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岩国市景観計画変更案に対するパブリックコメントの結果について 

 

 令和２年 10月１日から令和２年 10月 30日まで、市民の皆様からご意見（パブリックコメント）を募集した結果、次のとおり提出がありました。 

 ・提出者数  ２人 

 ・意見の総数 10件 

 

提出されたご意見の要旨と、そのご意見に対する市の考え方をまとめましたので、次のとおり公表します。 

 

番号 ご意見の要旨 市の考え方 対応 

１ [計画書 序章～第 3章までの構成と章節等のタイトルについて] 

〇この計画は、市民の理解と協力を求めるものである。そのためには、読みやすく、理

解しやすいものにすることが必須である。 

〇計画変更案は、その趣旨が明確にされていないばかりでなく、現行計画の図・写真を

中心とした簡潔なとりまとめの中に、構成上不適切なところに変更追記部分の長い文

章中心のものが入ると、読み手に混乱をもたらし理解の妨げとなる。また、章節のタ

イトルと内容の不一致もあり、大変理解しづらいものになっている。 

〇具体的に例を挙げる。第 2章の「2ゾーン設定 と重点地区の指定」では、タイトルと

は違い、ゾーンは設定されていないし、重点地区も指定されていない。また、「4．景

観まちづくりの基本方針」の前に「3．岩国市の文化的景観」の記述があるが、これが

ここに入るのは不適切である。記述は、現況についてだけでなく、「保全、継承するこ

とを基本にします」「未来に向けて繋いでいく取組を進めます」「豊かで魅力ある景観

形成を目指します」とあり、次の「4景観まちづくりの基本方針」の前に基本方針が記

述されている。そこで、序章から第 3章までの構成、各章節等のタイトルや 文章は以

下のように修正すべきである。 

 

〇序章については、「1．景観計画策定の背景と目的」の岩国市景観計画の目的の次にこ

れまでの取組みと今回の計画変更の趣旨を入れるべきである。「これまでの取組み」に

は、平成 24年の岩国市景観計画の策定から平成 31年の文化的景観保存調査報告書『錦

川下流域における岩国の文化的景観保存調査』の刊行までを記述することになる。 

〇そして、「今回の計画変更の趣旨」においては、「この度の『錦川下流域における岩国

の文化的景観保存調査報告書』を踏まえ、岩国らしさを示す文化的景観について文化

財として選定、指定を受けることとし、計画を変更することにしました。」と記述し、

その後に改正案 4ページの文章を入れる。 

 

〇「4．景観計画の構成」については、今後の修正も踏まえ、第 1章以降との整合性を確

保することになる。 

〇第 1 章については、図が小さく、図中の文字や凡例の文字が読みづらいので少なくと

も A4判全体を使って表示してほしい。 

 

■今回の変更では、景観計画区域内にある本市の文化的景観を示し、それらを継承して

いく取組を位置づけることを目的としたものです。パブリックコメントの変更案とし

てお示した部分以外の点につきましては、ご指摘をふまえ、わかりやすいものとなる

よう対応を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■景観計画変更の経緯等については、第１回変更時と同様に、資料編にて記載させてい

ただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

■今回の変更では、景観計画区域内にある本市の文化的景観を示し、それらを継承して

いく取組を位置づけることを目的としたものです。パブリックコメントの変更案とし

てお示した部分以外の点につきましては、ご指摘をふまえ、わかりやすいものとなる

よう対応を行います。 

 

構成等を確認するとともに、図等

を可能な場合には大きく掲載する

ように修正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原案のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

構成等を確認するとともに、図等

を可能な場合には大きく掲載する

ように修正します。 
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番号 ご意見の要旨 市の考え方 対応 

