があります。岩国城と並べるとしたら No３美川ム

ーバレーだけでいいのではないかと思います。それぞれに指定をするのであれば枝番で No３-

１、-２、-３、-４・・・-２２まで番号を振る方が適切かと思います。工作物、建築物と石積

みをグループ分けすると言うのであればそれぞれの枝番で-１、-２、-３で構わないかと思いま

す。今回、検討の材料として全部出されているので、どれか一つが失われたら全体として価値

を失われるという、一個失われる時は全部失われるような素材ではないかという感じを持って

います。全体として指定するのであれば、No３美川ムーバレーだけでよいのではないかと思い

ます。質問としては、この一個一個を指定登録する意図があればその辺りの説明をいただきた

いと思います。 

○坂井委員 関連して、私も同感で、今言われたように世界遺産でも萩などでは、近代化遺産・

工業遺産がありその中にこういった物が何個ありますというようになっている。重要建造物は
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市内に何個ありその指定のグループの中に何個対象がありますとするほうがよいと思います。

石積み一つが重要なわけではない訳ですから単体に指定するよりは、枝番でまとめた一つが対

象でその中に建造物・工作物・石積みがありますという風にしていただかないと総件数だとか、

指定のＮｏ１、Ｎｏ２とかとのバランスを考えると非常に分かり難くなると思いますので是非

そういう風に考えていただければと思います。 

○小浦会長 はい、いかがでしょうか。 

○事務局 はい、美川ムーバレーの指定に当たりまして事務局の方としましては、資料の３ペー

ジと６ページをご覧いただきますとその３ページ、６ページの着色部分について、例えばオレ

ンジ色部分であれば後ろのページの写真で石積みの部分を指定しています。青い斜線の所につ

きましては工作物として指定をさせていただき、黄色の部分の見張り小屋は、建築物として指

定するという風に細分化して考えおりました。審議頂いた中で、岩国城、國安家住宅につづき

大項目としてＮｏ３美川ムーバレーで登録し、後の項目を枝番で指定してはどうかとのご指摘

がありました。審議会の中で、委員の皆様に議決をしていただくことになりますので、その方

向で指定を進めた方がよいということであればそのように検討していきたいと考えております。

よろしくお願いします。 

○小浦会長 法定の問題と管理の問題と二点ありますので、そのへんを事前に少しご紹介をした

方が良いかと思います。基本的に景観法の場合、景観重要建造物及び樹木は個別登録になりま

す。例えば並木道でも１,２,３,４,５,６と一本一本の登録という仕組みになっています。  

法定上は、個別登録になるのですが、市の管理運用としては今お二人の先生方がおっしゃられ

るように名称があり枝番がありそれぞれが登録となっているというような形式になるのではな

いかと思います。そのあたりは、制度上の問題もありますのでその点をご理解いただき、市と

しての管理運用上の形態としては、タイトルと枝番という形態が望ましいのではないかと思い

ます。 

○村岡委員 会長さんからご説明がありましたけれども、No１の岩国城はどういう形で登録され

ているのですか。岩国城一式で細分化されているのですか。 

○小浦会長 お城は、上の建造物だけの登録ですよね。 

○事務局 はい、そうです。 

○小浦会長 國安家も建物だけの登録になっています。法定上敷地と言う概念ではなく景観重要

建造物／樹木は、誰でもが望見できるということが一番大きな指定上の条件になっています。

見えないものは対象ではないという所はあります。 

○村越委員 石垣だけを「石積み群」として登録することは難しいのでしょうか。この石垣が沢

山まとまってあるから意味があるような気がするのですが。 

○小浦会長 この石垣が構造的にどうなっているか一連のものであれば、一体で登録の可能性は

あると思います。分けているということは、何らか構造的に分割されているということだと思

います。現地を見ていませんので詳細は分かりませんが、一体のものであれば「石積み群」で

登録可能です。 

○村越委員 一部が崩れたら全体の景観が壊れるような事になるといけないので群のほうがと思

いました。 

○小浦会長 先ほどの目山先生のお話と同じ事だと思います。制度の中で調整していただくこと
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が必要かと思います。制度を考えると現状では一個一個で考えざるを得ない状態になっていま

