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１ 計画の目的 

（１）目的 

錦帯橋は、大正 11年（1922）に周辺河川を含めた範囲が国指定の名勝に指定され、さらに昭和 18

年（1943）に河川上下流部が追加指定されている。 

現在の橋は、昭和 25年（1950）のキジア台風の洪水による流失後、当初空石積だった橋脚を鉄筋

コンクリート造に改めながらも錦帯橋として再建を果たした後、上部工の木造部分の腐朽に伴う強

度低下によって平成 13 年度（2001）から 15 年度（2003）にかけて大規模改修されたものである。 

この平成の改修を契機に、橋の存続に関する議論が進展し、人材（技能）や資材（木材）等の担

保について懸念されるようになり、平成 20年（2008）3月に「名勝錦帯橋保存管理計画」が策定さ

れた。さらに、錦帯橋を取り巻く関連施策・事業を総合的に推進するために「錦帯橋みらい計画－

基本方針－」が平成 24年（2012）3月に策定されている。 

これらの計画では、架橋技術の伝承を理由に「20年ごとの架け替え」を実施するという内容が盛

り込まれており、令和 3 年度（2021）から次の架け替えを行う方針で各種事業が進められていた。 

しかし、架け替えに向けた準備を進める中で、現橋の構造材が依然として健全な状態にあり、適

切に維持管理を行えば、当分の間、橋梁としての機能に問題がない状態であることが判明し、併せ

て、計画している架け替えの方針と過去の架け替えの経緯との整合性について改めて検討が必要と

なった。そうした状況を総合的に勘案し、種々協議検討を行った結果、架替計画を当面見送り、架

橋技術の伝承についての考え方を見直すことが妥当と判断された。 

本計画は、このような経緯を踏まえ、架け替えを含めて過去の計画の見直しを行うとともに、改

めて名勝錦帯橋が持つ本質的価値について、さまざまな視点から精査し、国指定名勝「錦帯橋」を

適切に保存管理し、その価値を後世に継承するとともに、より多くの市民や来訪者、関係者等が理

解し、活用できることを目的に策定する。 

（２）計画の実施期間 

本計画は、平成 30年（2018）の文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）の改正により制度化さ

れた、「保存活用計画」として策定するものである（資料編１参照）。 

本計画の計画期間は、策定後から令和 13年（2031）3月 31日までの 10年間とし、期間内に実施

する保存や活用の取組について整理する。また、平成 20年（2008）3月に策定された「名勝錦帯橋

保存管理計画」以降、議論されてきた架け替え及び架橋技術の伝承についても、計画期間内に実施

する必要が生じることを考慮し、必要な取組や進め方について整理する。 

なお、計画期間中においても、社会状況の変化等の状況を踏まえ必要に応じて見直しを行うもの

とする。 

（３）対象 

計画範囲は国指定名勝「錦帯橋」（以下「名勝錦帯橋」とする。）の指定範囲とするが、名勝の保

存活用に必要となる周辺地域も状況に応じて検討範囲に含める。 
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図 1-1：計画対象地位置図 
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２ 名勝錦帯橋の本質的価値 