 〇第 1章の「2．岩国市の景観の定義」の文章下から 2行目の「岩国らしい景観」を「岩

国らしい文化的景観」に修正し、「3．岩国市の景観特性」の後に「4岩国市の文化的景

観」として、改正案 5・6 ページの「(錦川下流域における岩国の文化的景観」の文章

を入れる。なお、最後の段落の文章は、「（前略）その保全・継承による、豊かで魅力

ある景観形成を推進することが望まれます。」と、下線部を書き換える。 

〇したがって、変更案改正案第 2章の「2．岩国市の文化的景観」は削除する。 

〇第 2 章については、「2．ゾーンの設定と重点地区の指定」を外し、これを第 3 章にい

れる。次に「2景観まちづくりの基本方針」が来るが、このタイトルを「2景観まちづ

くりの基本理念、基本目標及び基本方針」とする。「基本理念」や「基本目標」が「基

本方針」の下位概念となることはない。この修正により、最後にある「(4)景観まちづ

くりの基本理念、基本目標、基本方針の体系」とも整合性が取れる。 

〇第 3章の初めには、第 2章の「2．ゾーンの設定と重点地区の指定」を「1ゾーンの設

定と重点地区指定の考え方」とし、図の「景観計画区域内における景観ゾーンの考え

方」を削除する。この図を削除する理由は、何を示しているのか不明であり、図の中

身は次図の「重点地区への発展イメージ」と同じものとなっているからである。また、

ゾーニングは、ゾーニングの根拠、違いを明確に記載しないとゾーンの設定というタ

イトルと記載内容が合致しない。 

〇次に「2．景観形成のゾーン区分」を配置し、そして新たに「3．重点地区の指定」と

して、「重点地区の４つの指定要件を満たし、かつ岩国らしさの象徴的な岩国城下町の

中核を形成している横山地区と岩国地区を重点地区に指定します。」とし、適切な地図

や写真を入れる。 

〇その次に「3．ゾーンごとの景観形成方針の構成」と「4．ゾーンごとの景観形成方針

の展開」と続ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今回の変更では、本市における文化的景観についてお示すするため、わかりやすいよ

うに、第３章として取りまとめを行うこととします。なお、第１章では、基本的な本

市の景観概況を整理したものを記載しているもので、今回の変更の対象とは考えてお

りません。 

 

 

■景観計画は景観法により定める事項として、①景観計画区域、②良好な景観形成に関

する方針、③良好な景観形成のための行為の制限に関する事項、④景観重要建造物及

び景観重要樹木の指定の方針、その他法に掲げる内容のうち必要なものと定められて

います。ご指摘をふまえ、法的な位置づけを確認し、構成を整理することとします。 

そこで、区域に関する事項は第２章に景観計画区域及び重点地区について位置づけを

行うよう修正します。 

なお、ゾーンについては、岩国市景観計画において「地域的なまとまり」として捉え

ており、明確なエリアという形で定めておりません。 

そういったことから、ゾーン区分については、景観特性の類似する地域に関して形成

方針を示す上での考え方であることから、第４章の景観計画区域内全体に関する方針

を記載するところで説明するように移動させ、次頁以降のゾーン別方針との関係をわ

かりやすいよう、整理を行うこととします。 

また、法定事項との整理に伴い、景観計画区域全体を対象とした「景観まちづくりの

基本方針」の内容については、良好な景観形成に関する方針に該当する内容であるこ

とがわかるよう、第４章を「景観まちづくりの方針」と修正します。 

文化的景観を第３章としてとり

まとめるよう修正します。 

第１章については、原案のとおり

とします。 

 

 

第２章では景観計画区域の指定

に関する内容を記載、第４章に区域

全体に関する方針、第５章～第９章

はゾーン別の方針に修正します。 

全市の方針は、「第４章」として独

立させ、章名を「景観まちづくりの

方針」に修正し、その中に、基本理

念、基本目標、基本方針を示すよう

修正します。 
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番号 ご意見の要旨 市の考え方 対応 

２ [計画書第 4章～第 8章までの構成と章節等のタイトルについて] 

