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序．背景と目的および事業の概要 

（１）背景と目的 

岩国市では、錦帯橋を中心とした錦川両岸地域においてまちづくり将来ビジョンを作成し、

「住んでよし、訪れてよし」の総合的なまちづくりを目指している。特に、岩国・横山の両地

区は、藩政期の城下町としての歴史性を受け継ぎながらこれまで市街地が形成されてきたため、

まちづくり将来ビジョンにおいて「重点市街地ゾーン」として位置づけている。 

横山地区は平成９年より街なみ環境整備に着手し、景観形成に努めているものの、未だ景観

に配慮した整備が十分とはいえない。岩国地区は、城下町としての基本的な街区構成を色濃く

残すものの、道路等の地区施設による風情の演出に欠けており、また建造物の解体や建て替え

により歴史性を感じるまちなみが失われ始めている。 

こうした状況から、岩国・横山地区では公共空間と民有空間が一体となった街なみの形成を

目指し、また錦帯橋により結ばれた両地区が一体となった街なみ形成を図ることによる生活面、

観光面における相乗効果を目指し、住民との協議を十分に行いながら街なみ環境整備事業の導

入を前提に、基本的な整備の方向性を明らかにすることを目的とする。 

 

■対象とする区域 

歴史的資源が数多く集積し、かつ歴史的な基盤及びまちなみをはじめとした城下町の歴史性

を受け継ぐ、錦帯橋を中心とした錦川両岸地域を対象とした「まちづくり将来ビジョン」にお

いて、重点市街地ゾーンを中心とした区域を対象とする。 

両地区は岩国城下町の歴史性を受け継いでいることから、区域名を「城下町地区」とし、「岩

国市 城下町地区街なみ環境整備促進区域」に指定されている岩国・横山地区（約 214ha）を

対象に整備方針を検討していく。 

岩国・横山地区位置図 促進区域の範囲（区域名：城下町地区） 

＞ 
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（２）街なみ環境整備方針策定までの流れ 

街なみ環境整備方針策定までには、まちづくりの将来像を示したまちづくり将来ビジョンの作

成を行うとともに、現況調査を実施し城下町地区の景観の特徴や建物の状況等を把握する。その

上で、街なみ環境整備における城下町地区の位置づけと課題を明らかにし、整備方針の設定およ

び促進区域の決定を行う。 

街なみ環境整備方針の検討においては、策定委員会および住民協議での意見を踏まえながら、

公共空間と民有空間に関する整備の方向性を取りまとめていく。 

また、街なみ環境整備の範ちゅうを超える整備の内容については、関連事業への働きかけを行

いながら連携を図っていくこととする。 

 

錦帯橋を中心とした錦川両岸地
域のまちづくり将来ビジョン 

現況調査 

（地区概況調査） 

城下町地区の位置づけと課題 

整備方針の設定・促進区域の決定 

街なみ環境整備方針の検討 

 公共空間 民有空間 

住民

協議 

関連事業への働きかけ 

街なみ環境整備方針の策定 

 策定 

委員会 
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１．前提条件の把握 

（１）上位・関連計画 

本事業の対象となる城下町地区を含む岩国市のまちづくりの方向性について、上位計画にあた

る「錦帯橋を中心とした錦川両岸地域のまちづくり将来ビジョン」における位置づけから読み取

ることができる本事業の方向性に関する内容を整理する。 

なお、上位・関連計画としては、「まちづくり将来ビジョン」以外にも、岩国市総合計画、岩国

市都市計画マスタープラン、岩国市景観ビジョン、岩国市景観計画、錦帯橋みらい計画（基本方

針）があるが、それらについては、まちづくり将来ビジョンの中で示している。 

 

（２）錦帯橋を中心とした錦川両岸地域の「まちづくり将来ビジョン」 

岩国市は、平成 26年３月に錦帯橋を中心とした錦川両岸地域に位置する、岩国、横山、川西、

錦見の４地区を対象に、まちづくりの将来像を示した「まちづくり将来ビジョン」を策定してい

る。その中では、各地域の特徴を活かし、誰もが「住んでよし、訪れてよし」と感じることがで

きる魅力あるまちづくりを一体的に進めることとしている。 

 

①まちづくり将来ビジョンの対象区域と錦川両岸地域のまちづくり構想 
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②事業計画 

錦川両岸地域おけるまちづくりの実現には、まちづくり方針に基づき、関連する分野それぞれ

において、短期・集中的な事業の実施や、既存の計画の見直し、あるいは新たな計画の立案、中

長期的な事業の実施に向けた検討を行った。 

住民からは特に、住環境についての改善を望む声があり、それらについて短期・集中的に実行

していくために、街なみ環境整備事業を実施することとした。 
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（３）計画の位置づけ 

上位計画の岩国市総合計画をはじめ、都市計画マスタープランや景観計画、錦帯橋みらい計画

（基本方針）等との関係性を踏まえ、整合を図りながら、「錦帯橋を中心とした錦川両岸地域のま

ちづくり将来ビジョン」が作成された。その中の重点市街地ゾーンの市街地環境整備を集中的に

実施するため、「城下町地区 街なみ環境整備事業」の計画を策定し、住環境の改善を図ることと

した。 

横山地区は、特に重点的・先導的な景観まちづくりが必要な地区であることから、すでに岩国

市景観計画の中で重点地区として位置づけ、きめ細かな景観誘導を行っており、本事業の実施に

より、住環境のさらなる充実、改善を図ることとする。 

岩国地区については、今回、街なみ環境整備事業で作成する景観形成基準などをもとに、今後、

重点地区として位置づけを行い、横山地区と同様きめ細かな景観誘導を行う予定である。公共空

間についても道路や街路灯等を中心に整備を行い、住環境の改善を図ることとする。 

 

 

関連計画 

 

地域におけるまちづくりの方針の

とりまとめ 

⇒当該地域におけるマスタープラン

的な役割を担う 

岩国市総合計画 

岩国市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 

岩国市景観ビジョン 

岩国市景観計画 

錦
帯
橋
み
ら
い
計
画
（
基
本
方
針
） 

錦帯橋を中心とした錦川両岸地域の

「まちづくり将来ビジョン」 

○まちづくりの目標とテーマ 

○まちづくりの方針 

○まちづくり構想 

○まちづくりの実現化方策 

・重点市街地ゾーンの市街地環境整備 

・既存の計画の見直し 

・新たな計画の立案 

・中長期的な事業の段階的な実施 など 

街なみ環境整備事業 

整備方針 

景観形成基準 

事業計画 

整合 

調整 

整合 

調整 

・個別事業の検討・実施 

・都市計画等、関連法制度等

の活用や見直し等 

集中的に 
事業実施 

岩国市景観計画

の変更 反映 

上位計画 

関
連
計
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（予定） 
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２．城下町地区の現況調査分析 

（１）地勢 

本地区は、山口県最大かつ豊かな水を湛える清流・錦川を挟んだ両岸地域からなる。 

本地区の西側に広がる城山は、標高約 210ｍの峰を持つ沿岸性丘陵地であり、吉川広家入封以

来、約 400年間伐採が禁止されてきた。そのため、多樹種で形成された自然林で、この地が北限

とされる暖地性樹木も見られる照葉樹林であり、植物学上貴重な山である。 
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（２）歴史 

①吉川広家による城下町建設 

城下町地区のまちの由来は慶長５年（1600）の関が原の合戦の後、毛利輝元の所領となった周

防・長門の２国の内、吉川広家には玖珂・大島２郡から岩国３万石が与えられた。慶長６年（1601）、

岩国に入った広家はすぐさま領内を調べ、城下町づくりに着手した。その中心ともなる城につい

ては、戦後の緊張感もあり、防御に重きを置く形をとった。これにより横山（城山）の山頂に要

害（岩国城）を、山の大手側の麓には御土居（普段の政務を行う場所）を築くこととした。そし

て錦川を天然の外堀として、内側となる横山に諸役所や上級武士の屋敷地を、対岸にある錦見に

は中下級武士の屋敷地や玖珂町以下七町を置く計画とした。また、山陽道の脇道から横山に至る

川西には、道沿いに下級武士の屋敷地と上級武士の下屋敷（別邸）を置くこととし、錦川下流の

今津の一部を水軍の拠点とした。 

慶長７年、上の御土居（広家の母の居館）と下の御土居（広家の居館）を築き、慶長８年から

は岩国城を起工、慶長 13年に竣工した。しかしながら、元和元年（1615）、一国一城の令が出さ

れ、岩国城は破却、さらに寛永 15年（1638）、島原の乱での廃城利用を教訓に石垣の破却が命じ

られ、岩国城の石垣も破却することとなった。しかしながら、山上の要害が破却された後も、御

土居は藩政の拠点として使われ、現在も当時に近いまちの様相を受け継いでいる。 

 

②錦帯橋の建設 

このような城下町の構成上、行政府である横山地区へ渡る橋が必要であり、その位置は城下町

建設当時から決められ、幾度となく橋が建設され、第三代岩国藩主となった吉川広嘉は橋建設の

部署を設け、流されない橋の研究を命じた。 

そのようななかで刎橋構造をもつ橋の技術や、中国の文献などからアーチの形をした木造橋、

石橋アーチの長崎の眼鏡橋など、支持柱の無い橋が参考となり、これらの技術を応用した独特の

形状を持つ世界に例のない木造アーチ橋が考案されたが、200ｍもある錦川への架橋は当時の技術

では不可能であった。 

この構想を実現させたのが、中国杭州の景勝地である西湖を書いた「西湖遊覧志」の挿絵であ

る。それは西湖に浮かぶ小さな島から島へと架け渡されている石橋の絵図面であり、錦川の中に

小島（石組みの橋脚）を造ることで、今まで研究を重ねてきたアーチ橋を架けることが出来た。 

延宝元年（1673）10月、稀代の名橋「錦帯橋」が誕生した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧岩国城下図（横山） 岩国城下町（錦見）（慶応絵図） 
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③城下町の横山地区と岩国地区 

＜横山地区＞ 

横山には、上の御土居（広家の母の居所）、御土居（藩主の居所）のほか、藩政を行う勘場（元

禄２年（1689）に御蔵元と改称）以下の諸役所を設けて内堀を配し、その周囲に上級武士を住ま

わせた。当時の横山には延慶２年（1309）に大内弘幸によって永興寺が創建されており、文化の

中心地あるいは大内氏の安芸方面への拠点とされていたが、これら既存の建造物は解き払われ移

築された。 

横山は、千石原・上口・下口・川原町・万屋谷の５地区により形成されていた。特に上口・下

口は郭内と称して藩政時代は特別な地であり、上口門・下口門が設けられていた。 

橋の取り付け位置に乗越門があり、内側に番所が設けられ、これを乗越番所といった。この番

所と上口門・下口門の三箇所で郭内出入りの者を監視していた。 

広家は慶長７年（1602）、仮住まいであった由宇から移り、以来、吉川家は明治に至るまでこの

地で藩政を司った。 

横山の地は、明治 11年（1878）第百三国立銀行が開業したのを機会に国家機関が集中していた

が、明治 26年（1893）以降次々と錦見地区に移行していった。 

 

＜錦見（岩国）地区＞ 

中・下級武士の屋敷地や町屋を置いた錦見の地は、錦帯橋の下流地点から二筋に分流していた

がこれを一つに統合し、土手を築いて錦見の屋敷地を確保したと伝えられている。（『享保増補村

記』享保年間） 

錦見の乗越口から南東へ幹線道路として大明小路を設け、その両側を中級武士の屋敷地とした。

その南西の二筋を町屋と定めた。さらにその奥側に足軽階級である鉄砲組の屋敷地を配した。こ

れらの南側に中下級の家中屋敷を置いた。 

町屋敷は、錦見の中心地を本町と称し、上手より玖珂町・柳井町・米屋町・塩屋町の四町に別

けた。その裏町を材木町・魚町・豆腐町の三町とし、錦見七町（岩国七町）と呼んだ。 

この町割は碁盤形に整備され現在もほとんどが残っている。街路幅は縦町二間半、横町一間半

である。横山に向かって縦町、平行しているのを横町という。 

川西は横山の陸続きで南側にあたり、山陽道から城下町に入る脇道が通っており、その道筋を

中心に下級の家中屋敷や上級家中の下屋敷などが置かれた。 

錦見七町の中でも本町通り（玖珂町・柳井町・米屋町・塩屋町）は中心的商店街として発展し

てきており扱う商品や経営者に変遷はあるものの、岩国の中心地の形態をなしていた。 

明治 42年（1909）に路面電車が開通し、昭和９年（1934）に岩徳線が開通するなどこの頃の岩

国は錦見を中心として栄えていたが、昭和 15年（1940）の市制施行に伴い市役所を麻里布地区に

設置したため、徐々に中心地が移っていった。 
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（３）人口・世帯数、高齢化の動向 