名勝錦帯橋保存管理計画書の策定から 10年が経過し、その後進められた調査・研究を踏まえて、

改めて名勝錦帯橋の本質的価値を次のように整理する。 

①独自の構造による橋梁の造形的な美しさの価値 

世界遺産登録推薦に向けた世界や国内の木橋との比較から明らかにされた、構造・意匠等の建

造物としての特徴による芸術的・学術的価値 

岩国城下町を分断する錦川に架橋するために考案された独創的なアーチ構造を

有する橋梁であり、その構造から生じる橋梁の美しい姿が現在も継承されている。 

・17 世紀後半に、幅約 200 メートルの錦川を渡すために築造された錦帯橋は、石敷の護床工が

守る中央 4 基の橋脚、両岸の橋台に、中央 3 つのアーチ橋、両端 2 つの桁橋で構成される 5

連橋で、古代より寺社仏閣を建造してきた日本の伝統的建築技術と戦時の城郭建設等を通じ

て培った土木・建築技術により築造された橋梁である。 

・橋梁の「錦帯橋式アーチ構造」と呼ばれる、束ねられた小径木材（直材）を巻金で補強したア

ーチリブを主構造体とする構造は、城下町を分断する錦川に架橋するために岩国領独自の創

意工夫により考案された構造で、木造アーチ橋では世界唯一の構造である。 

・急流河川で洪水時に流量が急激に増す錦川に架けられた錦帯橋は、流水抵抗が少ない独自の

紡錘形断面の石積橋脚を用い、敷石による綿密な護床工を橋梁の上下流の広範囲に配して橋

脚の安定を保つことによって、延宝 2年（1674）の再建以降、昭和 25年（1950）のキジア台

風まで 276年間流されることはなかった。 

・日本古来の建築材である木を主構造材に用いた橋梁は、一般的な伝統木造技術で施工可能な

工法や部材が用いられ、多くの金物を用いた接合や、事前に部材を加工して仮組（陸組）を行

う等、作業条件の悪い河道内での施工期間を短くする工夫がみられる。 

・小径木材を用いて径間を長くした木造アーチ構造は、通行者の負担が少ない勾配を実現する

とともに、地域の重要な物資輸送手段であった錦川の舟運を確保することにも有効であった。 

・このような錦帯橋の独自の構造は、創建当時の木造アーチ橋としては破格の径間を達成する

と同時に、滑らかな曲線を描き出し、3つのアーチ橋と両端の桁橋で構成される橋梁の独特な

造形的な美しさを生み出している。 
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②錦帯橋と錦川、周辺環境が一体となった風致景観の価値 

世界遺産や文化的景観等の調査・研究で明らかにされた、錦帯橋を中心に名勝指定地と周辺が

一体となって形成される風致景観の観賞上の価値 

近世から錦川両岸を繋ぐ橋梁と、周辺の山々や両岸のまちなみとが一体となって

形成される風致景観が継承されている。 

・城山の山上に要害を築き、天然の外堀となった錦川右岸の城山山麓に御土居（居館）と行政機

能、対岸に武家地、町人地及び寺町が整備された岩国城下町は、錦帯橋の架橋により、錦川で

隔たれた城下の安定した政務の執行や防御が可能となり、一体化が図られた。 

・錦川の両岸に整備された岩国城下町を繋ぎ、江戸時代に武士や許された御用商人が渡った錦帯

橋は、時代や環境の変化による影響を受けながらも、現在も地域住民や観光客が渡橋し、人々

の往来を支える機能が継続されている。 

・氾濫原と砂州が続く錦川下流域に整備された岩国城下町は、増水と氾濫による洪水に備えが必

須であり、錦帯橋もその一環として架橋された。錦帯橋周辺には、築地の保護を目的に植えら

れた竹林や洪水に備える石積等が残っており、近世から錦帯橋とその周辺が一体となって洪水

対策を図っていたことがわかる。 

・18世紀中頃に日本の「三奇橋」のひとつと言われた錦帯橋は、西国の名所として、錦川や古く

から歌に詠まれた岩国山等と橋梁の一体的な風景が絵図等で描かれ全国に紹介されてきた。近

代以降には錦川右岸にサクラが植栽され、錦帯橋と錦川と桜並木が一体となった春の風景が、

多くの人が花見に訪れる県内有数の観光名所となっている。 

・城下町の中心に位置する錦帯橋は、錦川両岸の様々な場所から望むことができ、近世以降、象

徴的で実用的な結節装置となり、周辺の山々と錦川、両岸の自然地形と城下町の一体的な風致

景観を生み出している。 
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③錦帯橋の存続のための取組の価値 