〇この計画の読み手は誰か。読み手は、景観形成について理解と協力を求める市民、ゾ

ーン毎の住民である。したがって、ゾーン毎の住民にとって分かりやすく、読みやす

くする構成が必要となる。 

〇具体的に言えば、現行計画にはゾーン別にルールまでが整理されているが、変更案に

はルール等が別の章立てとなっている。ルールは市民の協力事項であり、計画の強調

点とするならば、関連するゾーンの住民はゾーン別に全てが読める整理の手法の方が

親切である。この改正案が文化庁等への概要を報告するためのものであるならば、地

元住民にとっては、ゾーン別の居住者が自身のやるべきことだけは認識ができるよう、

計画の理念とともにゾーン別の詳細な実施計画書（これには公共としての支援措置や

罰則規定を含む）を作成し、各戸へ配布するような対応をしていただきたい。 

 

〇第 4章の構成は、現行計画では「2．景観計画の目標」（ページ１枚分）の後に「3景観

形成方針」（ページ 3枚分）として写真やイメージ図を用いて説明しているが、変更案

では、この２つの項目の間に「『3．錦川下流域における岩国の文化的景観』の継承」

が挿入され、その説明が８ページ分もあり、その後に「4．景観形成方針」（ページ 1枚

分）が入る形になっている。「目標」と「方針」の間にこの８ページもある「『3．錦川

下流域における岩国の文化的景観』の継承」が入ると、住民の理解を妨げることにな

る。 

〇ここは、この章の最初に「1．錦川下流域における文化的景観の成り立ちと景観の現在

的価値」というようなタイトルで入れ、その後の流れを現行計画どおりにすること、

また「良好な景観形成のルール」も加え、ゾーン居住者の理解を得易い構成にすべき

である。 

 

■本計画は、国選定を目指している重要文化的景観の保護措置に該当する法定計画の役

割があります。先述した法定の項目との整合を図るため、現計画にお示ししているゾ

ーン別の景観形成方針は、良好な景観形成に関する方針のゾーン別の章であることを

明確にするために修正したものです。 

 行為の制限に関する事項は第 10 章、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方針に

ついては第 11章とすることで、法定事項との整合を図るものです。 

 

 

 

 

 

■「錦川下流域における岩国の文化的景観」は「市街地の景観ゾーン」内に見られるも

のです。市街地ゾーンにおける目標をふまえ、錦川下流域の文化的景観の継承を前提

とした景観形成の取組を行うことが必要であることから、その価値や特徴について示

すことにより、市民の意識の醸成を目指しています。 

 この文化的景観の継承の観点を踏まえた上で、「市街地の景観ゾーン」における一般

地区（重点地区以外の地区）と、重点地区の景観形成方針を掲げています。 

 

 

 

 

 

原案のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原案のとおりとします。 

 

３ [計画策定から８年後の現状の課題について] 

〇計画変更案は、基本的に文化的景観に関した記述がなされているだけである。計画策

定時から 8 年が経ち、新たな問題も浮上している。これについても、きちんと整理す

べきである。 

〇例えば、中心市街地の商店街の現景観と序章の「33．生活・生産の景観」に関する記

述に問題があるのかないのか。また、香川家長屋門の隣接地のなども含めて、空き地・

空き家の増加と景観の悪化、ハス田面積の更なる減少なども見られるが、これらの状

況変化については触れられていない。 

〇「景観特性と課題」の表現については、課題の表現には一部問題がある。例えば、岩

国地域の「歴史・文化」の課題として「錦帯橋を取り巻く景観の悪化」や「生活・生

産」の課題として「港の眺望を楽しむ場の不足」が挙げられているが、これらは問題

点としての表現であり、これらを課題とするには「錦帯橋を取り巻く景観の維持・改

善」や「港の眺望を楽しむ場の設置」などに修正すべきである。 

 

 

■今回の変更につきましては、「錦川下流域における岩国の文化的景観保存調査報告書」

により明らかとなった価値を、本市の景観として景観計画に位置付けるとともに、岩

国城下町地区における周辺の自然や人々の暮らしが育んできた景観を今後も大切に

繋いでいけるよう、景観計画を変更することが主目的となっています。 

ご指摘のような、景観計画策定時からの状況の変化につきましては、貴重なご意見と

して今後の参考とさせていただきます。 

 

 

 

原案のとおりとします。 
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番号 ご意見の要旨 市の考え方 対応 

４ [景観形成の課題や方針のとりまとめ方について] 