過去 20年の人口の動向をみると、岩国地区（１～５丁目）・横山地区（１～３丁目）ともに減

少傾向が続いており、平成 24年人口は岩国地区が 2,274人、横山地区が 1,218人である。 

過去 20年の世帯数の動向をみると、岩国地区は微増減するものの、ほぼ 1,050世帯で横ばい、

横山地区でも同様に 600世帯前後で横ばいである。 

10年毎の高齢化率の変化をみると、岩国・横山地区ともに平成４年には 20～25％未満であった

のが、平成 14年には岩国１、２、４丁目、横山３丁目で 30％を超え、平成 24年には同地区が 35％

を超えており、平成 24 年の市平均高齢化率が 29.5％であることをふまえると、急速に高齢化が

進んでいるといえる。 

人口・世帯数等の状況からみると、本地区では人口の流動性が低いことがわかる。 

 

 

 

■岩国・横山地区の人口・世帯数の推移 

 

■地区別高齢化率（H４） 

 

■地区別高齢化率（H14） 

 

■地区別高齢化率（H24） 
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（４）公共施設の概況 

①道路の概況（Ｐ12、13） 

岩国城下町として整備された城下町地区では、今もなお当時の近世の町割が基盤として残って

おり、特に岩国１、２丁目では、その幅員も大部分が拡幅されることなく、維持されている。 

また、道路幅員からみると横山地区では６ｍを超える道路も多く整備されているのに対し、岩

国地区では、１、２丁目ともに６ｍ未満の道路が大部分である。 

大明小路や本町通りなどの地区内のメインルートである路線でも 5.5ｍ程度、それ以外は４ｍ

未満と比較的狭い生活道路の環境となっている。 

 

 

②公園の概況 

横山地区には総合公園として吉香公園が、岩国地区には本町街区公園および椎尾神社緑地が整

備されているが、住民が気軽に憩い、コミュニケーションの場として活用するには十分な状況で

はない。 

 

＜公園位置＞ 
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＜歴史的な道（近世の町割）＞ 

 

（岩国地区については絵図：岩国城下町（慶応３年）、横山地区については旧岩国城下町（横山）（江戸後期）を

もとに作成） 
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＜道路幅員現況＞ 
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③消防水利の分布状況 

横山地区では、１丁目、３丁目の主要な通りと２丁目の観光施設周辺を中心に、岩国地区では

交差点及びその中間地点に分布している。特に岩国地区は消防水利が充実している。 
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（５）土地利用・建物の状況 

①建物用途現況（P15） 

横山地区では、吉香公園を中心に文教施設の立地が見られ、錦帯橋を中心に錦川沿いの土手町

において商業施設の立地が見られる。その他の大部分の範囲では、専用住宅地が広がっている。 

岩国地区では、錦帯橋周辺から岩国１、２丁目にかけて、商業施設や宿泊施設、店舗併用住宅

が立地しており、住宅と商業系施設が混在している。 

 

②建物構造（P16） 

岩国・横山地区ともに大部分が木造建築物である。特に岩国地区では、１、２丁目に密集して

いる（Ｈ24都市計画基礎調査より）。 

 

③建築年代（P17） 

城下町として形成され長く岩国市の中心部であった本地区には、戦前からある歴史ある建物が

集積している。特に岩国１、２丁目には明治時代の建物が多く分布しており、１丁目には江戸時

代からの建物も見られる。岩国２丁目には昭和初期まで栄えた歴史もあり、大正～戦前にかけて

建てられた建築物も多く分布している。 

 

④敷地規模 

Ｈ24都市計画基礎調査をもとに、敷地規模の状況を分析する。 

歴史的に武家町として整備された横山地区と町屋が中心の岩国地区では、平均宅地面積や平均

建ぺい率・平均容積率が大きく異なることが分かる。 

岩国１丁目では平均宅地面積が約 129㎡、平均建ぺい率約 45.4％、平均容積率約 82％、岩国２

丁目では平均宅地面積が約 143㎡、平均建ぺい率約 38.9％、平均容積率 61.5％と高密であるのに

対し、横山地区では平均宅地面積が約 230～400 ㎡、平均建ぺい率約 17.5～26.3％、平均容積率

約 25.6～42.5％と比較的ゆったりとした土地利用がなされている。 

 ＜地区別の建築状況＞ 

（H24 都市計画基礎調査） 

平均
宅地面積
（㎡）

平均
建築面積
（㎡）

平均
延床面積
（㎡）

平均建蔽率
（％）

平均容積率
（％）

岩国一丁目 128.6 58.3 105.3 45.4 81.9

岩国二丁目 143.4 55.8 88.1 38.9 61.5

岩国三丁目 229.1 60.2 97.3 26.3 42.5

岩国四丁目 227.4 39.8 58.3 17.5 25.6

岩国五丁目 430.4 91.5 151.2 21.3 35.1

横山一丁目 243.8 59.0 85.9 24.2 35.2

横山二丁目 393.7 62.2 90.5 15.8 23.0

横山三丁目 207.6 52.6 80.5 25.3 38.8

197.2 57.0 91.8 28.9 46.6

285.0 70.6 114.9 24.8 40.3

岩
国
地
区

横
山
地
区

地区平均

市街化区域平均
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＜建物用途現況＞ 

（Ｈ24都市計画基礎調査） 
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＜建物構造＞ 

（Ｈ24都市計画基礎調査） 
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＜建築年代＞ 

（Ｈ24都市計画基礎調査およびＨ16 年度岩国地区伝統的建造物群保存対策調査報告書） 
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⑤駐車場・空地の現況 

横山地区の駐車場は、公共駐車場が吉香公園周辺を中心に、民間駐車場が１丁目を中心に分布

している。岩国地区は民間駐車場が多く分布し、メインとなる公共駐車場は下河原駐車場、岩国

市中央公民館等があげられる。中でも下河原駐車場が最も収容台数が高い。 

空地は岩国地区の大明小路以西を中心に分布している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（住宅地図（平成 24年度）より） 
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⑥町丁目別の空き家率（推定参考値） 

空き家率は、岩国２丁目が約３割と最も高い。次いで横山２丁目、岩国１丁目の空き家率が高

い状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本データは上水道の状況をもとに空き家と推定した参考値です。 

 

 

A：施設数
B：上水道の状況が撤去、

　　中止となっている施設の数 B／Ａ

岩国1丁目 439 102 23.2%
岩国2丁目 456 133 29.2%
岩国3丁目 323 56 17.3%
岩国4丁目 135 26 19.3%
横山1丁目 213 34 16.0%
横山2丁目 139 38 27.3%
横山3丁目 282 37 13.1%
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⑦岩国地区建築物および工作物現況 

「７章 住宅等に関する整備方針」作成にあたり岩国地区については建築物および工作物現況調査を実施した。調査件数は、建物 172件、屋外広告物 107件、自動販売機 29件、電信柱 19件、カーブミラー7件である。 

建物については、町屋が軒を連ねるかつての錦見七町を中心に調査を実施した。また、町屋以外の建物についても建物形式や用途等の現況を把握するため地区内全体にわたって抽出調査を行った。 
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ａ 調査結果概要 

建築物および工作物現況調査では、建物、屋外広告物、自動販売機、カーブミラー、電信柱に

ついて調査を実施した。建物調査の結果概要は以下のとおりである。 

 

【建物形式・配置】 

・２階建て以下の低層住宅が全体の８割以上を占めている。 

・町屋の占める割合が全体の約半数と最も多く、次いで建替えや新築による一般住宅の割合が

多い。 

・町屋が半数近いことから、道路境界から後退せずに建てられている建物が６割を超えている。 

【屋根】 

・屋根形状は、全体の８割以上が傾斜屋根で、低層住宅の割合とほぼ同じである。また町屋の

特徴でもある平入りの屋根は全体の約５割を占めており、町屋の割合とほぼ同じである。 

・屋根の材料は約７割が日本瓦を使用しており、それらは黒、濃灰とほぼ同一色である。 

・軒がある建物は約５割で、町屋の割合とほぼ同じである。 

【外壁】 

・町屋では、１階と２階の素材や色彩が異なる建物が複数見られる。また、隣地が空地の場合

は、側壁が建物正面の壁面素材と異なる場合がある。 

・側壁が見える建物では、吹付やトタンでの仕上げが３割を超えている。 

・外壁は白または茶系が６割を超えており、白色の素材は吹付、茶系の素材は板張りが多い。 

【開口部】 

・玄関形式は引き戸が６割を超えており、窓形式は引違窓が約９割と最も多い。それらの材質

はサッシやスチール素材が最も多い。 
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ｂ 現況写真 

【建物】 

岩国地区の建物は、２階建以下の低層建物が中心である。建物形式および用途は、屋敷、町屋、

一般住宅、旅館、銀行、事務所、店舗、集合住宅等様々である。そのなかでも、岩国地区を特徴づ

ける要素の一つである町屋は、本町通り、材木町～登冨町の通り等を中心に軒を連ねている。 

屋
敷 

  

町
屋 

  

  

一
般
住
宅 

 

 

【本計画における用語説明】 

屋  敷：和風の佇まいで和風の門・塀を設置した家屋 

町  屋：通りに沿って軒を連ねて建ち並ぶ家屋で、特に城下町の商いや仕事の場の名残を残
す短冊形の家屋 

一般住宅：屋敷、町屋に該当しない洋風住宅



城下町地区 街なみ環境整備方針 

24 

 
 

旅
館 

  

銀
行 

  

事
務
所 

  

店
舗 

  

集
合
住
宅 

  



城下町地区 街なみ環境整備方針 

25 

 

【屋外広告物】 

屋外広告物は、特に錦帯橋橋詰付近に多く設置されており、その種類はのぼり・旗、壁面設置、

突出等様々である。その他は市道錦見 43号線（大明小路）、市道岩国 11号線（本町通り）沿いで

の自立式看板や突出看板等の設置が見られ、いずれの場所でも派手な色彩のものが多く設置され

ている。 

自
立 

 

 

屋
根
・
屋
上
設
置 

 

 

壁
面
設
置 

 

 

突
出 

 

 

の
ぼ
り
・
旗 
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【自動販売機】 

自動販売機は、錦帯橋橋詰付近を中心に、県道 112号線(錦川沿いの土産物屋周辺)、市道岩国

26 号線(臥龍橋通り周辺)、市道錦見 43 号線(大明小路ロータリー周辺)に多く分布している。ま

た、わずかではあるが、茶色等に修景された自動販売機も点在している。 

  

 

 

【カーブミラー】 

カーブミラーのタイプは、一面鏡、二面鏡、電柱利用等があり、全てオレンジ色のものが設

置されているが、錆びつきや色あせ等の劣化が見られるものもある。 

  

 

一面鏡 二面鏡 電柱利用 

 

【電柱】 

電柱は、コンクリートポール、鋼管柱、木柱の三種類が設置されている。 

  

 

コンクリートポール 鋼管柱 木柱 
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（６）観光動向と関連施設の分布状況 

岩国市全体の観光入込客数は、平成 21年から平成 23年までやや減少傾向にあり、平成 23年は

約 330万人とやや増えている。県内外別・日帰り宿泊別においては、圧倒的に県外客中心の日帰

り観光型の都市である。本地区を代表する観光施設である錦帯橋の観光客数は、市全体の傾向と

ほぼ同じである。平成 23、24年には 70万人を下回った。 

本地区の玄関口としては、山陽自動車道岩国ＩＣや山陽新幹線新岩国駅、岩国錦帯橋空港やＪ

Ｒ岩国駅があり、いずれの場所からも車によるアクセスが基本となる。また、観光客が利用する

駐車場については、現在は、大型バス等は岩国地区側の河川敷駐車場、一般車両は河川敷の両岸

での駐車場及びロープウエー山麓駅前に整備されている。 

 

 
＜広域アクセス＞ 

＜岩国市の県内外別・日帰り宿泊別の観光客数＞ 

＜岩国・横山地区の主要観光施設の観光客数＞ 単位：人 

資料：山口県観光動態調査結果より 

資料：山口県観光動態調査結果より 

＜岩国市観光入込客数及び錦帯橋渡橋者数＞ 

資料：岩国市観光動態調査報告書より 
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 ＜岩国・横山地区の観光関連の現状の交通施設＞ 
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（７）法規制の状況 

都
市
計
画 

用途 

地域 

・横山地区は、第一種住居地域（建ぺい率 60％／容積率 200％）が指定されて

おり良好な住宅地として保全・形成が図られている。 

・岩国地区は、商業地域（建ぺい率 80％／容積率 400％）が指定されている。 

その他の地域 

地区 

・横山地区全体及び岩国地区の一部に、風致地区が指定されており、風致の保

全のため、高さの限度が横山地区では 10ｍ以下、その他は 15ｍ以下に指定さ

れている。 

・岩国地区では、（都）臥龍橋通り線沿いには防火地域、その他の商業地域には

準防火地域が指定されている。 

都市 

施設 

道路 

・（都）麻里布藤河線と（都）臥龍橋通り線の２路線が概成済であるのに

対し、岩国地区内の（都）欠口錦帯橋線と（都）関所山錦帯橋線、横

山地区の（都）岩国千石原線、（都）横山川西線が未整備である。 

公園 
・横山地区には総合公園として吉香公園が整備されているが、街区公園

としての身近な公園整備は岩国地区の１箇所のみ供用されている。 

景
観
形
成 

景観 

計画 

・市全域が景観法に基づく景観計画区域に定められており、城下町地区は、市

街地景観ゾーンに位置づけられている。 

・岩国地区は、一般地区に位置づけられ、大規模な行為を中心に、良好な景観

形成への配慮が求められている。 

・特に、横山地区については、景観重点地区が指定され、地区の実情に応じた

きめ細やかな景観形成が進められている。 

 