錦帯橋を存続していくために、修理・修復の技術を伝承してきた人々の関わり、取組や史資料

等、指定後に明らかになった新たに特筆する価値 

橋梁の機能や姿、周辺と一体となった風致景観を継承していくために、近世の創

建以降、架橋技術の継承や改良を行いながら維持、再建されてきた。 

・元禄 12年（1699）に錦帯橋が架け替えされた際の図面をはじめとし、その後に作成されたも

のを含む近世の計 12枚の図面と近代以降の図面や実物大「型板」の一部が保存されている。 

・錦帯橋に関わる日記類や領政の資料、図面等の記録も多く残っており、その記述からは、架

替時に行われた改良や、費用、技術者等の工事体制、材料の調達、工事工程等、過去の修理

履歴や当時の状況を知ることができる。 

・「名橋」や「名所」として近世からその美しさが描かれており、葛飾北斎や歌川広重等の浮世

絵をはじめ、錦帯橋を描いた江戸時代の名所図会や土産用の刷り物等が多く残っている。 

・これらの史資料から、錦帯橋の構造や形状、意匠が継承されてきたことがわかるとともに、

図面や型板、記録等を基に、技術が伝承され、基本構造を変えずに改良しつつ、伝統的木造

技術で維持、再建されてきた。 

・昭和 25年（1950）の流出の際にも、地域社会は近代の車社会に便利なコンクリートや鋼材を

用いた近代的な橋を避け、橋脚にコンクリートを用いて改良しつつ、木造アーチ橋を選び再

建した。 

・大正 11 年（1922）の名勝指定後も、昭和 13 年（1938）に指定地周辺を風致地区に指定し、

昭和 18年（1943）には名勝指定地を拡張する等、橋梁だけでなく、周辺地域を保全するため

の取組が進められてきた。 

・現代も橋梁としての機能を維持しつつ、錦帯橋の独自の構造・意匠の継承や橋梁と周辺の一

体的な風致景観の継承に向けた取組が継続されている。 
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３ 保存活用の目標と基本方針 

（１）保存活用の目標 

名勝錦帯橋の本質的価値を後世に継承していくために、保存活用の目標を次のように設定する。 

橋梁の機能と美しさ、橋梁と周辺が一体となった風致景観の継承 

創建以降、技術の継承や改良を加えながら、錦川両岸を繋ぐ機能を維持しつつ、同じ

アーチ構造の形状と意匠で継承されてきた錦帯橋を確実に保存管理していくとともに、

橋梁を核として名勝指定地内外の橋梁周辺の要素や環境と一体となって形成される名

勝錦帯橋の風致景観を良好な状態で適切に保全する。 

・錦帯橋の機能や独自の構造を引き継ぎ、構造が生み出す造形的な美しさを継承する。 

・錦帯橋と錦川を中心に、周辺の山々や両岸のまちなみで構成される名勝錦帯橋の風致

景観を継承する。 

・江戸時代の創建以降、引き継ぎ、改良されてきた、錦帯橋の架橋技術を伝承するとと

もに、関連する史資料を保管する。 

（２）保存活用の基本方針 

ア．保存（保存管理） 

① 錦帯橋の独自の構造を継承するために必要な保存管理を行う。 

② 名勝錦帯橋の風致景観を形成する要素の適切な保存管理を行う。 

③ 名勝錦帯橋の風致景観に影響する周辺地域に対する保全措置を講じる。 

④ 錦帯橋の架橋技術の継承や関連史資料の保存に向けた取組を進める。 

イ．活用 

⑤ 名勝錦帯橋の本質的価値を継承していくために、指定地内の積極的な活用を図ると

ともに、現在の利用環境の改善を図る。 

⑥ 名勝錦帯橋の本質的価値の理解を促進するために、周辺地域と一体的な活用を図る。 

⑦ 名勝錦帯橋の本質的価値の理解に向けて、情報提供や普及啓発活動を充実する。 

ウ．整備 

⑧ 名勝錦帯橋の本質的価値を構成する要素の維持・改善に必要な整備を実施する。 

⑨ 名勝錦帯橋の本質的価値の理解に必要な施設を、周辺地域と連携して整備する。 

エ．運営・体制 

⑩ 名勝錦帯橋を後世に継承していくために、持続可能な運営方法と保存活用の連携体

制を構築する。 

オ．施策の実施 

⑪ 関係部局・機関との調整を図り、計画的に事業を実施する。 

カ．経過観察 

⑫ 本質的価値の保存状況や活用状況を的確に把握・評価し、保存活用に反映する。 
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４ 保存（保存管理） 