〇景観形成上の課題や方針は、骨格となる、次のような要素によって整理してほしい。 

・シークエンス連続性・・・河川、道路、鉄道、空路、航路等ルートを示す要素。 

・眺望点・・・ゾーン内の主たる眺望点やゾーンの結節点、変化点等のゲートを示す要

素。ランドマークを含む。 

・エリア・・・ゾーン内における土地利用等の特徴付け 

 

〇景観の構成要素（自然、歴史・文化、生活・生産）はそれぞれのゾーンで何に着目し

たかが整理されていない。 

・自然・・・四季、時刻、気象条件等でみえる特徴 

・歴史・文化・・・時代の経過とフォーカスポイント（例：江戸後期から昭和初期） 

・生活・生産・・・一次産業（農林水産業）と食文化、2次産業（瀬戸内コンビナート）、

三次産業（観光産業）、米軍岩国基地に関する協働（岩国錦帯橋空港の就航、岩国まつ

りへの参加、５月５日の米軍基地 開放イベントの開催）と配慮点（岩国の文化的価値

の認識強化）等 

 

〇次の要素には十分な記載がない。 

・鵜飼・・・歴史・文化でもあり、狩猟の手法としての生活・生産でもある。また、文

化的景観保存調査の中に、錦川の流下に伴う石の状況と、アユ等の生息についても記

載されている。現在も、鮎を釣るには料金を払うよう河川敷には看板がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各ゾーンの「景観特性と景観まちづくりの課題」において、基調となる景観（土地利

用）や景観軸、景観資源を挙げて、その特性と課題を整理しております。 

ご提言につきましては、貴重なご意見として今後の参考とさせていただきます。 

 

 

 

■「豊かな自然を守り・活かす」、「歴史文化を未来へつなぐ」、「快適なまちを守り・創

る」を景観形成の基本方針として、「自然」、「歴史・文化」「生活・生産」の観点から、

それぞれのゾーンにおける景観特性と課題を抽出し、それを基に景観形成方針に繋げ

ています。 

 ご提言につきましては、貴重なご意見として今後の参考とさせていただきます。 

 

 

 

 

■景観計画全体を見直す際の、貴重なご意見として今後の参考とさせていただきます。 

 

 

原案のとおりとします。 

 

 

 

 

 

原案のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原案のとおりとします。 
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番号 ご意見の要旨 市の考え方 対応 

５ [シークエンスからみた横山重点地区の問題点と課題について] 