 



城下町地区 街なみ環境整備方針 

30 

 

 

＜法規制（都市計画）＞ 
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※景観計画に基づく届出制度の適用 

■【重点地区】横山地区の場合 

・横山地区は、岩国市街なみ景観条例に基づき「景観形成地区」が指定されて以降、現にある

良好なまちなみを活かし、地区の実情にあったきめ細やかな景観形成を図るため、重点地区

に位置づけられており、建築物の建築や開発行為の多くの場合において届出が必要である。 

・また、横山地区のまちなみにあった景観形成基準を設け、横山地区らしいきめ細やかな景観

誘導を図っている。 
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■【一般地区】岩国地区の場合 

・現在、岩国地区は景観計画区域のうち、一般地区に位置づけられており、建築物の場合、高

さ 13ｍを超えるもの（例：４階建てよりも高い建物）や延床面積 500㎡を超えるものを建て

たり、外観の変更を行う場合や、市街化区域における開発面積 1,000 ㎡以上の行為等、大規

模な行為を行う場合のみにおいて届出が必要である。 

・岩国地区では、現況の建物の大部分がこの規模を超えないことから、現状のまちなみを活か

した景観形成を進める上では、景観形成に関する規制は実情にあったものであるとは必ずし

も言えない。 
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（８）地区住民のまちづくり活動の状況 

①岩国地区 

岩国地区では、地区の雰囲気に調和するごみステーションや、町名看板設置等の取組が積極的

に行われている。また、錦川水の祭典等のイベント開催時には自治会による交通誘導がなされる

とともに、自治会単位での交通安全対策への取組もなされ、まちなみ形成の意識は高い。 

これらの継続とともに、公共整備によるまちづくりが期待されている、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②横山地区 

まちづくりのための住民組織の形成には至っていないが、自治会を中心としたまちづくりに関

する地区住民の意見等は多く、まちなみ形成の意識は高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

落ち着いた雰囲気を醸し出す通り 

竹製の花器に飾られた草花 地区の雰囲気に合った木製の旧町名札 

夜道をほのかに照らす竹の灯明 通りの雰囲気に馴染むごみステーション 
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（９）住民意識 

①地元意見交換 

平成 24年 10月～平成 26年３月までの間、自治会や関連団体へのヒアリング、地区住民との意

見交換会などを幾度と開催した。以下は主な意見である。 

・椎尾神社緑地の整備は、今の個性を残しつつ、維持管理がしやすいようにしてほしい。 

・道路は、電線類の整理や道路の凸凹の解消等、美観や歩きやすさとともに、安全性の確保も必

要。また、現在の道幅を活かした整備にしてほしい。 

・大明小路は景観や観光を意識して整備した方がいい。 

・錦帯橋橋詰交差点は、舗装や交通規制等による安全対策が必要。 

・地区内に集会所があるのは望ましい。既存建物の活用の検討や、整備後の維持管理についても

十分な検討が必要。 

・トイレ、案内板の整備が必要。 

・できるだけ早く目に見える形で整備に取り掛かってほしい。また、環境整備だけではなく、そ

こから賑わいが続くようにまちづくりを進めてほしい。 

・観光を意識したまちづくりは必要だが、住環境とのバランスが取れた整備が必要。 

・残したい建物については、残していく手立てを考えておくべき。 

・錦帯橋の景色や住環境を守るために、高層の建物は建てないでほしいが、地区の人口増加を抑

えるべきではない。長期的な考え方で街なみを守ってほしい。 

 

②住民アンケート調査（平成 25年 11月実施） 

本計画作成にあたって、住民意向や意見を反映することを目的とし、岩国地区、横山地区の住

民を対象としたアンケートを実施した。以下はアンケート集計結果の概要である。 

・地区の魅力としては、横山地区、岩国地区ともに約８割の住民が「自然を身近に感じられる」

ことを挙げている。次いで多いのが、横山地区では「歴史を感じさせる雰囲気がある」、「車が

少なく、静かな住宅地である」で、それぞれが３割を超えている。岩国地区では「近くに公共

的な施設が多い」、「歩いて行ける範囲に店舗がある」が次いで多い結果となった。 

・地区の改善点としては、横山地区の３割以上が「歴史ある建物の老朽化が進んでいる」、「地区

内を通過する車の量が増えている」ことを挙げている。岩国地区では、８割以上が「商店が減

り、にぎわいが失われてきている」ことを挙げ、次いで「空き家の老朽化が進んでいる」こと

が多い結果となった。 

・岩国地区の特徴としては、「高い建物がほとんどない」「昔ながらの道が残っている」を選んだ

回答者が特に多い。 

・「暮らしやすさ」や「風景と文化」に関する取組としては、横山地区、岩国地区ともに「舗装の

改善や街路灯の設置や整備」に優先的に取り組むべきという回答が最も多い。その他には、横

山地区では「回遊バスを走らせてほしい」という回答が３割を超え、岩国地区では「公園や広

場を整備・改修」することや、「歴史ある建物や古民家を修繕、活用する仕組みづくり」が求め

られている。 

・「おもてなし」に関する取組としては、横山地区、岩国地区ともに「食事や休憩、買物ができる

店舗を増やす」ことや「歩いてみたくなる通りづくり」が求められている。 

・城下町地区のまちづくりの必要性については、横山地区では５割以上、岩国地区では４割以上

が「岩国・横山地区を一体的に進める」ことを望んでいる。 
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３．城下町地区の景観の特徴 

現況等を踏まえ、城下町地区の景観の特徴を整理する。 

 

（１）城下町としての景観 

①風景を形づくる地形と城下町としての骨格 

・吉川広家の入封により、錦川を天然の外堀とした岩国城が築城され、岩国、横山の両地区が

城下町として整備された。 

・城下町地区は大きく湾曲した錦川を挟んで位置し、城山などの山々がその周囲を取り囲んで

いた。かつては、錦川が外堀の役割を、城山をはじめとした周囲の山々は自然の要塞として

の役割を担っていた。 

・横山地区は藩の諸役所や重臣のためのエリアとして、岩国地区は大半の家臣や町人のエリア

として都市計画がなされ、両地区は城下町として岩国藩の旺盛を担う重要な役割を担ってい

た。 

・広家による町割の街区構成は、両地区ともにほぼ残っており、現在でも城下町としての骨格

は、まちなみとして認識することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 岩国城からは錦帯橋を中心に岩国・横山地区の城

下町が一望できる 

 

＜城下町としてまとまりのある風景の骨格＞ 
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②城下町として大切に育まれた風景 

・錦帯橋は、両地区の活発な往来のために延宝元年（1673）架橋された。外堀とされた錦川の

両岸に位置する両地区をつなぐ重要な施設であり、度重なる災害を受けつつも、架け替えを

繰り返しながら現在まで利用され続けている、世界に誇るべき歴史的資源である。 

・城下町地区を訪れた人々は、この錦帯橋とともに、岩国城を有する城山、錦川の両岸に形成

された歴史的なまちをまとまりのある風景として見ることができ、それとともに歴史的な風

情を感じることができる。 

・横山地区は風致地区や景観計画の重点地区として、城山や錦川の自然環境と歴史に配慮した

景観誘導に取り組んできた結果、統一感のあるまちが広がっている。 

・また現在では、ロープウエーや登山道の整備により誰もが気軽に登ることができる城山を視

点場に、錦帯橋を中心に城下町の風景として一望することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜断面イメージ＞ 

錦帯橋と対岸の横山地区（岩国地区より） 錦帯橋と対岸の岩国地区（横山地区より） 
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（２）暮らしを感じる景観 

①「まち」が受け継いできた地域の環境 

・城下町地区では城下町としての近世の町割を残

しつつも、明治、大正、昭和と、その時代に応

じて変化しながら現在の地域の環境がつくり

出されてきた。 

・横山地区は、藩の諸役所や重臣の武家の屋敷が

置かれ、藩政を担う重要な地であった。そのた

め、商業活動による賑わいのあった岩国地区と

は対照的に、落ち着きとゆとりのある地区であ

った。 

・その落ち着きとゆとりは、現代にも残る町割や

藩政時代を思わせる建造物や明治期の学校施

設の一部等が地区内に点在しており、これらの

空間構成を通して、現在まで受け継がれてきた

地域の環境を今も感じることができる。また、

戦後、都市計画公園として整備されたのを受け、

今では自然を身近に楽しむことができる地区

にもなっている。 

・岩国地区は町屋として整備された歴史を背景に、

職住一体型の商業活動が盛んな地区であり、新

しい時代に敏感に反応する店も多く、岩国市の

中心商業地として非常に栄えた歴史をもつ。時

代が変遷し、住民の生活様式が変化していく中

で、各時代を特徴づける建築物等が現在まで多

く残っており、時代の変化とともに歩んできた

まちの歴史をまちなみから見ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

横山地区には藩政時代を思わせる建造物が点在して
おり、往時が偲ばれる（香川家長屋門） 

岩国地区には時代の変化にあわせ改造されてきた外
観の建物が残る（大明小路） 

＜変化するまちの機能と土地利用＞ 
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②住み続けたいと思われる「まち」 

・岩国地区では、身近な商業・サービス施設の数は減少しているものの、市道岩国 11号線（本

町通り）や市道岩国 26号線（臥龍橋通り）を中心に集積している。また、店舗併用住宅も多

く、職住一体型のまちの性質を今も残している。また、支所や病院、金融機関等も立地して

おり、周辺地域の人々における生活拠点としての役割も有している。 

・街区を主に形成している生活道路は３ｍ～５ｍ程度であり、地区外からの流入車両は少なく、

通りに面した２階建てを中心としたまちなみとともに静かな落ち着きのある環境が形成され

ている。 

・横山地区では、地区内にある文化財等を見物する観光客の姿が日常的に見られる一方、住宅

地も形成されており、全体としては四季を彩る公園や恵まれた自然環境の中、落ち着きのあ

る住宅地としての環境が育まれている。 

・両地区ともに、少子高齢化等の課題はあるものの、住み続けてきたまちとして、顔の見える

コミュニティは維持され、年中行事や祭事にも取り組まれている。 

 

地域の生活拠点としての役割を担う大明小路（岩国
２丁目）を中心とした商店街 

掘割の水辺等の創り出す公園としての魅力 
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（３）歴史・文化を背景とした景観 

①歴史的資源と自然の彩りが形づくる横山地区 

・吉川氏に関連する歴史的な資源や歴史資料館などの文教施設、公園が充実する横山地区は、

四季折々に表情を変える城山や吉香公園の植物、もみじ谷や錦川沿いの桜並木などがあり、

県外客のみならず市内の多くの人々にも親しまれている。 

・また、歴史的な建造物である錦帯橋を往来する楽しさや、ロープウエーによる城山へのアク

セスとあわせ、本市を代表する観光拠点のひとつである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②職住一体型のまちの歴史と活力を感じる岩国地区 

・城下の暮らしを支える商いの中心地として整備された岩国地区では、近世の町屋をその素地

に、明治～大正～昭和と移り変わる時代とともに、岩国市の中心的な商業地としての歴史・

文化が蓄積されてきた。 

・昭和 40年代頃までは、地区内での様々な物販やサービスを提供する商店とともに映画館等の

娯楽施設も立地し、今も続く恵比須祭や祇園祭等の祭事の際には、町中に人があふれるほど

であった。 

・車社会の到来とともに生活行動も変化し、居住は継続されながらも、市道岩国 11号線（本町

通り）を中心としたかつての商店街は店舗の数が減少し、変化の時代を迎えている。 

・職と住が共存共栄してきた歴史と文化は、岩国地区がもつ固有の魅力であり、職住が共存し

てきた歴史を今に伝えるまちなみや土地利用をベースに、今の時代にあった賑わいの場とし

て再生できる可能性を秘めている。 

現在のスーパーの前身は芝居小屋～映画館 

四季折々に彩りを変える城山や吉香公園 歴史と自然が形づくる魅力をもつ横山地区 

職住が共存するまち 
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③それぞれの魅力を持つ２つの地区を結ぶ錦帯橋 

・錦帯橋は、多くの観光客が訪れる本市を代表する観光施設であるとともに、歴史と自然環境

が創り出す公園としての魅力を有する横山地区と、歴史と職住共存による文化がまちとして

の魅力を有する岩国地区とを結ぶ重要な動線であり、徒歩による往来を促すことにより両地

区の一体的な回遊を創り出すことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それぞれの魅力をもつ２つの地区と来街者のアクセス 
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（４）城下町地区の景観の特徴のまとめ 