１．名勝指定地内の保存（保存管理） 

（１）保存（保存管理）の方向性 

保存（保存管理）の基本方針 

● 錦帯橋の独自の構造を継承するために必要な保存管理を行う。 

● 名勝錦帯橋の風致景観を形成する要素の適切な保存管理を行う。 

・有識者の助言や地域関係者と連携を図るための委員会を設置し、名勝錦帯橋及び周辺地域を適

切に保存活用する。 

・錦帯橋の独自の構造と造形的な美しさの保存を図るために、錦帯橋を継承していくための保存

管理方法を検討する。 

・錦帯橋と錦川が一体となった風致景観の保存を図るために、本質的価値を構成する要素の特性

や現状を踏まえた保存管理方法を検討し、具現化を図る。 

・予想される各種の現状変更や名勝の保存に影響を及ぼす行為に対して、法令に基づいた適切な

管理を実施していくための、現状変更の取扱いと取扱基準を設定する。 

（２）地区区分 

①地区区分の考え方 

本計画では、既定の保存管理計画策定後の調査・研究の成果を踏まえて再整理した本質的価値

に基づき、地区区分の見直しを行う。 

「独自の構造による橋梁の造形的な美しさの価値」の継承には、橋梁自体の独自の構造や構造

が生み出す造形的な美しさを維持・継承してく必要があることから、橋梁自体をひとつの地区と

して設定し、他とは異なる建造物としての保存管理を行う。 

「錦帯橋と錦川、周辺環境が一体となった風致景観の価値」の継承には、土地の面的な保存管理

に加えて、風致景観を構成する「本質的価値を構成する要素」の保存管理が重要となる。要素の保

存管理は、名勝錦帯橋の風致景観の視点場からの距離によって、近景域と中・遠景域で要素の見え

方は異なる。そのため、見え方に応じて地区を 2分（近景域と中・遠景域）し、地区単位で要素の

保存管理の方法を分けることで、広い指定範囲内の効果的、効率的な保存管理を行う。 

以上を踏まえ、名勝指定地内の保存管理の地区区分は、次の 3地区に分類する。 

表 4-1：地区区分の考え方  

地区 地区の概要 

Ⅰ地区 
・「独自の構造による橋梁の造形的な美しさの価値」の継承のために、橋梁自体の建造

物としての保存管理を行う地区 

Ⅱ地区 

・名勝錦帯橋の視点場から近景域となり、「錦帯橋と錦川、周辺環境が一体となった風

致景観の価値」の継承のために重要となる地区 

・個々の要素を視認できるため、重点的な要素の管理を行う地区 

Ⅲ地区 
・名勝錦帯橋の視点場から中・遠景域となる地区で、個々の要素が風致景観を阻害し

ないように配慮した保存管理を行う地区 
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②地区区分と保存（保存管理）の方向性の設定 