下記のシークエンス及び視点場は、横山地区にとっては景観の主要な場所である。 

◆シークエンス（連続性）の例－１ 

〇横山地区錦帯橋橋詰から香川家長屋門のルートの連続性の欠如 

このルートは、横山地区のメインルートと想定される。 

・旧岩国藩家老吉川氏屋敷跡（市所有地・・・塀は、瓦屋根のない板塀で隣接地との

境界となる塀もつくられていない。門なし。雑草の蔓延りは、塀の横から丸見えで

あり、防草シートが張られた状況も当ルートの景観を阻害するものである。歴史散

歩地区のメインルートにも関わらず、景観形成基準を満たしていない。 

その他にも景観形成基準に適合していないものがあり、メインルートでありながら、

景観計画の景観形成基準が守られていない。このようなことでは、実効力のある景観

計画とは言えないのではないか。対応策を示してほしい。 

◆シークエンス（連続性）の例－２ 

〇新幹線新岩国駅から錦帯橋へ続くいざない街道のサクラのトンネルと竹林の景錦川の

竹林は、治水の手だてとして整備され、日本３大美竹林といわれているらしいが、竹

林は荒れて、道沿いのサクラと竹林の間の斜面は雑木やマントで竹林が見えない区間

もある。竹林内は倒木なども多く薄暗い。また、航空写真でみると、竹林の川沿いは

ヤナギがあるのか、見通しはできない。かつては竹林を通して川面のきらめきが見え、

美しかった。サクラは十分な管理がされてなく、倒木後の手当てがやられていない。

また、夏場は道沿いの雑草や蔓類の繁茂が目立ち、いざない街道にふさわしい景観と

は言いがたい。 

さらには、河川敷自体は県有地であるにも関わらず、畑が個人的に作られており、

一般の立ち入りを塞いでいる。このような特定の人への既得権を許可する方向である

ならば、河川敷における農耕の景の景観基準も作ってほしいものである。 

◆シークエンス（連続性）の例－３ 

〇堀割と微古館が挟む広小路 

本来であれば堀の際から微古館沿いの水路が広小路の幅員であり、吉川家居館前のメ

インルートである。ある時期から細い植栽帯が微古館側に設けられ、広小路の幅員の

原型を留めていない。 

また、サクラの開花期には路上には多くの赤白コーンが並び、また錦雲閣近くの頭

上には電柱と電線が目立ち、せっかくの堀側のサクラは絵にならず、散策をするにも

興ざめとなる。以前より提案してきたが、竹加工によるシンプルな路駐禁止のプロダ

クトを作成し、違和感のないものにしてほしい。また、入念なパトロール（現在、横

山地区はロープウェイ駐車場においても一時停止を取り締まるパトカーのパトロール

が頻繁に実施されている。）により、厳しい駐禁チェックをするなど、柔軟な対応力を

もって、季節景観の維持に配慮すべきである。 

 

 

■横山地区の景観に関するご提言ありがとうございます。 

庁内関係課や各関係者とも調整のうえ、良好な景観形成に努めてまいりたいと考えて

おり、貴重なご意見として今後の参考とさせていただきます。 

 

 

 

 

原案のとおりとします。 
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番号 ご意見の要旨 市の考え方 対応 

 ◆シークエンス（連続性）の例－４ 

〇錦帯橋から錦城橋区間の両護岸と視点場 

錦川の河川景観のうち、錦帯橋から錦城橋区間の両護岸は、本来であれば治水のた

めの石積みがみえる景観である。現在、国際観光ホテル前など、石積みに草が繁茂し

ている。（これはお城の石積みにもいえることだが）自然石の石積みは、石の間に草が

生えがちであるが、すくなくとも、草や樹木を取り除き、石積みの景を維持するべき

である。放置しておくと、木の根が石を持ち上げ、石積みの強度が脆弱になる。（各地

の城でもそれが課題になっている）。 

また、錦城橋上流（横山側）、錦帯橋下流（横山側）の柳等は定期的に抜根し、増水

時において、円滑に水が流下するための管理をすべきである。このことは、錦川の景

観スケールの創出においても重要である。困難でない維持管理は県と協議の上、定期

的に行い、治水、景観保持の両面から実行していただきたい。 

 

  

６ [サインや情報提供手段の改善 等について] 

〇公共が整備するサイン（案内板等）は、和風に作り変えられた。が、文化的な背景が

起想できる十分な情報であるとはいいがたい。また、多言語表記はみられるが、文字

が小さく、ユニバーサルデザインに配慮されたものとはいいがたい。すでにＱＲコー

ドによる多様な情報提供や音声ガイドなどソフト面での対応を 十分にすべきである。 

 

■横山地区および岩国地区に設置しております、総合案内板および誘導板につきまして

は、「観光活性化標識ガイドライン（H17、国土交通省）」に基づき、大きさや文字サイ

ズ等を決定しております。 

ＱＲコードや音声ガイドなどのソフト面での対応については、貴重なご意見として今

後の参考とさせていただきます。 

 

 

原案のとおりとします。 

 

７ [更なる景観施策の展開について] 

〇現行計画序章 5 ページには、「景観施策の更なる展開」において、「公共事業景観ガイ

ドラインの策定」と「屋外広告物条例の制定」等を記述している。前者のガイドライ

ンは、公共施設等が景観形成における先導的な役割を担っていくための、本市をはじ

め国や山口県が実施する公共事業における景観形成の指針となるもので ある。また、

後者の条例は、計画策定から８年が経過しているが、未だに条例の考え方しか提示し

ていない。この計画変更案では、それぞれの策定、制定の公表時期について明示すべ

きである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「公共事業景観ガイドライン」につきましては、平成 29 年３月に策定済みです。こ