す。これをどのような形にしたら一つの建造物として見る事ができるかということを、他の地

域の事例なども調査して検討していただけたらと思います。 

○目山委員 この法律の中でそういう縛りがあるのであればそうせざるを得ないですよね。ただ

し何番から何番までは美川ムーバレーであると解る対照表がないと見せるとか活用するときに

単に鉱務見張り小屋では分からない。どこの地域の何々かが分かる名称で登録するべきと思い

ます。玖珂鉱山なら玖珂鉱山でよいのですけれど、石積み擁壁１、２、３、４・・・と登録し

たら、よその地域で石積み擁壁の申請が出た時に２０番から始まってしまうので岩国市で登録

する時にどこの地域の何々としないとＮｏ何とかだけでは、資料をまとめる時に、独立させる

とすごく難しくなる。石積み１ではどこの石積み１か分からないのでそういう意味で考えると、

地域名が中に入る方が適切ではないかと思います。私の中では、一つで括ってその中に枝番の

ほうが整理し易いと思ったのですが、Ｎｏ３,４,５それぞれに意味を持たせられているのであ

れば、名称の方で括ったほうが判り易いと思います。美川ムーバレーなのか玖珂鉱山なのかは

別にしてその下に石積み１,２,３,４が来るほうが将来他の石積みを指定した時に石積み擁壁

２０から始まる必要はなくなるのではないかと思います。 

○木村委員 ムーバレーと玖珂鉱山は違います。地元としては、ムーバレーというと洞窟の中の

ことで、玖珂鉱山というと昔から回りを玖珂鉱山と言っています。美川ムーバレーで一つのも

のではないです。 

○小浦会長 それ大事なところです。 

○木村委員 ムーバレー自体は、昔はなかった。それまでは玖珂鉱山で地元の人が観光のために

玖珂鉱山をムーバレーにしたのであって、ムー大陸をまねて洞穴を利用した施設がムーバレー

です。 

○小浦会長 これは特殊な事例かもしれませんので他の地域の事例も検証しながらどのような登

録の方法があるかについては、もう一度検討するということでいかがでしょうか。 

○坂井委員 台帳はこれでもいいとして、一般的な登録の名称はしっかりしておいて貰わないと

いけないと思います。 

○小浦会長 登録名が美川ムーバレーなのか玖珂鉱山なのかは非常に大きな問題だと思います。

これについても場所の履歴を確認したうえで名前を決めるとことも大事かと思います。 

○事務局 これまで委員の皆さんから出た意見でございますが、景観法という法の中での扱いで

あるとか、市としての活用方法をどうするかとか二通りの考え方があろうかと思います。次回

最終的に、登録するかしないかについてのご議論を予定しております。その時までに、整理を

させていただくこととしたいと思います。よろしくお願いします。 

○小浦会長 よろしくお願いいたします。 

○目山委員 この構造物群を指定した後に、何か助成とか補助をされる予定はありますか。また、

それがないとこの施設の維持をして行く事が、難しいような状況とかが有るのか無いのか審議

の上で、重要ですので今わかっている範囲でも構いませんのでご紹介いただけないでしょうか。 

○事務局 景観重要建造物として指定されましたら、今後、修繕修理修景をする際に、市から掛

かる費用の一部を助成することができるようになります。 

○小浦会長 目山先生は、制度がある事は重々わかっておられると思います。「どのような条件」
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で「何を守る」ために「どういう物」に対して助成が必要か、ということをお聞きになられた