名勝指定範囲を次の３地区に区分し、地区ごとの保存（保存管理）の方向性を設定する。 

表 4-2：名勝錦帯橋の地区区分と保存（保存管理）の方向性 

Ⅰ 

地 

区 

地区の概要 

・錦帯橋の地区 

・「独自の構造による橋梁の造形的な美しさの価値」の継承のために、橋梁自体の

建造物としての保存管理を行う地区として、錦帯橋を構成するアーチ橋、桁橋、

橋脚、護床工及び橋台の範囲とする。 

主な構成要素 
Ａ 本質的価値を

構成する要素 

錦帯橋：アーチ橋・桁橋・橋脚・護床工・橋台 

（橋詰一帯の料金所、サイン類等の管理・便益施設はⅡ地区に含む。） 

保存（保存管理） 

の方向性 

●名勝錦帯橋の価値や活用の中心となる錦帯橋について、定期点検により健

全度を常時把握し、点検結果に基づく修理を実施して確実な保存と橋の利

用の継続を図る。 

Ⅱ 

地 

区 

地区の概要 

・錦帯橋に近接する上下流部 

・名勝錦帯橋の視点場からの景観上で重要となる個々の構成要素が視認できる近

景域として重点的な要素の管理を行う地区 

・Ⅰ地区を除き、本質的価値を構成する要素が集積する錦帯橋上流の鳴子岩、屏

風岩、サクラが植栽されている鵜飼広場から下流を範囲とする。 

主な構成要素 

Ａ 本質的価値を

構成する要素 

錦 川：低水路・地形・護岸・鳴子岩・屏風岩・吸江淵 

石 碑：旧指定地境界表示柱 

樹 木：サクラ・マツ・ヤナギ 

Ｂ 本質的価値を

構成する要素以

外の要素 

名勝錦帯橋の保存活

用に関わる施設 

高水敷施設：鵜飼広場・駐車場 

管理・便益施設等：料金所、公衆トイレ、休憩施設、

サイン類、照明施設等 

その他の施設 

交通施設：錦城橋、道路、道路附属物等 

高水敷施設：耕作地（畑）等 

その他の工作物：河川工作物、既存の仮設建築物等 

その他の樹木 河岸樹木等 

保存（保存管理） 

の方向性 

●錦帯橋と錦川、周辺環境が一体となった風致景観の調和を目的として、構成

要素の維持・更新と、風致景観に支障を与えている構成要素の改善を図る。 

●Ⅰ地区や本質的価値を構成する要素の適切な保存管理に向けて、地区内へ

の車両乗り入れの管理を行う。 

Ⅲ 

地 

区 

地区の概要 

・名勝錦帯橋の上流部 

・視点場からの景観上で近景域の背景として見える地区で、個々の要素が風致景

観を阻害しないように配慮した保存管理を行う地区 

・鳴子岩、屏風岩、鵜飼広場より上流側を範囲とする。 

主な構成要素 

Ａ  本質的価値を

構成する要素 

錦 川：低水路・地形・護岸 

樹 木：サクラ・竹林 

Ｂ  本質的価値を

構成する要素以

外の要素 

名勝錦帯橋の保存活

用に関わる施設 

高水敷施設：臨時駐車場 

管理・便益施設等：サイン類等 

その他の施設 

交通施設：道路、道路附属物等 

高水敷施設：横山河川敷運動広場等 

その他の工作物：河川工作物等 

その他の樹木 河岸樹木等 

保存（保存管理） 

の方向性 

●名勝指定地としての風致景観の調和を考慮しつつ、河川管理上必要となる

要素の維持管理に努める。 
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図 4-1：地区区分図 

Ⅱ地区 

Ⅰ地区 

Ⅱ地区 

吸江淵 

錦帯橋 

鳴子岩 

屏風岩 

Ⅲ地区 
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（３）地区別の保存（保存管理）の方法 

Ⅰ地区  

①Ⅰ地区の保存（保存管理）の方法 

表 4-3：Ⅰ地区の保存（保存管理）の方法 

保存（保存管理） 

の基本方針 

●名勝錦帯橋の価値や活用の中心となる錦帯橋について、定期点検に

より健全度を常時把握し、点検結果に基づく修理を実施して確実な

保存と橋の利用の継続を図る。 

維

持

管

理 

点
検 

定期点検 
・錦帯橋の健全度を確認するために、経年変化、強度及び腐朽（劣

化）状況を定期的に点検する。 

維
持
的 

措
置 

定期清掃 ・錦帯橋の美観を維持していくために定期的に清掃を実施する。 

維持補修 
・錦帯橋の機能維持のために、部分的な補修（部位・部材の形状の変

更を伴わない修理）を維持管理として実施する。 

保

存

整

備 

保
存
修
理 

部分修理 

・錦帯橋の劣化防止・劣化速度低下や機能維持のために、部位を解体

しないで部分的に実施する修理 

・定期点検結果により、部分的な対応が必要と判断された場合に実施

する。 

部位取替 

・摩耗や腐朽が進行した部位に対して、部分的に解体を行い部位の取

り換えを行う修理 

・定期点検結果により、「（仮称）名勝錦帯橋保存活用委員会」で橋梁の使用

上・構造上の安全性確保について対応の検討が必要と判断された場合に、

「（仮称）岩国市錦帯橋修復検討委員会」を設置して実施を判断する。 

架け替え 

・錦帯橋の機能維持が困難になった場合に、腐朽・老朽化の状況に応

じて１橋単位で解体して架け替えを行う修理 

・定期点検結果により、「（仮称）名勝錦帯橋保存活用委員会」で橋梁の使用

上・構造上の安全性確保について対応の検討が必要と判断された場合に、

「（仮称）岩国市錦帯橋修復検討委員会」を設置して実施を判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4-2：Ⅰ地区（錦帯橋）範囲図 
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表 4-4：Ⅰ地区（錦帯橋）の保存（保存管理）の方法 