れに基づき、公共事業については景観誘導を図っております。 

「屋外広告物条例の制定」につきましては、Ｈ28年１月４日～２月 12 日にパブリッ

クコメントを実施したところ、多くの意見をいただき、さらなる検討が必要となりま

した。 

そこで、屋外広告物行政の事務把握という観点から、山口県より令和２年 10 月 1 日

付けで事務委譲を受けております。 

規制のあり方については、説明会等で数多くご意見もいただいていることから、いま

一度慎重な検討を行い、意義や内容を十分にご理解いただいたうえで、官民協働によ

り良好な街なみを作っていけるような仕組みづくりを検討してまいります。 

 

原案のとおりとします。 
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番号 ご意見の要旨 市の考え方 対応 

８ [法第 55条の景観農業振興地域整備計画の策定について] 

〇生産域にある尾津のハス田は、本質的な価値を象徴する景観地として保全形成を図る

としている。そのためには、法第 55 条の景観農業振興地域整備計画を策定する必要

がある。 

 

■景観農業振興地域整備計画とは、景観法第 55 条に基づき、景観計画区域内のうち農

業振興地域内にあるものについて、地域の景観に配慮しつつ良好な営農条件を確保す

るため、区域を指定して農業上の利用や農用地等の保全に関する事項などを定める計

画です。 

尾津のハス田については、農業振興地域となっており、岩国市の文化的景観を象徴す

る景観地でもありますので、貴重なご意見として今後の参考とさせていただきます。 

 

原案のとおりとします。 

 

９ [電柱・電線地中化に向けた景観協議会の設置について] 

〇各地の景観まちづくりにおいては、電柱・電線の地中化が進められている。錦帯橋架

橋の時代背景を考えると、錦帯橋周辺の両河岸、とりわけ錦帯橋から真正面に見える

岩国地区の白為別館に隣接する電柱・電線の地中化は喫緊の課題である。電気事業者

や通信事業者も入れた景観協議会を設置し、電柱・電線の地中化 のロードマップを作

成してもらいたい。 

 

■電線類の地中化につきましては、錦帯橋の横山側入橋口付近から吉香公園のアプロー

チ間については実施しておりますが、その他公園区域内及びその周辺についての計画

は現在ございません。 

景観の向上ならびに安全上の観点からも望ましいことから、事業の重要性は認識して

おります。事業化には電線類の所有者並びに地元のご理解ご協力が不可欠であること

から、貴重なご意見として今後の参考とさせていただきます。 

 

原案のとおりとします。 

 

10 [錦帯橋周辺の両河岸地区の景観協定の締結について] 

〇錦帯橋の世界文化遺産登録に向けて、望ましい景観形成を促進するためには景観協定

を締結する必要があると考える。その際、望ましい景観形成に係る費用については、

市の全額補助とすべきである。 

 

■景観協定とは、景観法第 81 条に基づき、景観計画区域内において、地域のより良い

景観の維持・増進を図るため、一定区域内の土地の所有者、借地権者の全員の合意に

より締結される「良好な景観の形成に関する協定」であり、貴重なご意見として今後

の参考とさせていただきます。 

現在、修景費用の補助につきましては、街なみ環境整備事業を活用しながら、助成を

行っているところであり、貴重なご意見として今後の参考とさせていただきます。 

 

原案のとおりとします。 

 

 

 

その他 

（説明会でのご意見） 

令和２年 10月 21日（水）18：30～19：30 サンライフ岩国 

・参加者 10名 

〇横山全域の景観を監視する専門員を配置してほしい。 

〇横山地区の浸水への対策を行ってほしい。 

〇美装化されていない道路についても早期に実施してほしい。 

〇電柱の地中化について進めてほしい。 

 

令和２年 10月 24日（土）13：30～14：30 岩国市中央公民館 

・参加者 12名 

〇錦帯橋下流の河川敷の駐車場利用を早期解消してほしい。 

〇錦帯橋資料館の建設も含めた、臥龍橋通りの活性化を推進してほしい。 

〇重点地区については、整備や補助金等のより重点的な予算配分をしてほしい。 

 