と思います。その辺りのことを、考えておられますかという事です。ちょっとしたメンテナン

ス的な修理に対してお金を出すという問題なのか、そうではなくてこの景観を維持して行くう

えで、何を重要ととらえ、何が起こる時に、助成制度が出るのか、というご質問かと思います。 

○目山委員 回答が出て来そうにないから言いますが、判るようであれば今どのくらい維持費に

掛かっているとか、市が助成する場合には一部と言われましたが、どの程度の助成ができて、

この施設が維持されて行き、景観が維持し続けられるのか、行政コストが上がる訳ですからそ

の辺りが具体的に見えた方がこの施設の場合には、よいのではないかと考えています。そのあ

たり今すぐ回答できなくてもいいですが、向こうから補助金の申請が出てきた時に、補助金の

審議の中でその辺りの詳しい内容がある方が、皆さん納得してこれは助成すべきだとか、この

ような状況にあって大変だとか、理解できる材料をお出し頂ければという事です。今そこまで

詰まってなくても時期的には不思議ではないので、そのような対応をいただけないかという意

見です。 

○小浦会長 規模が大きなものが出てきているのでしかも石積みのメンテナンスは結構大変です。

建造物も大切だけれども石積みはもっと大変かもしれない部分もあるので少し気にはなります。 

○目山委員 もう一つ補足説明をいただきたいのですが、７ページ目に、工作物で上がっている

箇所が何ヶ所かありますが、工作物と石積みが元々連続して造ってある擁壁なのか、それとも

石積みの強度を増させるために後から工作物を設置したのか、その辺はどうなっているのでし

ょうか。実際に、建築物以外の所の工作物、石積みはかなり一体に見えるのですが、工作物と

して指定・石積みとして指定と今は考えられているようですが、これの前後関係とか繋がりの

因果関係みたいなものはあるのでしょうか。あれば有る、なければ無い、でもよいですが今の

段階は受け取っただけで、その辺りは向こうからの説明のみだと言うのであればそれでも構い

ません。 

○小浦会長 ５ページの表を見ていると、それなりの意味付けはされていますけれど。 

○木村委員 橋を架けた時に一番下の石積みは新しく造り替えたはずです。 

○事務局 現地に事前に確認には行ってはいるのですが、目山先生が言われた内容までは詳細に

はつかんではおりません。今度の審査会の前に現地を確認いただいて、ご判断いただきたいと

考えています。 

○目山委員 ５ページ目の表の中で、石積みについては昭和２７年という数字が入っているので

すが、年次まではが入らなくてもいいですが、それ以外のところは、いつ頃の物位のことは書

かないと、石積みより後に出来たのか、石積みと同時に出来たのか、その辺りがわかりづらい

と思いました。建築物については、年代不明と書いてありますからこれはこれでいいと思いま

す。ただ、不明という事もないのではないかとも思います。だいたい建築物を作ると、棟札な

どがありそこに作った年次とかの記入があったりします。所有者が年代不明として申請してい

るとすれば中々分からないかも知れませんが。Ｎｏ４,５,６についてはどのように使われてい

たかという様子は分かりますが、いつの時点で造ったのかがあればあるほうが良いと思います。

私が気になるのは石積みより前なのか後なのか同時なのかです。多分前という事はないだろう

と思います。 

○坂井委員 同時でしょう。２１ページとかに具体的な写真が載っています。基本的には、坑道
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の中の水を出す場所だとか、色んなものを突っ込んでいく場所だとか、人が出入りする場所だ

とか、それ以外の所は崩れないように石垣になっているようです。 

○小浦会長 景観重要建造物は、必ずしも歴史的な建築物を保存するという概念ではありません。

年代が古いとか、新しいとかは、あまり気になさらなくてよいと思います。ここは鉱山である

という意味をもった風景です。少なくとも年次よりも鉱山としての意味が確認できることの方

が大切ではないかと思います。 

○目山委員 わかりました。 

○小浦会長 最初から難しい事例が来ていると思います。よい例だと思います。色々考えるよい

機会だと思います。最初に色々議論しておくと後が楽になると思います。 

○山本孝委員 美川ムーバレーには年間、どの位の人が入館しているのですか。 

○富川委員 年間７～８万人の人が訪れると書いてあります。 

○山本孝委員 ありがとうございます。 

○富川委員 旧鉱山という事ですが、株式会社は、１００パーセント民間の運営ですか、第三セ

クターとかではなくて民間企業ですか。 

○坂井委員 鉱山会社からその関連の運営会社が営業されています。 

○富川委員 １００パーセント民間の企業が運営されているのですか。 

○坂井委員 そうです。 

○富川委員 鉱山を維持するという文化遺産的な考え方もあるとは思うのですが、隣にレジャー

施設があってバーベキューの場所があるとなっていますし夏には沢山の観光客が訪れるという

事で観光地として幟が建ってしまったり、看板があったりとそういうものが見受けられます。

景観として旧鉱山を守ったとしても、こちら側は別ですとなるとあまり意味が無くなると思う

のですが。 

○小浦会長 そうですね、先ほどから出ている美川ムーバレーと玖珂鉱山との仕分けの問題も含

めて、どのような所有関係で、どのように運営されているのかという所ですね。 

○坂井委員 メインは坑道の中で、本当にしっかりとした凄い世界です。景観としては、昔、鉱

山を運営されていたそのものが残っています。 

○富川委員 町全体という事ですか。 

○坂井委員 町と言うよりも山の肌が残っています。その下の広場に、バーベキューしたり砂金

採りをしたり子供が遊べるような場所があります。 

○富川委員 図面を見ると、隣に肉売場があるのはどのように考えたらいいのですか。 

○坂井委員 ７ページの右端がバーベキューする場所です。 

○小浦会長 景観重要建造物については、文化財的な保存ではなくて、風景として大事かどうか

ということですので文化財が求めるような歴史的検証とかはいりませんが、おっしゃるように

風景としてどうかという事のほうが、実は問題が大きくて幟が建っているほうが結構問題とい

うのはご指摘の通りだと思います。ただ、それが観光地してのひとつの地域の風景というので

あればそれはあるのかもしれませんが、その辺をどう考えるかはこの審議会で一度ゆっくり考

えていきましょう。 

○坂井委員 他の観光地みたいなケバケバしい感じではないです。駐車場も下にありますし、土

産物屋や食堂も下で営業しています。 
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○村越委員 景観重要建造物に登録することによって景観を壊さない意識が生まれるのであれば