分類 錦帯橋の保存（保存管理）の方法 対象及び整備例 現状変更の取扱い 補助金 

維
持
管
理 

点
検 

定期点検 

・錦帯橋の経年変化、強度、腐朽（劣化）状況を確認し、保存修理の必要性を検討するために、定期的に実施

する調査（現在実施している点検等を継続して実施） 

①日常点検【毎日】（目視による損傷箇所の抽出） 

②現況調査【毎月】（目視による損傷・腐朽（劣化）箇所の抽出） 

③経年変化調査【毎年】（鉛直変位を基準点の測量により確認する調査）※年 4回（5月・8月・11月・2月） 

④強度試験【5年ごと】（たわみ、振動及び形状変化を測定し、橋の構造的健全度を確認する調査） 

⑤老朽（劣化状況）調査【5年ごと】（木部の変状及びその老朽箇所を把握するための調査） 

①日常点検の対象部位：全橋 

②現況調査の対象部位：アーチ橋・桁橋・橋脚・橋

台・護床工 

③経年変化調査の対象部位：アーチ橋 

④強度試験の対象部位：全橋（アーチ橋中心） 

⑤老朽（劣化状況）調査の対象部位 

全橋：橋体（拱肋、梁、振止、鞍木等）、高欄、

橋板、蔀板、鼻隠し等 

桁橋：橋杭下端付近・最下段の通し貫 

維持管理 

（現状変更許可・届出不要） 
※調査に伴い吊足場設置等が

必要な場合は「軽微な現状

変更」 

― 

維
持
的
措
置 

定期清掃 
・錦帯橋の美観を維持していくために定期的に実施する清掃（橋上の一般廃棄物の除去）【毎日】 

全橋対象 

維持管理 

（現状変更許可・届出不要） 
維持補修 

・錦帯橋の機能維持のために、部位・部材の形状の変更を伴わないで実施する補修。【必要に応じて実施】 

（橋板の釘打ち、仮止め、腐朽部の埋め戻し、高欄のくさび取付、増し打ち、高欄金物の釘打ち、橋杭の漂着物

除去、部分的に実施する防腐・防水・防錆処理、その他部分的な簡易補修） 

橋板・高欄・橋杭付近 

保
存
整
備 

保
存
修
理
（
計
画
的
に
実
施
す
る
整
備→

補
助
金
の
活
用
を
検
討
） 

部分修理 

・錦帯橋の劣化防止・劣化速度低下や機能維持のために、部位を解体しないで部分的に実施する修理 

・定期点検結果により、補修等が必要と判断された場合に実施する。 

①部材交換（木部の損傷部や摩耗による劣化が著しい部分に対して、部材の交換やはぎ木、埋木等により部

分的に補修する等の表面的な修理。同じ材料を用いて、損傷・摩耗前の状況に戻すことを前提とする。） 

②防腐・防水・防錆処理（１橋単位等の広い範囲で足場等の仮設工作物を設置して行う防腐・防水・防錆処

理。木部の防腐処理及び目地補修による防水処理や金物塗装） 

①部材交換の対象部位：橋板・高欄・橋杭 

②防腐・防水・防錆処理の対象部位：橋板・高欄・

橋杭・その他構造材木部・金物類 

軽微な現状変更 

（岩国市教育委員会の許可） 

補
助
金
の
活
用
を
検
討 

部位取替 

・摩耗や腐朽が進行した部位に対して、部分的に解体を行い部位の取り換えを行う修理 

（風雨に直接さらされ、入橋によって摩耗する部位であり、入橋者に直接触れる重要な部位である橋板及び高

欄や、増水する河川の影響を直接的に受ける橋杭、橋台、橋脚及び護床工を対象に実施する修理） 

・定期点検結果により、摩耗や腐朽の進行が確認され、「（仮称）名勝錦帯橋保存活用委員会」の審議により対

応の検討が必要と判断された場合に、「（仮称）岩国市錦帯橋修復検討委員会」を設置して必要な修理範囲や

適切な工法を判断して、計画的に実施する。 

・護床工は、近年の修復工事で在来敷石を取り外したことや、目地にコンクリートを用いたこと等により、周

囲景観との調和がとれていないことが指摘されているため、未修理部分の現状把握も含めた総合的な調査を

実施した上で、未修理部分の修復の必要性、修復完了部分も含めて工法を検討して修復計画を作成する。 