城下町地区では城下町としての近世の町割を残しつつも、明治、大正、昭和と、その時代に

応じて変化しながら現在の地域の環境がつくり出されてきた。 

横山地区は、藩の役所や武家屋敷が置かれた名残を残す落ち着きとゆとりある地区として、

また、岩国地区は、町屋として整備された職住一体型の性質を残した地区としての特徴を有し

ている。 

現在の岩国地区は、商店街の店舗数の減少や空地・空き家等の増加はあるものの、職住が共

存してきた歴史を今に伝えるまちなみや土地利用は今も残されており、岩国地区の固有の魅力

を感じることができる。 

また、横山地区は、城山、吉香公園、もみじ谷、錦川沿いの桜並木などの自然と、旧目加田

家、香川家長屋門等の歴史資源とが調和する地域であり、本市を代表する観光拠点の一つにな

っている。 

この２つの特徴ある地区は錦帯橋で結ばれ、今なお錦川の両岸に形成された城下町としてま

とまりのある風景をつくりだしている。 
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錦帯橋から見た錦帯橋下河原駐車場 

４．街なみ環境整備における課題・問題点 

現況および、景観の特徴を踏まえ、街なみ環境整備における課題・問題点を整理する。 

 

（１）「城下町としての景観」に関する視点から 

①岩国地区を中心に失われつつある歴史的建造物とまちなみの連続性 

・岩国地区では、江戸や明治からある歴史的建造物

が多く残る一方、後継者の不在や老朽化を理由に

建物が壊され、空地や駐車場となるなど、連続す

るまちなみが失われ始めている。 

・武家の屋敷地としての町割を基盤にもつ横山地区

では、現在でも戸建て住宅地としての性質から、

町割と建物の建て方が大きく変わらないのに対し、

町屋としての町割を基盤にもつ岩国地区では、店

舗の減少を背景にかつての職住共存のまちから、

住宅地へと変化している。その際、間口が狭く奥

行きが深い町割に対して、敷地の統合や住宅の建て方など外観が変化してきており、本来の

城下町としてのまちなみとの不調和が起き始めている。 

 

②城下町としての歴史性を阻害する施設や建物 

・錦川左岸の河川敷では水遊び等が行われる一方で、

大型車両も対象とした観光客駐車場として利用さ

れており、錦帯橋や周辺からの視認性が高く、名

勝としての風景を阻害する要因の一つとなってい

る。 

・またこの下河原では駐車場利用の観光客を対象と

した仮設の店舗が立地しており、一部原色ののぼ

り旗や置き看板等が名勝としての風景を阻害する要

因となっている。 

・吉香公園では、観光客用の商業施設としてのぼり旗や看板が数多く設置されるなど、城下町

としての歴史性と調和していないものがみられる。 

 

 

建物が取り壊され、土地の更新が進む

岩国地区 
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（２）「暮らしを感じる景観」に関する視点から 

①変化する土地利用と安心して暮らし続けるための環境づくり 

・岩国地区の市道岩国 11号線（本町通り）や市道岩

国 14号線（登冨町等の通り）は、かつては地域の

暮らしを担う場であったが、後継者不足や他地区

への移転等による商店の減少により人通りや賑わ

いが減少している。 

・店舗併用住宅を住宅専用として利用している古い

建物では、老朽化が進むととともに後継者不在や

間口の狭い敷地条件等を理由に、空き家や駐車場

となるものが増えている。その結果かつての人も

家もにぎわいのあった地域環境から閑散とした雰囲気へと変化しつつある。 

・岩国地区の狭い生活道路は通過交通がほとんどなく、静かな環境ではあるものの、居住人口

の減少による人通りの少なさや空き家の増加、街路灯の不足など、安全安心の住環境づくり

が十分とはいえない状況である。 

・沿道型の商業が展開される市道岩国 26号線（臥龍橋通り）は、地区住民にとって身近な商業

地である一方、路上駐車の規制がなく車道や歩行空間が十分に確保されない等の問題があり、

安全な交通環境と利用しやすさとの共存が求められている。 

・地震や台風、豪雨などの自然災害に備えた住環境の整備が必要である。 

 

②地域コミュニティの活力低下のおそれ 

・住民の様々な活動に利用でき、地区住民にとって

身近な交流の場となるような施設が少ない。 

・現在、人口は維持しているものの高齢化は進行し

ており、若い世代の減少や世帯の分離による暮ら

し方の変化から、地区の活力や文化・伝統の継承

が危惧されている。 

路上駐車が絶えない臥龍橋通り 

伝統行事である南条踊り 

伝統行事である小糠踊り 
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（３）「歴史・文化を背景とした景観」に関する視点から 

①歴史・文化を背景とした魅力を伝えるための観光客の回遊性の向上 

・現在、観光客の主な観光ルートは、下河原駐車場

から錦帯橋を往来し、吉香公園や岩国城へ向かい

帰ってくる I字型となっている。その道中の横山

地区には文化財等の歴史的資源があるものの、回

遊性が低いことや、滞留できる施設が少ないこと

から、観光客の滞在時間は短い。 

・岩国地区では、風情あるまちなみは残るものの、

主な観光ルート上になく、観光客が滞留できる施

設も少ないため、観光客からは岩国地区の魅力に

ついてほとんど認知されていない。 

・観光マップ等で両地区の情報は発信されているが、地区内において回遊を促すようなわかりや

すく魅力的な案内板や演出が不足している。 

 

②地区内の魅力を感じるための歩行者の交通安全性の確保 

・多くの観光客が自家用車や大型バスを利用して来

訪する地区の性質から、古くから残る幅員の狭い

道路に車両が集中し、両地区の交通環境に影響を

与えている。 

・人道橋である錦帯橋を介して両岸地区を往来する

際、岩国地区の橋口では県道が通り、通過交通の

多い交通環境に対して横断歩道や歩道等の安全な

歩行環境の整備が十分ではなく、必ずしも安心・

安全に回遊できる歩行環境となっていない。 

 

 

 

観光客の主な観光の流れは、錦帯橋から岩国
城に向けての一方的なルートとなっている 

幅員の狭い道路では車の交通環境への影
響は大きい 
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（４）街なみ環境整備における課題・問題点のまとめ 

岩国地区には歴史的建造物が多く残る一方、後継者不在や建物の老朽化に伴い建物が取り壊

され空地や駐車場になるなど、連続するまちなみが失われ始めており、これらをできる限り早

い段階で食い止める必要がある。 

建物の取り壊しや老朽化に伴う空地や空き家の増加は、まちなみに変化をもたらすだけでは

なく防犯面でも問題であり、防火や防災と合わせて安全安心の住環境づくりに取り組む必要が

ある。 

岩国地区は、道路についても幅員が狭い通りが多く、安全な道路空間整備への取組が不可欠

である。また、両地区の魅力を十分に伝えるためには、来訪者の適切な誘導を促しながら、両

地区の回遊性の向上を図る必要がある。 

城下町地区を一体的にとらえた場合には、下河原駐車場や吉香公園周辺の商業施設の屋外広

告物が景観を阻害する要素になっており、城下町地区としての歴史性と調和するような施設や

建物のありかたを検討する必要がある。 

その他には両地区ともに、身近に利用できる集会・交流の場が少ないことから、気軽に立ち

寄りことができる施設が求められている。 
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５．城下町地区街なみ環境整備方針 

（１）街なみ環境整備促進区域の設定 

街なみ環境整備事業を実施する対象は、まちづくり将来ビジョンにおける重点市街地ゾーンを

中心に一体的な景観の保全・形成と住環境の向上を図るため、以下の区域を設定する。また区域

名は、岩国城下町の歴史性を顕著に有していることから「城下町地区」とする。 

 

街なみ環境整備促進区域 

城下町地区：面積約 214ha（岩国市横山１〜３丁目、岩国市岩国１、２、４丁目を中心とした区域） 

整備予定時期 

平成 24～33年度（第１期平成 24～28年度、第２期（予定）平成 29～33年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地形的な特徴が感じら

れる街全体の雰囲気 

＜まちづくり将来ビジョンにおけるゾーニング＞ 

 ＜促進区域の範囲（地区名：城下町地区）＞ 

＞ 
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■城下町地区街なみ環境整備方針＜概要＞ 

―城下町地区の景観の特徴― 

・横山地区は、城山、吉香公園などの自然と、旧目加田家等の歴史

資源が調和する地域であり、本市を代表する観光拠点のひとつ。 

・横山地区は、藩の役所や武家屋敷の名残を残す落ち着きとゆと

りある地区として、岩国地区は町屋として整備された職住一体

型の性質を残した地区としての特徴を有している。 

・岩国地区は、近世の町割を残しつつも、明治、大正、昭和と、

時代に応じて変化しながら現在の地域の環境がつくり出されて

きた。 

・岩国地区は、商店街の店舗数の減少や空地・空き家等の増加は

あるものの、職住が共存してきた歴史を今に伝えるまちなみや

土地利用が今も残されており、岩国地区の固有の魅力を感じる

ことができる。 

・それぞれの魅力をもつ２つの地区は錦帯橋で結ばれ、今なお錦川

の両岸に形成された城下町としてまとまりのある風景をつくり

だしている。 

―街なみ環境整備における課題・問題点― 

・道路舗装や照明灯による安全な道路空間の整備 

・防火・防災・防犯に向けた安全・安心な住環境づくり 

・身近に利用できる集会所・交流施設の整備 

・両地区の魅力を十分に伝えるための観光客の回遊性の向上 

・建築物・工作物の地区の歴史性との調和 

・現存する歴史的な建造物の保全 

―城下町地区の現況調査分析― 

・城下町としての町割の街区構成はほぼ残っているが、時代の変

化とともに、昔ながらの面影が失われつつある。 

・過去 20 年間で、人口は岩国・横山地区共に減少傾向、世帯数

はほぼ横ばいの中、高齢化率は急速に進んでいる。 

・横山地区の道路幅員は６ｍを超える道路も多いが、岩国地区で

は、大明小路や本町通りなどのメインルートとなる路線でも

5.5ｍ程度、それ以外は４ｍ未満と比較的狭い。 

・岩国地区は公園や緑地空間が十分に確保できていない。 

・建物用途は、横山地区は住宅が多く、吉香公園を中心に文教施

設の立地もみられる。岩国地区は住宅と商業系施設が混在。 

・建物構造は大部分が木造建築物。特に岩国地区では密集している。 

・岩国１～２丁目には明治時代の建物が多く分布、１丁目には江

戸時代からの建物もある。２丁目には大正～戦前の建物も多く

分布。 

・敷地規模は、武家町として整備された横山地区と町屋が中心の岩

国地区では大きく異なり、横山地区では比較的ゆったりとした土

地利用がなされている。 

・錦帯橋の渡橋者数は平成 21年から平成 23年まではやや減少傾向

にあったが、平成 24年には約 70万人と増加に転じている。 

・岩国・横山地区ともに、自治会を中心としたまちなみ形成の意

識は高い。 

・通過交通の多さや路上駐車により、歩行者の安全性が十分では

ない。 

・屋外広告物など景観への配慮が必要。 

城下町地区における街なみ整備の方針 

 

 

 

●３つの視点 

・歴史・文化を育み、いきいきと暮らすまち 

・「たたずまい」を舞台とする交流が映えるまち 

・固有の魅力をたどりたくなる、巡りたくなるまち 

「錦帯橋と共に歩んできた暮らしと歴

史、風格あるたたずまいを活かし整える」 

岩国地区における街なみ整備の方針 

 

 

 

 

 

●整備方針 

・城下町として歴史的な雰囲気が感じられる街なみ景観

の保全と整備 

・地域の憩いの場となり交流を育む生活環境施設の整備 

・安全で快適な道路空間の整備と沿道の景観形成 

【整備テーマ】 

地区の人々の暮らしの心地よさを追求し、

歴史と文化に裏打ちされた街なみ環境を

活かし整える 

横山地区における街なみ整備の方針 

 

 

 

 

●整備方針 

・城下町として歴史的な雰囲気が感じられる街なみ景観

の保全と整備 

・良好な居住環境へのレベルアップと連続性・一体感

のある街なみ景観の整備 

・役割に応じた道路空間の整備と沿道の景観形成によ

る明快な骨組みの形成 

【整備テーマ】 

城下町としての歴史、文化、自然の香りを

醸し出す街なみ環境を活かし整える 

横山地区 

①道路・通路 

「歴史的なみちすじ」を中心に、住民や観

光客が安心して歩くことができるような

歩行者空間の整備を行う。 

②小公園・広場・緑地 

吉川家墓所横の公共広場は、街なみに配慮

した修景整備を行う。 

③生活環境施設（集会施設、交流施設等） 

地区のコミュニティ形成や、観光客との交

流の場として、集会施設や交流施設の整備

を行う。 

④その他の地区施設 

案内板、街路灯、電柱・電線等について街

なみに配慮した整備を行う。 

 

 