それは効果的ではないかと思います。 

○事務局 色々なご意見を頂いております。説明不足な所があったと思いますが、次回の審議会

の前に現地に行っていただいた際にその辺もご確認いただけると思います。よろしくお願いい

たします。 

○児玉委員 私は、行った事はありませんが、最初に見開きの写真を見た際には、素晴らしいと

思いました。若い人たちが軍艦島の廃墟を見るために集まるようなものが、岩国にあるのだと

何で沢山の人に知られないのだろうと思ったのですが、よく見ていく内にそこに皆さんがおっ

しゃるように看板とか、レクリエーション的なものとか、案内看板のフォントの色を見てこれ

はなにを目指しているのか、家族連れがここにきてワーワー遊んで帰るためなのか、何をどう

いう形で、何を残そうとしているのかを写真で見た時に、ちょっと惜しい感じがしました。周

りのレジャー施設なども違和感がない形で造るというのを考えないといけないと思いますし、

ちょっと違う見せ方もあるのではないのかと残念な気がしました。肉屋さんが隣にあるし看板

も色が結構ごちゃごちゃしているし景観にマッチしてないような感じがしました。最初に写真

を見た時は、圧倒的に感動がありましたので、市としてこれをどのように残し、今からどのよ

うにして行こうと考えていられるのか写真だけでは方向性が見えませんでした。 

○小浦会長 景観重要建造物は物を残すというよりは、景観としての文脈の中で指定するかどう

かなので、物そのものをどう扱うかとかはちょっと違います。この地域の中で、この風景が、

今までどのように捉えられてきていたのか、いま鉱山として使われなくなった後ででも残って

いる。今の景観を対象とする景観計画の中で、記憶という概念で指定していいかどうかがまだ

良く分かりませんが、そういった風景の中での意味みたいなことが重要で児玉さんがおっしゃ

るようにこのフォントではというのは、次の審議の段階として出てくることと思います。ただ、

それを前提に議論しようとするとこれを持っている人はどのような意識で今運営しているのか、

現地に行って審査する前に知っておく必要があるというご指摘は、分かります。単に物を残す

のか残さないのかという概念とは違う気もします。 

○坂井委員 文化財とは全然違いますよね。 

○児玉委員 風景を残す。 

○小浦会長 そうですね。 

○児玉委員 風景の中にも入ってくるのはちょっと問題があると思います。 

○小浦会長 そうですね。問題ですね。 

○木村委員 この資料は玖珂鉱山跡の写真ばかりで、地底王国の写真は一枚もありません。初め

に僕が言ったようにこの資料はムーバレーとは違います。 

○杉山委員 私は、このムーバレーに子供を連れて入っています。中は凄く面白いです。外観は

凄くインパクトがあります。お店は橋から反対側に分かれてあります。そのことが、ゴチャゴ

チャになっているような気がします。 

○小浦会長 わかりました。一番大きな問題は、ネーミングの間違いではないかと思われます。

このネーミングの間違いが地元的に確認できなかったことが問題だと思います。市の報告事項

は、この石積みを含めた鉱山跡地のことであるのに、ムーバレーという名称は合っていないと

いう事が明確になったということかと思います。もう一度何を対象とするかということを、明
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確にしていただきたいということでいかがでしょうか。 

○一同 はい。 

○事務局 先ほども説明いたしましたけれど、是非この審議会で現地を見ていただく機会を作ろ

うと考えておりますので、見ていただくことによって今言われた看板であるとか幟であるとか

も含めて石垣等については、地域の皆さんの宝と考えておりますので、さらにそれを良くする

ためにはこの看板や幟をどうすればいいかということもご意見いただければそのことが次の助

成へと繋がって行くかもしれませんのでその辺の検討をして行きたいと思います。 

もう一点は、いま言われたムーバレーという名称ですけどこれは、先ほど言われました保存・

活用の位置づけという事もありますのでその辺も合わせて今のご意見を踏まえて考えていきた

いと思いますのでよろしくお願いします。 

○小浦会長 地域の人の使っている名称も重要だと思いますのでその辺りの確認をしていただけ

ればと思います。 

 はい、そういうことで整理していただけたらと思います。では次に行きたいと思います。 

 