橋板・高欄・橋杭・橋台・橋脚・護床工 

現状変更 

（文化庁長官の許可） 

架け替え 

・広範囲で腐朽・老朽化が進行し、橋の機能維持が困難になった場合に、腐朽・老朽化の状況に応じて１橋単

位で解体して架け替えを行う修理 

・定期点検結果により、摩耗や腐朽の進行が確認され、「（仮称）名勝錦帯橋保存活用委員会」の審議により対

応の検討が必要と判断された場合に、「（仮称）岩国市錦帯橋修復検討委員会」を設置し、有識者の助言を受

けて必要な調査を実施した後、架け替え等の是非の判断を行う。 

・「（仮称）岩国市錦帯橋修復検討委員会」による修理方法の検討に当たっては、腐朽・老朽前の形状の継承を

基本としつつ、同委員会で旧来の形式に戻す部位についての検討も行う。 

・「（仮称）岩国市錦帯橋修復検討委員会」の助言により架替方法の検討に必要な追加調査を実施し、修理方法、

工程等の事業計画を立案して架け替えに着手する。 

全橋（１橋単位） 
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＜錦帯橋の架け替えについて＞ 

平成の架替事業後の平成 19年（2007）に「岩国市錦帯橋みらい構想検討委員会」がまとめた

『錦帯橋みらい構想』では、架橋技術の伝承を目的とした「架替サイクルの 20年化」が示され

たが、20年後の架け替えに向けた準備を進める中で、現橋の構造材の状態等の総合的判断から、

架替事業から約 15年後の平成 29年度（2017）に架け替えの計画を当面見送ることが妥当と判

断された。平成の架替事業で誕生した現橋は、適切に管理を行えば半世紀（50年）は十分に耐

えうると考えられていることから、次回の架け替えは 2051から 2053年度頃（本計画策定から

30年後）と推定され、2040年頃から架け替えに向けた検討が必要と考えられる。 

平成の架替では、5年ごとに実施する健全度調査による定期点検の結果を受け、「岩国市錦帯

橋修復検討委員会」を設置して具体的な検討に着手している。 

本計画では、平成の架替後に継続して実施してきた定期点検結果により把握している錦帯橋

の現状や平成の架替時の経験を活かし、今後の架け替えについて次のように見直しを行う。 

●平成の架替事業後の錦帯橋の保存状況及び今後の架け替えに関わる事業費用や周辺への影

響等を踏まえて、「架替サイクルの 20年化」を見直す。 

●定期点検により健全度を常時把握し、必要な補修等により錦帯橋を適切に保存していく。 

●「（仮称）名勝錦帯橋保存活用委員会」を設置し、定期点検等の状況を報告する。 

●「（仮称）名勝錦帯橋保存活用委員会」の審議結果により、架け替え等の保存修理の検討が必

要となった場合に、専門家等で構成する「（仮称）岩国市錦帯橋修復検討委員会」を設置する。 

●「（仮称）岩国市錦帯橋修復検討委員会」において、錦帯橋の使用上・構造上の安全性確保に

ついて対応が必要と判断された場合に、腐朽・老朽化の状況に応じて１橋単位で解体して架

け替えを行う。 

架け替えに当たっては、「（仮称）名勝錦帯橋保存活用委員会」の判断により設置される「（仮

称）岩国市錦帯橋修復検討委員会」の有識者の助言を受けて必要な調査を実施した後、架け替

え等の是非の判断を行う。同委員会の助言により架替方法の検討に必要な追加調査を実施し、

修理方法、工程等の事業計画を立案して架け替えに着手する。 

架替事業等の大規模な保存整備に当たっては、これまで議論されてきた技術や用材の確保の

問題だけでなく、調査・設計、作業ヤードの確保、国（文化庁）・県・地域団体等の関係者間の

協議や資金確保等の様々な調整事項が生じるため、定期点検の調査結果を受けた後、早期に事

業着手できる体制を構築しておく必要がある。 

 
 