岩国地区 

①道路・通路 

安全で快適な道路空間の形成を目指すとと

もに、地区全体としての統一感を形成する。 

②小公園・広場・緑地 

憩い集える場を形成する。錦川沿いは歩

行空間の確保および緑化を行い、安全で

快適な空間の形成を目指す。 

③地区防災施設（消火用設備） 

安心安全に生活できる地区とするため防

災施設、特に防火施設を充実させる。具

体的には、消火ホース及び筒先の設置に

より、初期消火等の地区の防災性の向上

に努める。消火用設備等を設置する際、

その収納庫は街なみと調和するような統

一的なデザインとする。 

④生活環境施設（集会施設、交流施設等） 

地区の拠点施設としての活用方法の検討

や修景を行う。 

⑤その他の地区施設 

案内板、街路灯、電柱・電線、ごみ収集

所等について街なみに配慮した整備を行

う。 

①歴史散歩地区 

ａ 周囲の歴史的雰囲気に配慮した建築

物や屋外広告物の誘導 

②うるおい住宅地区 

ａ 建物の高さや形態意匠に配慮し、周

辺景観に調和した和風の佇まいによ

るまちなみ景観の形成 

ｂ 錦帯橋や対岸から望む錦川沿いは、

町家の面影を残す家なみが続き、軒

先と瓦屋根が揃ったまちなみの景観

を守る。 

③山林河川地区 
ａ 錦帯橋の背景となる山々の稜線の景

観を守るため、建造物はできる限り
目立たないようにする 

ｂ 錦川の自然景観を保つように、建造
物はできる限り目立たないように 
した整備を行う。 

 

①沿道にぎわい地区 
ａ 通りとしての統一感のある景観形成 
ｂ 歩行空間との連続した賑わいの演出 
ｃ 城下町の風情と賑わいの調和に配慮し

た看板の掲出 
ｄ 背景の山なみや街路樹等と調和した
敷地際における緑による演出 

②こまちなみ地区 
ａ 城下町の町割の道すじと低層の住宅

や店舗がつくりだす住環境の保全 
ｂ 住宅や店舗が連なることで醸し出す

風情と賑わいが調和した景観形成 
ｃ 敷地のオモテとウラを使い分けた快

適な住環境とまちなみの共存 
ｄ 門や土塀、板塀等と前庭の樹木が垣

間見える通り景観の形成 
ｅ 高度経済成長の時代の中で設置され

た看板建築の除却と再整備 
③ゆとり住宅地区 
ａ 緑豊かなゆとりある住環境の保全 

ｂ これまで育まれてきたまちなみやゆ

とりある雰囲気を大切にした景観の

形成 

④山林地区 
ａ 錦帯橋の背景となる山々の稜線の景

観を守るため、建造物はできる限り
目立たないようにする。 

ｂ 錦川の自然景観を保つように、建造
物はできる限り目立たないように 
した整備を行う。 

 

地区施設等の整備方針 住宅等に関する整備方針 
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（２）整備方針 

①城下町地区の方針 

街なみ環境整備方針は、地区の整備課題を受けて将来の望ましい姿を実現するための構想であ

る。 

城下町地区が一体となって道路や地区施設の整備を行うとともに、住宅等による街なみ景観の

水準を向上させることを目指して、両地区の共通の方針を以下のように設定する。 

 

 

「錦帯橋と共に歩んできた暮らしと歴史、風格あるたたずまいを活かし整

える」 

 

 

さらに、この方針に沿って城下町地区がそれぞれに整備を進めるにあたっては、以下の３つの

視点に基づくものとする。 

●歴史・文化を育み、いきいきと暮らすまち 

・地域の歴史と文化を感じるたたずまいを整え、心地よい地域環境を守り、安心で快適に暮

らし続けていくことができる街なみ環境に整備・改善する。 

 

●「たたずまい」を舞台とする交流が映えるまち 

・多様な世代の人々が気軽に集まる機会と場を用意して、地域の新たなコミュニティづく

りにつなげていく。 

・町屋や古民家等の特徴を活かし、新たな利用者を呼び込み、商業・サービス活動等も含

めた新しい交流の場を創り出す舞台としての「まち」を活気づかせていく。 

 

●固有の魅力をたどりたくなる、巡りたくなるまち 

・両地区の魅力や楽しみ方を若い世代や来街者に効果的に伝え、２つの地区を巡りたくな

る環境を整備し、城下町地区の固有の魅力を最大限に活かしていく。 
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城下町地区まちづくり構想図  
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②地区別の方針 

城下町地区の共通の整備の方向性に沿って、立地環境や地域の特性に応じたまちづくりを行う

ことを目的に、地区別の方針を設定する。 

 

岩国地区 

【岩国地区における整備のテーマ】 

 

 

 

 

【岩国地区における街なみ整備の方針】 

●歴史・文化を育み、いきいきと暮らすまち 

○城下町として歴史的な雰囲気が感じられる街なみ景観の保全と整備 

・住みよい住環境づくりのための住宅の修繕 

・地区の街なみを特徴づけている建物や門・塀等の保全と景観形成基準に基づく景観形成 

・地区内の公共施設の整備 

 

●「たたずまい」を舞台とする交流が映えるまち 

○地域の憩いの場となり交流を育む生活環境施設の整備 

・住民の交流やまちづくり活動の拠点となる集会施設の整備 

・人々の憩いとふれあいの場となる公園や広場の整備 

・空間の連続性に配慮した景観形成基準に基づく景観形成 

  

●固有の魅力をたどりたくなる、巡りたくなるまち 

○安全で快適な道路空間の整備と沿道の景観形成 

・安全で快適な歩行者空間の整備 

・岩国地区におけるシンボル的な通りや小道の整備 

・快適な歩車共存空間を確保するアクセス軸の整備 

・城下町の雰囲気を感じながら散策を楽しむことができる沿道の景観形成 

・城下町として整備された町割に基づく町の維持 

 

 

地区の人々の暮らしの心地よさを追求し、歴史と文化に裏打ちされた街

なみ環境を活かし整える 
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岩国地区場所ごとの整備の方向性  
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横山地区 

【横山地区における整備のテーマ】 

 

 

 

 

【横山地区における街なみ整備の方針】 

●歴史・文化を育み、いきいきと暮らすまち 

○城下町として歴史的な雰囲気が感じられる街なみ景観の保全と整備 

・歴史的に意義のある建築物等の保全と景観形成基準に基づく景観形成 

・地区内の公共施設の整備 

・快適性と魅力ある観光拠点への整備 

・接道不良住宅の解消 

 

●「たたずまい」を舞台とする交流が映えるまち 

○良好な居住環境へのレベルアップと連続性・一体感のある街なみ景観の整備 

・身近な生活環境施設やゆとりの空間の整備 

・空間の連続性に配慮した景観形成基準に基づく景観形成 

 

●固有の魅力をたどりたくなる、巡りたくなるまち 

○役割に応じた道路空間の整備と沿道の景観形成による明快な骨組みの形成 

・横山地区におけるシンボル的な通りの整備 

・歴史散歩地区の観光資源を有機的に結び回遊させる散策道の景観形成 

・快適な歩車共存空間を確保するアクセス軸の整備 

・地区への入り口となる箇所や辻空間の演出 

 

 

 

城下町としての歴史、文化、自然の香りを醸し出す街なみを環境を活か

し整える 
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横山地区場所ごとの整備の方向性 
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６．地区施設等の整備方針と将来イメージ 

（１）地区施設等の整備方針 

岩国地区 

①道路・通路 

市道錦見 43号線（大明小路）、市道岩国 26号線（臥龍橋通り）をメインストリートとし、住

民や来街者が安心して歩くことができるような歩行者空間の整備を行う。その他の通りについ

ても、歩行者の安全性を確保するような整備を行い、地区全体での歩行者ネットワークを形成

し、安全で快適な道路空間の形成を目指す。また、舗装材等は城下町の雰囲気に合うものとし、

地区全体としての統一感を形成するとともに、通りごとの特性に応じたデザインを検討する。 

 

②小公園・広場・緑地 

既存の緑地や公園について、適度な緑化や東屋等の設置により、憩い集える場を形成する。

また、錦川沿いは歩行空間の確保および緑化を行い、錦川の潤いを感じながら散策できるよう

な、安全で快適な空間の形成を目指す。 

 

③地区防災施設（消火用設備） 

安心安全に生活できる地区とするため防災施設、特に防火施設を充実させる。具体的には、

消火ホース及び筒先の設置により、初期消火等の地区の防災性の向上に努める。消火用設備等

を設置する際、その収納庫は街なみと調和するような統一的なデザインとする。 

 

④生活環境施設（集会施設、交流施設等） 

人々が交流できる施設（集会所等）について、地区の拠点施設としての活用方法の検討や修

景（建物の素材・色彩等）を行い、民間側の景観形成を牽引すると共に、その場所が憩い、交

流の場となることを目指す。 

 

⑤その他の地区施設 

⑤-１案内板 

総合案内板、誘導板等を統一したデザインで整備する。基本的には木を基調としたシンプル

なデザインとし、旧町名サインや宇野千代の言葉を刻んだ木板の雰囲気と馴染むものとする。 

 

⑤-２街路灯 

城下町の雰囲気に合ったデザインを取り入れるとともに、現在、街路灯が未設置の通りにつ

いては設置を検討し、地区全体で安心安全のまちづくりに向けた照明計画を行う。 

また、既存のポール等の活用による改修コストの削減や、電柱との共架による道路幅員の確

保を図る。 

 

⑤-３その他の沿道の施設物 

無電柱化を図るとともに、無電柱化を予定しない電柱については色の統一や老朽化した電柱

の建て替え等を推進し、街なみに配慮した整備を行う。 
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○岩国地区整備方針図（全体） 
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横山地区 

①道路・通路 

地区内の道路等については、「地区幹線道路」「歴史的なみちすじ」「生活道路」の中でも、「歴

史的なみちすじ」を中心に、住民や観光客が安心して歩くことができるような歩行者空間の整

備を行う。 

特に、「歴史的なみちすじ」については主要な観光資源等のネットワーク化と街なみへの配慮

を目的に、電柱・電線の美装化と合わせた歩行者優先道路の整備を行う。 

   

②小公園・広場・緑地 

吉川家墓所横の公共広場は、街なみに配慮した修景整備を行う。 

 

③生活環境施設（集会施設、交流施設等） 

地区のコミュニティ形成や、観光客との交流の場として、集会施設や交流施設の整備を行う。 

 

④その他の地区施設 

④-１案内板 

観光客等の回遊性を高めるため、街なみに調和した統一的なデザインの案内板を計画的に整

備する。 

 

④－２街路灯 

城下町の雰囲気に合ったデザインを取り入れるとともに、現在、街路灯が未設置の通りにつ

いては設置を検討し、地区全体で安心安全のまちづくりに向けた照明計画を行う。 

 

④-３その他の沿道の施設物等 

無電柱化を図るとともに、無電柱化を予定しない電柱については色の統一や老朽化した電柱

の建て替え等を推進し、街なみに配慮した整備を行う。 

 

 

 



城下町地区 街なみ環境整備方針 

57 

 

横山地区平成 10年度事業着手時における整備基本方針図 
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○横山地区整備方針図 
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（２）将来イメージ  

岩国地区 

【県道 112号藤生停車場錦帯橋線（錦帯橋橋詰交差点）】（道路・通路）（その他の地区施設） 

①概況 

・下河原駐車場に駐車した観光客が、城下町地区内を

散策する際の玄関口となる場所である。 

・車両と住民や観光客等の歩行者との動線が重なりや

すい上に、信号機による交通規制が行われていない

ため道路の横断が危険である。（写真１） 

・錦帯橋橋詰は下河原駐車場へ向かう車両等の往来が

激しく、下河原駐車場から岩国地区へ向かう観光客

の流れを妨げている。 

・錦帯橋まつりで大名行列や奴道中が行われる際や、錦

川水の祭典花火大会の際は歩行者天国になる。（写真

２） 

 

②整備内容 

ａ 歩行者が安心して往来できる交差点とする。 

・交差点の舗装は、道路のアスファルトとは異なる素

材とし、運転手に車道とは異なる空間であることを

認識させる。 

ｂ 岩国地区の顔としての空間を演出する。 

・錦帯橋周辺の建物の外壁の調和や、のれん等により

賑わいを醸し出すことで、岩国地区の玄関口として

の空間を演出する。 

・岩国地区内への観光客の誘導を促すため、地区内の地

図を記した総合案内板や誘導板を設置する。 

 

 

写真２．錦帯橋まつりでの錦帯橋橋詰交差点 

写真１．平常時の錦帯橋橋詰交差点 

舗装材の検討 

賑わいの演出 

（のれん・縁台など） 

外壁や屋根の調和 

（色・素材・勾配） 

山への眺望に配

慮した建物高さ 

のぼり・旗等の整理 

自動販売機 

の修景 

統一した案内板 

の設置 



城下町地区 街なみ環境整備方針 

60 

 

 

【市道錦見 43号線（大明小路 臥龍橋通り以西）】（道路・通路）（その他の地区施設） 

①概況 

・日常的に往来が多く、大名行列が行われるなど、岩

国地区の顔となる通りである。 

・交通量は多いが歩行者空間が確保されておらず、歩

行者の安全性が十分ではない。 

・周辺の魅力資源への案内や誘導、現在地情報が分か

るサインが少なく、来街者が迷いやすい。 

・老朽化した街路灯や、外壁が破損した建物が寂れた

印象を与えている。 

 

②整備内容 

ａ 岩国地区のメインストリートとして、歩行者と自動

車が安心して通行できる通りを形成する。 

・車道との間に高低差をつけない形で歩行空間を確保

し、歩車共存の通りを形成する。 

・歩道と車道との舗装では、素材や仕上げに変化を付

け、運転手への視認性を高める。 

 