報告第２号 景観重要樹木候補（荒玉社のしだれ桜）について 

○小浦会長 報告第２号ということで説明をお願いします。 

○事務局 議題４「報告第２号景観重要樹木候補（荒玉社のしだれ桜）についてご説明いたしま

す。第２回景観審議会の前に、現地確認を行ったうえで、議決をお願いしたいと考えています。

所有者の行波自治会は、景観重要樹木への指定に対して同意されており、申請書等も提出され

ております。 

樹木の概要をご説明します。名称は、荒玉社のしだれ桜、所有者は、行波自治会４０世帯、

所在地は、岩国市行波 306 となります。２ページの位置図をご確認ください。幹や主要な枝に

病気や損傷は認められず、鳥居から参道にかけた枝振りが大きく丸みを帯び、樹高・枝張りは

約１５ｍ、幹回り約２ｍで、大変美しい樹容であります。地元の方のお話では、樹齢は 80年か

ら 100年程度とのことです。５ページ以降に現地の写真を添付していますのでご確認ください。 

 樹木地の沿革についてですが、しだれ桜のある荒玉社は、寛政３年（1791年）に対岸の集落・

下地区から遷座し、行波の新しい鎮守社となりました。文化８年（1811年）に本殿を再建、天

保 10 年（1839 年）の拝殿新造により外観が整備され、現在に至っています。また、この「荒

玉社」では、寛政３年（1791年）に神楽が奉納されて以降、その神楽は途絶えることなく住民

に継承されています。現在、桜の咲く時期に７年期ごとに一度大きな神楽「行波の神舞」が上

演され、約６千人の人が訪れています。今年の４月６日、７日に「行波の神舞」が行われまし

た。その写真も添付しておりますのでご確認ください。毎年 10月には、しだれ桜のある荒玉社

境内で小神楽が上演されています。なお、この神楽「行波の神舞」は、国の重要無形文化財に

指定されています。 

指定方針との整合性についてですが、「岩国市景観計画」78ページの山と川の景観ゾーン（玖

北地域）の景観重要樹木の指定方針に合致します。 

樹容が優れているかについてですが、枝や幹に大きな損傷はなく鳥居から参道にかけて枝振

りが大きく丸みを帯びており、その樹容は美しく優れています。 

道路その他公共の場所から容易に見えるかについてですが錦川鉄道沿線、錦川土手（神楽の
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上演場所）、錦川対岸の国道 187号からも見ることができます。 