ｂ 地区内での適切な誘導を行う。 

・地区内を歩く観光客を分かりやすく誘導し、生活空

間への迷い込みを防ぐ。それにあたっては、統一さ

れたデザインの誘導板を設置する。 

 

ｃ 風格ある通りイメージを形成する。 

・道路の美装等に合わせ、統一されたデザインの街路

灯を設置する。また、民地建物の修理修景を促進し、

風格ある通りづくりを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カーブミラー 

の修景 

電柱・電線の整備 

（無電柱化・美装化等） 

舗装材・側溝の検討 歩行空間の確保 

街路灯の整備 

塀による修景 
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【市道錦見 43号線（大明小路 臥龍橋通り以東）】（道路・通路）（その他の地区施設） 

①概況 

・日常的に往来が多く、大名行列が行われるなど、岩
国地区の顔となる通りである。 

・金融機関や店舗が並び、生活の賑わいが感じられる。 

・ロータリー側からの車の流入等、交通量は多いが歩
行者空間が確保されておらず、歩行者の安全性が十
分ではない。 

・周辺の魅力資源への案内や誘導、現在地情報が分か
るサインが少なく、来街者が迷いやすい。 

・老朽化した街路灯や、外壁が破損した建物が寂れた
印象を与えている。 

・沿道に立ち並ぶ看板などに統一感がない。 
 

②整備内容 

ａ 岩国地区のメインストリートとして、歩行者と自動
車が安心して通行できる通りを形成する。 

・車道との間に高低差をつけない形で歩行空間を確保
し、歩車共存の通りを形成する。 

・歩道と車道との舗装では、素材や仕上げに変化を付
け、運転手への視認性を高める。 

 

ｂ 地区内での適切な誘導を行う。 
・地区内を歩く観光客を分かりやすく誘導し、生活空
間への迷い込みを防ぐ。それにあたっては、統一さ
れたデザインの誘導板を設置する。 

 
ｃ 風格ある通りイメージを形成する。 
・道路の美装等に合わせ、統一されたデザインの街路
灯等を設置する。また、民地建物の修理修景を促進
し、風格ある通りづくりを行う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外広告物

の修景 

舗装材・側溝の検討 歩行空間の確保 

角地の緑化 

街路灯の整備 

電柱・電線の整備 

（無電柱化・美装化等） 
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【市道岩国 16号線（大明小路ロータリー周辺）】（道路・通路）（その他の地区施設） 

①概況 

・岩国学校教育資料館から錦帯橋までつながる、大明

小路の東側の玄関口に位置する場所である。 

・町屋や昔からの商店が残り、賑わいを感じさせる。 

・路上駐車が多く、防火水槽の使用が必要な際に影響

を及ぼす可能性がある。 

 

②整備内容 

ａ 空間を活用した適度な緑化を行う。 

・歩行空間を適度に緑化し、玄関口としての緑の潤い

ある空間づくりを行う。またロータリーの足元緑化

により路上駐車の抑制を図る。 

 

ｂ 歩きやすい歩行空間づくりを行う。 

・既存の歩道を活かし、大明小路に向かって快適に歩

行できる空間を確保する。 

 

ｃ 地区内の施設への誘導を適切に行う。 

・錦帯橋やその他の主要施設へ、来街者を分かりやす

く誘導する。それにあたっては、統一されたデザイ

ンの誘導板を設置する。 

 

 

歩行空間の確保 舗装材・側溝 

の検討 

通りのアクセントとな

る緑の導入 

足元の緑化 
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【市道岩国 11号線（本町通り）】（道路・通路）（その他の地区施設） 

●概況 

・町屋が連続して残り、城下町の名残を感じさせる。 

・国登録有形文化財である國安家住宅が位置する通

りである。 

・道路舗装や街路灯の老朽化が目立ち、歩きにくさを

感じるとともに、安全・美観の面からも改善の必要

がある。 

・建物の滅失後、駐車場や空地が増え、これまで通り

ごとに保たれてきたまちなみが変わりつつある。 

 

●整備内容 

ａ 風格ある通りイメージを形成する。 

・道路の美装や電柱・電線の整備に合わせ、統一され

たデザインの街路灯を設置する。また、空地や民地

建物の修理修景を促進し、風格ある通りづくりを行

う。 

   

ｂ 地区内での適切な誘導を行う。 

・地区内を歩く観光客を分かりやすく誘導し、生活空

間への迷い込みを防ぐ。それにあたっては、統一さ

れたデザインの誘導板を設置する。 

 

 

 

舗装材・側溝の検討 街路灯の整備 

看板の調和 電柱・電線の整備（無電柱化・美装化等） 
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【市道岩国 14号線（材木町～魚町～登冨町）】（道路・通路）（その他の地区施設） 

①概況 

・町屋が連続して残り、城下町の名残を感じさせる。 

・漬物工場への見学者や客等、来街者が多く立ち寄る

通りである。 

・道路舗装や街路灯の老朽化が目立ち、歩きにくさを

感じるとともに、安全・美観の面からも改善の必要

がある。 

・建物の滅失後、駐車場や空地が増え、これまで通り

ごとに保たれてきたまちなみが変わりつつある。 

 

②整備内容 

ａ 風格ある通りイメージを形成する。 

・道路の美装や電柱・電線の整備に合わせ、統一され

たデザインの街路灯を設置する。また、空地や民地

建物の修理修景を促進し、風格ある通りづくりを行

う。 

   

ｂ 地区内での適切な誘導を行う。 

・地区内を歩く観光客を分かりやすく誘導し、生活空

間への迷い込みを防ぐ。それにあたっては、統一さ

れたデザインの誘導板を設置する。 

 

 

 

 

外壁の修繕 

電柱・電線の整備（無電柱化・美装化等） 

舗装材・側溝の検討 

街路灯の整備（共架等） 外壁の調和（色・素材） 
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【市道岩国 26号線（臥龍橋通り）】（道路・通路）（その他の地区施設） 

①概況 

・飲食店や小売店舗が並び、地域の生活に密着した通

りである。 

・歩行空間は確保されているが、路上駐車が多いため

見通しが悪く、歩行者が安全に通行しにくい。 

・建物が老朽化しており、張り出したテント屋根の破

損等からも、寂れた印象を与えている。 

 

②整備内容 

ａ 歩行者と自動車が安心して通行できる通りを形成

する。 

・車道との間に高低差をつけない形で歩行空間を明確

に示し、歩車共存の通りを形成する。 

・歩道と車道との舗装では、素材や仕上げに変化を付

け、運転手への視認性を高める。 

 

ｂ 地区内での適切な誘導を行う。 

・地区内を歩く観光客や通過交通、地区内への進入車

両に対して適切な誘導を行い、生活空間への迷い込

みを防ぐ。それにあたっては、統一されたデザイン

の誘導板を設置する。 

 

ｃ 賑わいある通りイメージを形成する。 

・道路の美装等に合わせ、統一されたデザインの街路

灯を設置する。また、民地建物の修理修景を促進し、

賑わいある通りづくりを行う。 

 

 

歩行空間の確保 

街路灯の整備 

舗装材・側溝の検討 

外壁の調和（色・素材） 
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【県道 112号線】（道路・通路）（その他の地区施設） 

①概況 

・錦帯橋橋詰から観光協会入り口付近までは、交通量

は多いが歩行者空間が確保されておらず、歩行者の

安全性が十分ではない。 

・観光協会入り口～土手町は歩行空間が狭く、錦川沿

いの散策路としていかされていない。 

・臥龍橋付近の歩道は十分な広さがあるが、緑がない

ため潤いを感じにくい。 

 

 

②整備内容 

ａ 歩行者が安心して往来できる通りとする。 

・錦帯橋橋詰から観光協会入り口付近までの歩行空間

の確保、および、土手町まで一体となった歩行空間

の整備を行う。 

 

ｂ 錦川の潤いが感じられる歩行空間を形成する。 

・地区住民や来街者が錦川の潤いを感じながら、安全

に散策できる歩行空間とする。 

・義済堂跡地の歩道は中高木等の植栽により、錦川と

のつながりを感じさせるような歩行空間を形成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防護柵の整備 

歩行空間の整備 歩道の緑化による

並木道の形成 
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【椎尾神社緑地】（小公園・広場・緑地） 

①概況 

・岩国地区内では数少ない緑地空間である。 

・樹木が鬱蒼と生い茂り、緑地内の見通しが悪くなっ

ている。 

・枯葉等が入ったごみ袋が一時的に置かれ、景観を阻

害している。 

 

②整備内容 

ａ 気軽に立ち寄れるような見通しのいい空間とする。 

・樹木の大きさや本数、植栽箇所を抑えて、沿道から

何気なく立ち寄れるような見通しのいい空間にする。 

・適度な緑化や、東屋、ベンチ等を設置し、地区住民

がくつろぎ、憩うことができる空間とする。 

・ごみステーション等を設置し、緑地内の美化に努める。 

 

ｂ 案内板や掲示板を設置して、地区情報を入手できる

場所とする。 

・岩国地区の住民が地区情報を入手できる掲示板を設

置する。 

・岩国地区内を歩いて回る観光客向けの総合案内板を

設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気軽に立ち寄れる

オープンな雰囲気 

くつろぐことがで

きるベンチ 適度な緑化 

統一された総合案内板

や掲示板の設置 

舗装材の検討 

東屋やトイレの設置 
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【本町街区公園】（小公園・広場・緑地） 

①概況 

・地区で唯一の街区公園であり、夏の盆踊りや住民の

憩いの場として利用されている。 

・盆踊りの時には広場にやぐらが組まれる。 

 

②整備内容 

ａ 憩いくつろぐことができる空間にする。 

・現在の気軽に立ち寄ることができるオープンな雰囲

気は生かしたまま、東屋・ベンチ等の設置、緑陰の

創出等による憩いの空間づくりを行う。 

・岩国地区の雰囲気に合うよう、東屋やベンチは自然

素材のものを基本とする。 

 

ｂ 目的別に空間を活用する。 

・遊びくつろぐスペースと、盆踊り等のイベントで使

用するスペースを使い分け、誰もが利用しやすい場

所空間とする。 

 

ｃ 総合案内板や掲示板を設置して、地区情報を入手で

きる場所とする。 

・岩国地区の住民が地区情報を入手できる掲示板を設

置する。 

・岩国地区内を歩いて回る観光客向けの総合案内板を

設置する。 

 

 

 

ベンチを兼ねた植栽スペース 適度な緑化 

盆踊りのスペースを確保 
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【集会施設、交流施設等】（生活環境施設） 

①概況 

・現在、地区内で住民が気軽に集うことができる施設や場所が不足しており、地区住民からは集

会施設の整備が望まれている。 

 

②整備内容 

ａ 地域住民と観光客がともに利用でき交流を生み出す憩いの場を整備する。 

・空き家等の既存建物を活用し、地域の集会所や憩いの場として利用できる空間とする。 

・観光客も立ち寄り、休憩できるような開放的な空間とする。 

・既存建物の外観を生かしながら、軒下空間では縁台やのれんを使用するなど、交流・憩いの空間

として活用する。 

・地区内を歩いて回る観光客向けの案内板や、岩国地区の住民が地区情報を入手できる掲示板を

設置する。 

 

 

 

（他都市事例：内部空間イメージ） 

（他都市事例：外観イメージ） 
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【歴史散歩地区】（道路・電柱・電線の整備、街路灯整備等） 

①概況 

・吉香公園周辺の道路では、老朽化や埋戻し等によ

り平らではない箇所があり、機能面だけではなく、

美観的にも改善の必要がある。 

・吉香公園周辺では電線が雑然とした印象を与えて

いる。 

 

②整備内容 

ａ 風格ある通りイメージを形成する。 

・道路の美装化にあたっては、事業実施済み道路を

参考に、城下町らしさを感じる統一された雰囲気

の通りづくりを行う。 

・道路の美装化に合わせ、電柱・電線の整理を行う。 

 

道路の美装化 

電柱・電線の整備（無電柱化・美装化） 
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【歴史散歩地区】（道路・電柱・電線の整備、街路灯整備等） 

①概況 

・吉香公園周辺の道路では、老朽化や埋戻し等によ

り平らではない箇所があり、機能面だけではなく、

美観的にも改善の必要がある。 

・吉香公園周辺では電線が雑然とした印象を与えて

いる。 

 

 

②整備内容 

ａ 風格ある通りイメージを形成する。 

・道路の美装化に合わせ、電柱・電線の整備を行う。 

・道路の美装化にあたっては、事業実施済み道路を

参考に、城下町らしさを感じる統一された雰囲気

の通りづくりを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路の美装化 

街路灯整備 

電柱・電線の整備（無電柱化・美装化等） 
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横山地区 

【吉川家墓所横の広場】（小公園・広場・緑地） 

①概況 

・現在は臨時駐車場として開放されている。 

・出入り口の塀が損壊し、機能面だけではなく美観

的にも問題がある。 

・広場スペースは白壁箇所とフェンス箇所が混在し、

一体的な雰囲気が醸し出されていない。 

 

②整備内容 

ａ 周辺環境に馴染む整備を行う 

・出入り口の損壊した塀は、現在のデザインを踏襲

し、周辺環境に馴染むような整備を行う。 

・広場スペースにおいても、既存の白壁の箇所と連続

するような一体的な整備を行う。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

塀の整備 

広場入り口の整備 

広場内壁面の整備 
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【岩国高校記念館】（集会施設・交流施設） 

①概況 

・岩国高校記念館は、地区住民の集会施設として利用

されているが、建物が古く利用しにくい状況である。 

 

 

②整備内容 

ａ 地域住民が利用しやすく憩いの場となる空間を形

成する 

・岩国高校記念館の伝統ある雰囲気は残しつつ、多く

の人が日常的に利用しやすく、憩いの場としても活

用できるような改修や修繕を行う。 

 

 

 

【他都市事例】 

地域の話し合いや憩いの場

として活用できる広間 

既存の建物を活

かしたくつろぎ

の空間 
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【うるおい住宅地区、歴史散歩地区】（案内板） 

①概況 

・吉香公園周辺を中心に案内板の乱立が目立ち、景観

を阻害する一因になっている。 

・複数の案内板があることで利用者が目的場所を探し

にくい状況である。 

・案内板のデザインが統一されておらず、老朽化した

ものも見受けられる。 

・うるおい住宅地区では、横山地区内の観光スポット

や岩国地区へ分かりやすく誘導する案内板や誘導

板が十分ではない。 

 

②整備内容 

ａ 地区内での適切な誘導を行う。 

・地区内を歩く観光客を分かりやすく誘導できるよう、

総合案内板および誘導板の整理を行う。 

・設置にあたっては統一されたデザインとする。 

・横山地区内の観光スポットや、錦帯橋、岩国地区へ

の誘導を促すため、地区内の地図を記した総合案内

板や誘導板を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

誘導板のデザインを統一 

カーブミラーの修景 
総合案内板や誘導

板の設置 
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７．住宅等に関する整備方針 

（１）街なみづくりの考え方 

岩国地区 

①住宅等の整備に関する基本的な考え方 

・「城下町に由来するまち」である本地区には、その歴史を今に伝える伝統的な建築様式（注１）

を保持しつづけている建物や門・塀等（以下「建物等」という。）が数多く見られる。 

・それらの建物等は、本地区の歴史と文化を伝え続けてきた重要な資源であり、本地区の景観形

成の道しるべとなる重要な要素である。 

・また、時代の変化に対応しながら、人々の営みとともに生き続けてきた歴史的・文化的なまち

の資産でもある。 

・これまでの本地区の歴史の中で繰り返されてきたように、現代の暮らしの中でも、快適に使い

続けていくことが、魅力ある景観まちづくりにつながることから、修繕（注２）や修景（注３）

を行うことにより、次の世代へ「城下町に由来するまち」の姿を受け継いでいくことを目指す。 

 

※用語の定義 

（注１）伝統的な建築様式とは、町屋や武家屋敷等の歴史に由来を持つ建築様式のこと。 

（注２）修繕とは、本地区において昭和 25年以前に建てられた建物等のうち、伝統的な構造を

一部でも有しているものにおいて、建物等の全てを滅失させずに外観を整備すること。

なお、上記以外の建物等のうち、すでに特徴的な外観を有すると市長が認めたものに

おいて、建物等の全てを滅失させずに外観を整備することも含めるものとする。 

（注３）修景とは、上記以外の建物等を対象に、目標とする景観形成の方向に相応しい風合い

に近づけるよう、外観を整備すること。 

 

ａ 修繕について 

○地区の街なみを特徴づけている建物等のうち、伝統

的な建築様式または特徴的な外観を有すると認めら

れたものについては、使い続けることができるよう

に保全を図る。 

 

○それらの建物等の外観を維持するために必要な修繕

をルールに沿って行う際には、その費用を助成し、

維持・活用を促進する。 

 

ｂ 修景について 

○現在の住環境を大きく阻害する行為の抑制につながるためのルールを設定することで、魅力

あるまちなみづくりや周囲の美しい風景を活かした住環境づくりの基礎を整える。 

 

○地区の魅力向上につながるようなルールに沿った工夫（修景）を行う際にも、その費用の一

部を助成するなど、地区住民・事業者による主体的な魅力づくりを図る。 
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②ゾーン区分 

良好な住環境の形成を進めるため、土地利用の特性にそってゾーン区分することで、それぞれ

の特性に応じたまちなみづくりに取り組む。 

 

「沿道にぎわい地区」 

・城下町へのアクセスを担う主要道路の沿道におけるにぎわいある景観形成を行う地区 

「こまちなみ地区」 

・歴史の風情とにぎわいを醸し出すちょっと良いまちなみを「こまちなみ」と称し、通りご

との魅力を活かした景観形成を行う地区 

「ゆとり住宅地区」 

・丘陵地の麓に広がる住宅地で、緑豊かなゆとりある良好な住宅地としての景観形成を行う

地区 

「山林地区」 

・錦川の河川区域及び河川沿いの丘陵地における緑地による自然景観の保全を図る地区 
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③ゾーン毎の整備方針 

沿道にぎわい地区 

ａ 通りとしての統一感のある景観形成 

背景の山なみの緑と調和した、連続するスカイライン

を意識することで、通り全体としての統一感のある景観

を保全・形成する。 

 

ｂ 歩行空間との連続した賑わいの演出 

幹線沿いでは、車道と歩行空間が区分されており、歩

行空間との連続性や歩行者の目線を意識した１階部分

を中心とした賑わいを演出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市道岩国 26 号線（臥龍橋通り） 

市道岩国 26 号線（臥龍橋通り） 



城下町地区 街なみ環境整備方針 

78 

 

 

 

ｃ 城下町の風情と賑わいの調和に配慮した看板の掲出 

城山からの眺望や城下町へのアクセスを担う沿道で

あることを意識し、風情と賑わいが調和した看板のデザ

インや掲出位置等の工夫による沿道景観を演出する。 

 

ｄ 背景の山なみや街路樹等と調和した敷地際における

緑による演出 

背景となる城山や椎尾神社の緑などへの見通しのき

く通りであるとともに、一部の歩道には街路樹も整備さ

れており、敷地境界や駐車場等において、樹木を活用し

た周囲の緑との調和を演出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市道錦見 61 号線（バス通り） 

市道錦見 61 号線（バス通り） 
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こまちなみ地区 

ａ 城下町の町割の道すじと低層の住宅や店舗がつくり

だす住環境の保全 

高層のマンション等の立地を防止し、ヒューマンスケ

ールの幅を維持する歴史的な道すじと低層の建物と空

がつくりだす穏やかな住環境を保全する。 

 

ｂ 住宅や店舗が連なることで醸し出す風情と賑わいが

調和した景観形成 

低層の住宅や店舗の屋根や軒庇の連なりと、それぞれ

に魅力ある意匠が調和して、全体としての風情を醸し出

すまちなみ景観を保全・形成する。 

 

ｃ 敷地のオモテとウラを使い分けた快適な住環境とま

ちなみの共存 

奥に深い敷地からなる城下町由来の町割を活かし、公

的な空間に面するオモテと、私的な空間となるウラを使

いわけ、街区全体としての快適な住環境の形成と、オモ

テを担う顔となるまちなみの共存を図る。 

市道岩国 14 号線（魚町周辺） 
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ｄ 門や土塀、板塀等と前庭の樹木が垣間見える通り景観の形成 

通り沿いの門や塀、その背後に垣間見える樹木は、城

下町由来のまちの風格とゆとりを醸し出しており、敷地

境界での門や塀、樹木による魅力ある通り景観を保全・

形成する。 

 

ｅ 高度経済成長の時代の中で設置された看板建築の除

却と再整備 

高度経済成長の時代の中で、かつての町屋の外壁に設

置された看板部分については、通りの顔を担う外観へと

再整備を行い、魅力ある店舗の外観を演出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市道岩国 11 号線（本町通り） 

市道錦見 43 号線（大明小路） 
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町屋が軒を連ねる道すじ（本町通りなど） 

市道錦見 43 号線（大明小路） 
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ゆとり住宅地区 

ａ 緑豊かなゆとりある住環境の保全 

山すそに広がる緑や錦川の潤いが感じられるゆとり

ある中低層の住環境を保全する。 

 

ｂ これまで育まれてきたまちなみやゆとりある雰囲気

を大切にした景観の形成 

風情と潤いが調和したゆとりある住宅地にふさわし

い景観を保全・形成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆとりある雰囲気を持つ住宅地 

ゆとりある住宅地 

緑の潤いが感じられる住宅地 
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山林地区 

ａ 錦帯橋の背景となる山々の稜線の景観を守るため、

建造物はできる限り目立たないようにする。 

 

ｂ 錦川の自然景観を保つように、建造物はできる限り

目立ないようにした整備を行う。 

 

 

錦帯橋の背景となる山々 
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④景観形成基準 

ａ 基本事項 

 沿道にぎわい地区 こまちなみ地区 ゆとり住宅地区 

基本事項 □城下町に由来する歴史

と文化を継承しながら、

風格と統一感のある通

り景観を形成すること

を目的に、和のしつらえ

と調和した佇まいとす

る。 

□城下町に由来する商業

地として栄えてきた歴

史と文化を継承するこ

とを目的に、町屋や武家

屋敷のもつ和のしつら

えと調和した佇まいと

する。 

□城下町の武家地として

形成された緑ゆたかな

風格ある住環境を形成

することを目的に、和の

しつらえによる落ち着

きのある佇まいとする。 

 □城下町として受け継が

れてきた町割やまちな

みの連続性を継承する。 

 

 

ｂ 建築物・工作物 

 沿道にぎわい地区 こまちなみ地区 ゆとり住宅地区 

配置 □道路境界に塀等が連な

ることとする。ただし、

臥龍橋通りは道路境界

に壁面等が連なること

とする。 

□道路境界に１階軒等が

連なることとする。ただ

し、大明小路は門・塀等

が連なることを標準と

する。 

□市道錦見 61 号線沿いで

は、道路境界に門・塀等

が連なることとする。 

屋根 □切妻、入母屋、寄棟等の傾斜屋根とし、前面道路に向

けて傾斜することとする。 

□屋根材は、日本瓦等とし、色は黒色、濃い灰色（いぶ

し銀）とする。 

 

□切妻、入母屋、寄棟等の

傾斜屋根とする。 

□屋根材は、日本瓦等と

し、色は黒色、濃い灰色

（いぶし銀）、濃い茶色

とする。 

高さ □周囲のまちなみと調和したものとし、最も高いものでも地上１５ｍを超えない高さ

とする。 

外壁 □外壁は、土壁、しっくい壁、板張り等とし、地区内の

歴史ある建物の外観と調和したものとする。 

 

□外壁は、周辺の自然と調

和した落ち着きのある

ものとする。 

開口部 □前面道路に面して、出入り口や窓等の開口部を設ける

こととする。 

□前面道路に面する開口部や面格子等の形状等は、建物

の外壁と調和したものとし、引き戸、引き違い窓、固

定窓とする。 

□出入り口や窓の桟等は、

建物の外観と調和した

ものとする。 

ベランダ □前面道路に面して設置しない。  
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 沿道にぎわい地区 こまちなみ地区 ゆとり住宅地区 

外構 □車庫は、周辺の景観と調

和したものとする。 

□車庫を前面道路に面し

て設置する場合には、周

囲のまちなみと調和し

た形状や色彩等とする。 

 

□車庫は、周辺の景観と調

和したものとする。 

 □道路境界に設ける門は、薬医門や棟門等の和風のもの

とする。 

□道路境界に設ける塀は、小壁付き和風板塀、板塀、土

塀、白壁またはそれらと同等の風合いを有するものと

する。 

□道路境界に設ける門・塀

または生け垣は、周辺の

景観と調和したものと

する。 

□ただし、市道錦見 61 号

線沿いに設ける門・塀

は、沿道にぎわい地区の

基準に準拠したものと

する。 

 □前面道路に面して後退した土地の舗装は、周囲のまちなみと調和した落ち着きのあ

るものとする。 

 □擁壁は、圧迫感を与えないものとなるよう配慮し、周囲のまちなみとの調和に配慮

したものとする。 

看板等 □屋上及び屋根面には設置しない。 

□建物の外壁等に設置する場合には、周囲のまちなみとの調和及び建物の外観との調

和に配慮した高さ、形状や色彩等とする。 

□自立式看板を設置する場合には、周囲のまちなみとの調和に配慮した高さ、形状や

色彩等とする。 

□電飾看板は使用しない。 

設備類 □室外機等は、道路から目立たないように設置位置や色彩、目隠しを施す。 

□日よけテント、オーニング等は、周囲のまちなみと調和した形状や色彩等とする。 

□自動販売機は、茶系色とする。 

□太陽光パネル、太陽熱温水器は、黒系色で屋根瓦と違和感のないものとする。ただ

し、錦川沿いの建築物の川に面した部分には設置しない。 

電柱等 □電柱、街路灯、カーブミラー等は、茶系色とする。 

□鉄塔等の設置は避ける。 

仮設物 □仮囲い等の仮設の工作物等は、周囲のまちなみとの調和に配慮する。 
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ｃ 開発行為等 