３）「農村、山村にあって地域の景観を特徴づける要素となっているもの」についてですが、

この地域では、多くの集落において、里山の麓に社寺が設けられており、「荒玉社」もその１つ

となります。しかし、地域の社寺の中で、１本の『しだれ桜』が存在するのは、この社以外に

は見当たりません。 

５）「種類・樹齢・学術的価値や自然保護的価値にかかわらず、地域住民に大切に守られ、地

域の誇りとなっているもの。また、地域の景観形成に重要な役割を果たすと考えられるもの」

についてですがしだれ桜自体に学術的／自然保護的な価値はありませんが、地元住民が定期的

に「しだれ桜」の生育・保全に支障となる樹木の伐採を行うなど、地域になくてはならない御

神木のように大切に守られています。以上のことから荒玉社のしだれ桜を、行波地域の景観を

特徴づける樹木として景観重要樹木に指定をしたいと考えています。以上となります。よろし

くお願いします。 

○小浦会長 いまのご説明にご質問ご意見はいかがでしょうか。 

○村越委員 このように地域の人が守っている物というのは、本当に大切にして行くべきだと思

いますし写真を見ても行って見たくなるような姿なので。 

○杉山委員 この桜を応援したいと思っています。この桜は清流線、錦川鉄道の駅の真正面にあ

ります。お客様から見ても真正面に花が咲いて本当に見事です。「三春の滝桜」のように大きく

はないですが非常に豪華です。この桜の時期になると行波の駅に毎年カメラマンが沢山集まり

ます。私もその中の一人です。地元の人達が、表紙の写真にあると思うのですが、５、６本こ

の桜の子供を植えています。地元の人達がもしこの桜に何か支障があったらという事で子供を

沢山植えています。この熱意も私は応援したいと思っています。 

○小浦会長 ありがとうございます。特になければ一度現地を見て議論するということでよろし

いでしょうか。 

  申請書という言葉が何回もでてきたのですが、このフロー図にはなかったような気がします。

「所有者の同意を得て申請書もでています。」と説明いただいたと思いますけれど、このフロー

図の中にそういうものがないのですけれどもそれは何ですか。 

○事務局 指定意見書の事です。 

○小浦会長 わかりました。これは指定意見書のことですね。 

  それと、１ページの『「しだれ桜」自体に学術的／自然保護的価値はありませんが』と書かれ

ていますが、ありませんというのはちょっと言いすぎではないでしょうか。今日の生物多様性

とか色々な概念を考えた時、この桜は大切な木ではないかと思いますのでちょっと表現を柔ら

かくした方が良いと思います。 

○目山委員 無い事を言わずに有る事を言ったらどうですかね。「地域で守られてきた経緯があり」

とかの方がよいと思います。 

○小浦会長 この表現は、外部に出す時は止めた方がよいと思います。建造物も一緒で「学術的/

歴史的価値が無い」ではなくそういうのには関わらず指定していこうという精神なのであまり

「ない」とは言わない方がよいと思いますのでご留意ください。 

○目山委員 この地域で、大事にされている桜でしかも著名でもありますが、杉山委員が応援さ

れている中で言い難いところではあるのですが、地域の中に行くとこのような桜はどこにでも
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有りそうなレベルではないかと思います。これを指定することで、うちの地域にもこんな樹木

があるというように指定され易くなりいい事ではないでしょうか。逆にこの樹木はここに学術

的価値があるとか高いとかいう事になると皆さんが、申請し難いけれども「この木は、自分の

地域で守っている木だから是非指定して欲しい。」と呼び水になるようなよい例になるのではな

いでしょうか。 

○杉山委員 それは十分わかります。北河内という駅があります。そこの桜はソメイヨシノなの

ですが、ソメイヨシノは寿命が、樹齢６０年程度と言われています。北河内駅のソメイヨシノ

はもう１００年近く経っています。桜を植えた年号が分かっていますし、まだ植えた人たちが

いらっしゃいますので先生のおっしゃることは十分理解しています。 

○小浦会長 それではそういうことで次回議論していきたいと思います。 

○村岡委員 桜と直接関係はないのですが、行波の神舞について、私が小さな時から神舞と言っ

ておりました。神楽というのはちょっと違うと思います。神舞は、原始的な神に奉ずる祭りの

舞で、看板にもありますが、文化財としては神舞として表現されています。紹介文の中で神楽

と書かれていますが、神舞ではないかなと思いますがどうでしょうか。 

○杉山委員 いつから神楽になったのかと私も思いました。 

○事務局 神舞のプログラムの中に神楽と書かれています。神舞の一部として神楽をするという

意味なのかも分かりませんが、そういう意味で事務局としては記載をさせて頂いています。 

○小浦会長 その辺りはもう一度確認をしてください。地域のご要請は出来るだけ大事にして表

現していければと思いますのでよろしくお願いします。 

 

その他 

○小浦会長 「その他」に移りたいと思います。「その他」についてよろしくお願いします。 

○事務局 「その他」ということで、今後の審議会の予定等をご連絡させていただきます。 

１）岩国市景観計画の変更について 

○事務局 １点目としまして、岩国市景観計画の変更についてでありますが、本市では、平成 25

年３月より「岩国市景観計画」を策定し、「自然と歴史を未来へつなごう 美しい景観のまち 岩

国」を基本理念として、良好な景観の保全・形成に取組んでまいりました。なかでも、横山地

区や岩国地区については、良好な景観を有する本市を代表する地区として、景観重点地区を指

定し、きめ細やかな景観形成に取り組んでおります。 

 そのようななか、平成 26 年度より平成 30 年度にかけまして、担当課である錦帯橋課におき

まして「錦川下流域の文化的景観保存調査」を実施したところ、岩国の都市のはじまりである

岩国城下町を中心とした錦川下流域において、自然・風土と人々の生活・生業により育まれた

「文化的景観」の価値が明らかとなってまいりました。 

本業務では、これらの文化的景観の取組みを受け、文化的景観の価値を保全・継承した景観

形成を推進しますとともに、今後、文化庁に重要文化的景観に選定申出する区域を対象に、適

切な景観の保全・形成が図られているかについて調査・検証を行った上で、必要な事項に関す

る見直しを行い、岩国市景観計画の改訂を行うものが本業務となっております。 

また、先日執行されました入札において、受託業者が「株式会社オオバ」に決定をしました

ので委員の皆さまにお知らせさせて頂きます。今後、景観計画の変更の業務を行っていただき
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ます。 

それでは、業務内容の概要についてご説明をいたします。岩国市景観計画の見直しについて

ですが、大きく分けまして５項目について検討をいたします。詳細については後ほどご確認を

お願いいたします。 

１項目目としまして、「岩国市の文化的景観に関する事項の整理」、２項目目としまして、「見

直し方針の検討」、３項目目としまして、「景観形成方針の見直しの検討」、４項目目としまして、

「景観形成基準等の見直しの検討」、最後に５項目目としまして、「景観重要公共施設の整備等

に関する事項の見直しの検討」以上５項目でございます。 

これらの検討を行ったうえで、景観審議会へのご報告・ご審議、市民説明会、パブリックコ

メント、都市計画審議会等を開催しまして変更案へ反映致してまいります。 

２）岩国市屋外広告物条例制定の予定について 

２点目としまして、岩国市屋外広告物条例制定の予定についてご説明をいたします。本市に

おきましては、平成 25年から独自条例制定のため、屋外広告物制度、実態調査、規制誘導方針

の検討を行ってまいりました。景観まちづくり審議会においても平成 26 年から平成 27 年にか

けまして屋外広告物条例（案）・基準（案）についてご審議を頂いて来たところであります。パ

ブリックコメント・地元住民説明会を実施したうえで、商工関係者、屋外広告物業者、市議会

議員等へ説明会を実施いたしましたが、多くのご意見・ご指摘を賜りました。その時点でお示

しした制度（案）では合意形成が現状困難と判断いたしまして、制度の見直しを図ることとし

ました。 

 平成 27 年２月に北海道札幌市おいて発生しました看板落下事故等を受け国におかれまして

は平成 28 年４月に条例・ガイドラインを改正されました。山口県においても平成 30 年 1 月に

「山口県屋外広告物安全対策検討会」がこれを受け立ち上げられましたことから、岩国市屋外

広告物条例にも県条例の変更内容を反映させることといたしました。山口県屋外広告物条例の

改正予定が本年３月に示され完全移行が再来年令和３年 10月になることとなりました。それを

受け、本市の屋外広告物条例の制定が遅れることが予想されるため、先ず、来年の令和２年度

に、先行しまして山口県屋外広告物条例の権限委譲を受け段階的に本市の条例に移行する計画

と致しました。屋外広告物条例につきましては、県との協議の進捗状況等を逐次岩国市景観審

議会においてご報告をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

３）景観賞の開催について 

 次に、３点目といたしまして、「第２回いわくに景観賞」の開催についてご説明いたします。 

平成２９年度に「第１回いわくに景観賞」を『建造物部門』と『まちなみ・まちづくり部門』

の２部門に分け、募集いたしました。応募総数は、両部門とも７件の合計１４件でありました。

当時の、岩国市景観まちづくり委員会における、現地調査を経て慎重な評価・選考を行ってい

ただいた結果、「建造物部門」２件、「まちなみ・まちづくり部門」３件を「景観賞」として

表彰をさせていただきました。また、今後の発展と継続を期待する意味を込めまして、「まち

なみ・まちづくり部門」の残る４件にも「奨励賞」を授与いたしました。景観賞は、隔年ごと

に実施することとなっており平成２９年度に引き続き、本年度令和元年度「第２回いわくに景

観賞」を実施することとなりました。募集期間につきましては、景観の日である本年の６月１

日から来月８月３１日までとしております。 
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前回同様に、岩国市景観審議会委員の皆さま方の現地調査を行った上で景観審議会に諮問の