 沿道にぎわい地区 こまちなみ地区 ゆとり住宅地区 

開発行為 □開発後の状態が周囲のまちなみと著しく不調和とならないものとする。 

□樹木の伐採は必要最小限とする。 

 □造成後の擁壁及び法面は必要最小限にとどめる。 

 

□造成後の擁壁及び法面

は必要最小限にとどめ、

法面は緑化に努め周辺

の景観との調和を図る。 

□斜面における土地の形

状を変更する場合は、現

状の形状を生かすよう

配慮するとともに、植栽

等による修復に努める。 

木竹の伐

採 

□植栽は、地域に生育する樹木を中心とした植樹に努める。 

□伐採後は、地域に生育する樹木等による緑化等により景観の復元に努める。 

堆積 □集積等の面積は、必要最小限にとどめ、高さを極力低くするとともに、整然とした

堆積とする。 

□道路や公共の場から容易に望見できない位置とするか、周囲から見えにくいよう遮

へい又は生垣等の植栽を施し、周囲のまちなみとの調和に配慮する。 

駐車場 □駐車場として土地を利用する場合には、周囲のまちなみに与える影響を最小限とす

る。 

空き地 □空き地では、適切な維持・管理を行うこととする。 

 

 

 山林地区 

基本事項 □自然景観を保全する。 

建築物・工作物 □建設又は建替えにあっては、周辺の自然景観に溶け込んだ形態・意匠及び

色彩とする。 

鉄塔・電柱・街路

灯等 

□鉄塔等は、周辺の景観に配慮した設置箇所、形態、意匠とし、山並みの稜

線を乱さないものとする。 

□電柱、街路灯等は、茶系統とし、目立たないものとする。 

開発行為、その他 □森林管理上必要な場合を除き、基本的に行わない。 
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横山地区 

①住宅等の整備に関する基本的な考え方 

岩国市景観計画の横山重点地区の景観形成基準の基本事項に準ずる。 

 

ａ 岩国城下町の歴史的景観を継承することを目的に、和風の佇まいを基本とする。 

 

○岩国城下町の歴史的景観を継承するため、まちなみ景観を構成する建築物、工作物等の一つ

ひとつに和風のしつらえを基本とし、全体で和風の佇まいを醸し出すこととする。 

 

＜例＞ 

・屋根は、入母屋、切妻、寄棟等、横山地区の伝統的な

構成の屋根で、和形いぶし日本瓦を使う。 

・外壁は、土壁、しっくい壁、砂壁状吹きつけ、板張り

で素材の色を基本として、白色、灰色又は薄茶色、焼

杉板張りの黒色とする。 

・開口部の玄関は、格子付き等の和風引き戸、窓は引き

違い窓とする。 

・建物は２階までとし、周囲と軒先、屋根の高さを揃え

る。 

・門は、棟門等の和風の門構えとする。 

・塀は、白壁、小壁付き和風板塀、生け垣とする。 等 
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②ゾーン区分 

岩国市景観計画の横山重点地区の地区別の方針に基づき、下記のとおりゾーニングする。 

 

「歴史散歩地区」 

・錦帯橋から続く多くの歴史的資源と観光資源を活かした景観づくりを目指す地区 

「うるおい住宅地区」 

・周辺の歴史的資源に配慮した閑静な住宅地の景観づくりをめざす地区 

「山林河川地区」 

・城山斜面緑地と自然景観の保全を図る地区 
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③ゾーン毎の整備方針 

岩国市景観計画の横山重点地区の地区別の方針に基づき、下記のとおりとする。 

 

歴史散歩地区 

ａ 周囲の歴史的雰囲気に配慮した建築物や屋外広告物の誘導 

建築物や工作物の高さ、形態意匠、色彩等に配慮し、旧城下町としての歴史的なまちなみ景

観の形成をめざす。また、城山からの眺望景観となる統一感のある屋根の景観を守る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うるおい住宅地区 

ａ 建物の高さや形態意匠に配慮し、周辺景観に調和し

た和風の佇まいによるまちなみ景観の形成 

建築物や工作物の高さ、形態意匠、色彩等に配慮

し、周辺景観に調和した歴史的なまちなみ景観の形

成をめざす。 

 

ｂ 錦帯橋や対岸から望む錦川沿いは、町家の面影を残

す家なみが続き、軒先と瓦屋根が揃ったまちなみの景

観を守る 

錦帯橋及び錦川対岸から望む統一感のある屋根の

景観、および軒先が揃った連続性のあるまちなみ景

観を守ります。 

 

山林河川地区 

ａ 錦帯橋の背景となる山々の稜線の景観を守るため、建造物はできる限り目立たないように

する 

ｂ 錦川の自然景観を保つように、建造物はできる限り目立ないようにした整備を行う。 

錦帯橋橋詰の広場 

錦川沿いの家なみ 
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④景観形成基準 

岩国市景観計画の横山重点地区の景観形成基準は、下記のとおりである。 

 

 

区分 
景観まちづくりの基準 

歴史散歩地区 うるおい住宅地区 山林河川地区 

基本事項 
・岩国城下町の歴史的景観を継承することを目的に、和風の佇まいを基

本とする。 

・自然景観を保全す

ること。 

建
築
物
・
工
作
物 

建築物の 

形態意匠 

及び色彩 

屋
根 

・入母屋、切妻、寄棟屋根と

すること。 

・入母屋、切妻、寄棟等傾斜屋根とするこ

と。 

・公共施設等の建設

又は建替えにあっ

ては、周辺の自然

景観に溶け込んだ

形態意匠及び色彩

とすること。 

・勾配は、10 分の 3.5 から 10 分の 5.5 までとすること。 

・屋根材は、和形いぶし日本

瓦等とし、色は黒色、濃い

灰色（いぶし銀）とするこ

と。 

・屋根材は、和形いぶし日本瓦又はカラー

ベスト等とし、色は黒色、濃い灰色（い

ぶし銀）、濃い緑色、濃い茶色とすること。

ただし、錦川沿い（横山１丁目・横山２

丁目）の建築物については、歴史散歩地

区の基準とし、軒の高さを揃えること。 

外
壁 

・外壁は、土壁、しっくい壁、砂壁状吹き付け、板張り等とすること。 

・色は、白色、灰色又は薄い茶色、板張りは、素材色又は焼杉板張りの

黒色とすること。 

開
口
部 

・出入り口は、格子付き等の和風引き戸、窓は、引き違い窓等を標準と

する。 

・出入り口は、黒色、茶色と

すること。 

・面格子及び窓の桟の色は、

黒色、灰色、茶色とするこ

と。 

・出入り口は、黒色、茶色を標準とする。 

・面格子及び窓の桟の色は、黒色、灰色、

茶色、白色とすること。ただし、錦川沿

い（横山 1 丁目・横山２丁目）の建築物

については、黒色、灰色、茶色とするこ

と。 

建築物の 

高さ 

・周囲から突出しない高さとし、錦川沿い（横山１丁目・横山２丁目）

の建築物は２階までとすること。他の地区については、原則として２

階までとすること。 

ベランダ・ 

カーポート等 

・周辺の景観に配慮した形態、意匠とし、柱、手摺、屋根の色は、黒色、

茶色とすること。 

塀等 

(建築物に 

付属するもの 

を含む) 

・白壁、白壁風のもの又は小

壁付きの和風板壁とし、和

形いぶし日本瓦等の屋根

付きを標準とする。 

・白壁、白壁風のもの又は小壁付きの和風

板壁とし、和形いぶし日本瓦等の屋根付

き又は生け垣等とすること。 

・基礎は、石積みその他和風の風合いに配慮したものとすること。 

門等 

(建築物に 

付属するもの 

を含む) 

・棟門等の和風の門構えを標

準とする。 

・周辺の景観と不調和とならないように、

和風の佇まいに配慮したものとするこ

と。 
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区分 
景観まちづくりの基準 

歴史散歩地区 うるおい住宅地区 山林河川地区 

建
築
物
・
工
作
物 

室外機、 

自動販売機、 

建築設備機器

等 

・室外機等は、道路から見えない場所に設置するか、視線を和らげる

ため周囲と同系色とする。又は木製格子等の目隠しを施すものとす

ること。 

・自動販売機等（歴史散歩地区）については、周辺のまちなみに配慮

し、茶系色とすること。 

・日よけテント、オーニング等は、周辺のまちなみに配慮した形態、

意匠、色彩とすること。 

・太陽光パネル、太陽熱温水器は、黒系色で屋根瓦と違和感のないも

のとすること。ただし、錦川沿い（横山１丁目・２丁目）の建築物

の川に面した部分には設置しないこと。 ・公共施設等の建設

又は建替えにあっ

ては、周辺の自然

景観に溶け込んだ

形態意匠及び色彩

とすること。 看板等 

・自立式看板を設置する場合は、周辺の景観に配慮した高さ、形態、

意匠とすること。 

・壁面看板を設置する場合は、建築物本体との調和に配慮した設置箇

所、形態、意匠とし、小規模なものとすること。 

・屋上及び屋根面には設置しないこと。 

・のぼり旗や立看板等の掲示物については、周囲のまちなみに配慮し

たものとすること。 

・電飾看板は、使用しないこと。 

舗装等 
・周辺の景観と不調和とならないように、和風の佇まいに配慮したも

のとすること。 

擁壁 
・擁壁は、石積み又は緑化擁壁を標準とし、コンクリートやブロック

による場合は、和風の風合いに配慮したものとすること。 

鉄塔・電柱・街

路灯柱・カーブ

ミラー柱等 

・鉄塔等は、周辺の景観に配慮した設置箇所、形態、意匠とし、城山に設置する場合は、

山並みの稜線を乱さないものとすること。 

・電柱、街路灯柱、カーブミラー柱等は、茶系色とし、目立たないものとすること。 

開
発
行
為 

・開発後の状態が周辺の景観と著しく不調和とならないこと。 

・造成等での擁壁及び法面は、必要最小限にとどめること。なお、法面は、緑化に努め

周辺の景観と調和を図ること。 

・斜面における土地の形状を変更する場合は、現状の形状を生かすよう配慮するととも

に、植栽等による修景に努めること。 

・樹木の伐採は、必要最小限にとどめること。 

・住宅用敷地面積の最低限度を 150 ㎡以上とすること。なお、面積は、延長敷地及び法

面を除いた有効敷地面積とする。 

・河川管理及び森林

管理上必要な場

合を除き、基本的

に行わないこと。 

そ
の
他 

土地の開墾、土

石の採取、鉱物

の掘採その他

の土地の形質

の変更 

・行為後の状態が周辺の景観と著しく不調和とならないこと。 

・1.5m を超える法面を生じないよう配慮し、法面は、緑化に努めるこ

と。 

・行為後は、地域に生育する樹木による緑化等により景観の復元に努

めること。 

木竹の植栽又

は伐採 

・植栽は、地域に生育する樹木を中心とした植樹に努めること。 

・伐採後は、地域に生育する樹木による緑化等により景観の復元に努

めること。 

屋外における

土石、廃棄物、

再生資源その

他の物件の堆

積 

・集積等の面積は、必要最小限にとどめ、高さを極力低くするととも

に、整然とした堆積とすること。  

・道路や公共の場から容易に望見できない位置とするか、周囲から見

えにくいよう遮へい又は生け垣等植栽を施し、周辺の景観に配慮す

ること。 

・届出について、市長は、届出に係わる行為が上記の景観形成基準に適合していないと認める場合、設計の変更そ

の他必要な措置をとることを勧告することができます。 
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８．景観重要建造物の整備方針 

各時代を特徴づける地域住民のシンボルとなっている建造物を、所有者の同意の下、市長が景

観法に基づく景観重要建造物に指定し、それらの良好な外観を保全できるよう官民協働による整

備を行う。 

 

候 補 

◆岩国高校記念館 

○構  造 ：木造平屋建 

○建築面積 ：381.82㎡ 

○背  景 ：大正５年（1916 年）、旧制岩国中学校

同窓生により「御大典記念武道場」と

して建設。戦後、岩国高校の体育館と

して使用されたが、高校移転の際して

保存され、昭和 45 年（1970 年）、「岩

国高校記念館」と「横山自治会館」を

併用し、現在に至っており、横山地区の人々が維持・活用してきたシンボル的

な建造物である。 

○外観の特徴：木造平屋建、瓦葺入母屋造りの建物で、両脇に寄棟の倉庫を敷設している。玄

関正面には軒板飾りのついたポーチを張りだし、外壁は縦羽目板とし、引き違

い窓と採光のための天窓を設け、大屋根の軒下には蛇腹を廻している。 

全体の形態は、瓦葺入母屋造りの和風建築としながら、各所に洋風の意匠を取

り入れた和洋折衷様式の建物である。 

 

 

（参考）岩国市景観計画より 

【横山重点地区の景観重要建造物の指定の方針】より、当該建造物が景観重要建造物の指定

要件に該当すると考えられる項目 

 

２）文化財としての価値や歴史的価値に関わらず、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、地域の景観形成に主導的な役割を果たすと考えられるもの。 

 