うえ答申を頂くことと致しておりますのでよろしくお願いいたします。 

４）岩国市景観審議会開催スケジュールについて 

最後に４点目といたしまして、景観審議会の開催スケジュール（案）について説明いたしま

す。お手元の岩国市景観審議会開催スケジュール（案）をご覧ください。本年の景観審議会は、

今回を含めて現在４回を予定しております。また、そのほかに景観重要建造物・樹木候補の委

員の皆様による現地調査、いわくに景観賞の建造物部門応募物件等の現地調査を予定しており

ます。次に、第２回岩国市景観審議会開催予定をご覧ください。本年９月３０日月曜日の 9 時

30分より審議会委員の皆さま方の中から、ご参加可能な方を対象に景観重要建造物・樹木の候

補地の現地確認を予定しております。それに引き続きまして、午後 1時 30分より「第２回岩国

市景観審議会」の開催を予定いたしており事前にお送りさせていただきました第２回開催予定

の通り９月３０日月曜日の開催としたいと考えておりますがよろしいでしょうか。 

○小浦会長 いま、その他の４件についてご説明がありました。何かご質問等ございますか。 

  情報が多くて、何がなんだかと言うようなところもありますが、ざっくりと解説をしますと、

まず、岩国市景観計画の変更についてですが、お手元に保存調査報告書という資料が配布され

ているかと思います。これが、文化的景観に関する最初の調査をまとめた資料になります。こ

こから、文化財としての選定をお願いするという次の計画作りが行われます。重要文化的景観

というのは景観計画の中で位置づけられる必要がありますのでそれに伴いまして、一定の景観

計画の変更が必要になってくるという事で先ほどの説明があったとご理解ください。中々わか

りづらかったと思いますが、景観計画の変更の背景と致しましては、重要文化的景観選定に向

けての位置付が、必要になっているという法定上の問題だとご理解いただければと思います。 

二つ目の屋外広告物条例につきましては、半分の先生方は、長い間一緒に議論して来たかと

思います。その中で、審議会で一度まとめてはいるのですが、その後先ほど説明がありました

ように、なかなか地域のご理解が、共有できないという中で、県の方の変更が先に動いたとい

う事で、まず県の変更を受けると言うことです。今は、屋外広告物は基本的に県が権限を持っ

ているのですが、それを市に移譲するという事です。これは、県の条例変更で済むのでそれを

一旦受けて追々市の条例を出して行きたいという事が２番目の主旨です。 

３、４は今後の景観審議会に関する事です。 

○坂井委員 その他で、以前から色々考えているのですが、部長さんをはじめ事務局には、この

前少しお話しいたしましたが、いま岩国市では、景観計画の中で、横山重点地区、岩国重点地

区が指定されています。それにラップして風致地区の指定があります。基本的には横山地区は

第２種風致地区で大きな問題はないのですが、オレンジに書かれた部分（第４種風致地区）と

川沿いから岩国地区の土手沿いの部分（第３種風致地区）については、景観をこれからも守っ

て行くという事に対して矛盾するような後退線の距離や高さの指定があります。高さも土手下

からの高さとなり、土手上から見れば１階分の高さしか建たない。そうすると景観を壊してし

まいます。今までは、担当者の運用で、住まわれている地元の人に見合ったような設計で対応・

協議されてきていましたけれど、現在は、プレファブメーカーの進出が多く基本的には、市の

ホームページに書かれている基準を、参考に設計をされる。そうするとその土地は業者からす

れば、基準が厳しすぎて売れない土地という判断がされ所有者等に色々な弊害が出ています。
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委員提案がこの審議会では出来るので、その辺りの整合性を図って基本的には景観が守られる

ような、基準の議論をしていきたいと考えています。例えば、土手沿いの地域について、隣地

との離隔を１ｍ以上開ける今の基準では、間口が狭く建物が建たない。建物が建っても隙間が

開き過ぎて昔の景観とは変わってしまいます。この辺りを、議論して詰めて行くことがよいと

思いますので提案として出させてもらいたい。皆さんのご意見を頂き整合性を図って行きたい

と考えています。風致条例を止めるのではなくて、「申請の際に担当者と相談してある程度の緩

和も景観に応じて考えます」という文言を明文化すれば、「公園景観課に事前相談すればここま

で出来る。」ということが、判るのではないかと考えていますのでお願いできればと思います。 

○小浦会長 判りました。風致は基本的には制度上許可ですので本来は運用でかなりの事はでき

ます。それをやっている所は少ないかもしれませんが、「緑と景観を守る」ということが風致の

主旨ですので、その主旨に合った形での許可としての緩和は十分運用できます。風致の基準上

の緩和ですけれども。「何を守るのか」とか「何が大事なのか」という価値の部分について地域

で共有出来ていないと恣意的な判断に捉えられがちになると思いますのでその辺りは、基準と

制度の問題と運用と地域の人達の共有感がとても大事なのではないかと思います。ご提案があ

りましたので少し現状を把握するということから始めてはと思います。どうするかは次の問題

としてまず現状を把握するという事は、文化的景観とか、まちなみを考えていくという動きと

連動し齟齬はないと思います。少なくとも今把握されている状況については共有していくとい

う所からでいかがでしょうか。 

○坂井委員 そうですね。 

○小浦会長 他に何かございますか。 

本日はこれにて予定されている議事及び報告が終わったと思いますので司会を市役所の方に

お返ししたいと思います。よろしくお願いします。 

○事務局 次回、調査と審議会を９月３０日に設定致しました。それについてのご案内は、差し

上げたいと思いますが一応予定を入れていただけたらと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。本日はお疲れさまでした。 