定期点検 

・強度試験 

・老朽調査等 

結果 

報告 

→ 
 

「（仮称）名勝

錦帯橋保存 

活用委員会」 

の 

設置・審議 

設置 

の判断 

→ 
・アーチ橋におけるた

わみ・振動の基準 

・構造部材・橋板・高

欄の腐朽 

の結果を基に対応の

検討が必要となった

場合に委員会を設置 

「（仮称）岩国

市錦帯橋修復

検討委員会」 

の 

設置・審議 

修理 

の判断 

→ 
架け替えを

実施する必

要が判断さ

れた場合 

架け替えに 

向けた調査 

・史資料調査 

・現況測量等 

結果 

の反映 

→ 
架替 

事業計画 

の立案 

図 4-3：架替実施の流れ 
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 Ⅱ地区  

①Ⅱ地区の地区の保存（保存管理）の方法 

表 4-5：Ⅱ地区の保存（保存管理）の方法 

保存（保存管理） 

の基本方針 

●錦帯橋と錦川、周辺環境が一体となった風致景観の調和を目的とし

て、構成要素の維持・更新と、風致景観に支障を与えている構成要素

の改善を図る。 

●Ⅰ地区や本質的価値を構成する要素の適切な保存管理に向けて、地区内へ

の車両乗り入れの管理を行う。 

維持

管理 

点検 

・本質的価値を構成する要素の毀損等確認のための定期的な巡視点検を

行う。 

・河川管理上必要となる要素の毀損確認等のための定期的な巡視点検を

行う。 

・災害やイベント後の毀損等確認のための臨時点検を行う。 

維持的 

措置 

・樹木（サクラ・マツ・ヤナギ）の維持管理に必要な倒木、落枝等の除

去、支障枝剪定、刈込、病害虫防除等を行う。 

・その他、地区内の名勝を構成する要素の日常的な補修、応急措置、清

掃、草刈等を行う。 

保存

整備 

保存環境 

の改善 

要素ごとに次項に記す。 
保存修理 

活用整備 

公益上必要な施設

に係る整備 

②Ⅱ地区の要素別の保存（保存管理）の方法 

■保存整備 

Ａ 本質的価値を構成する要素 

Ａ－１）錦川 

・低水路（水面・寄洲）、地形（高水敷・堤防敷）、護岸（積護岸、張護岸、階段等）等の河川

の治水機能の維持に影響する要素の修復に当たっては、事前に岩国市と岩国市教育委員会、

河川管理者が協議を行い、景観に配慮した工法で実施する。 

・右岸（横山地区側）錦帯橋上流の近世に築造された石積護岸（旧石積）については、歴史的

価値の検証及び毀損・劣化状況を把握するための調査を実施し、保存に必要な措置を行う。 

・鳴子岩、屏風岩及び吸江淵については、現状維持を基本とし、毀損、劣化等の進行により衰

亡の危険性が生じた際には、保存に向けた対応方法を検討する。 

・錦帯橋をはじめとする本質的価値を構成する要素の適切な保存管理に向けて、Ⅱ地区内の

車両乗り入れについて、関係者と規制等について協議を行う。 

Ａ－２）石碑 

・現状維持を基本とし、傾倒及び部分的に破損した場合の応急的な措置を実施する。 

・毀損・劣化等の進行により衰亡の危険性が生じた際には、劣化状況診断及び劣化防止のため

の処理等について検討する。 
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Ａ－３）樹木 

（i）サクラ 

・サクラの現状を維持していくために必要な次の保存管理を実施する。 

サクラの生育に必要な維持管理（剪定、病虫害防除等）の実施 

傾倒及び折損した樹木の応急的な措置の実施 

老木化したサクラの更新（抜根・植栽）の実施 

・桜並木等のサクラを継承していくために必要な次の調査・検討を実施する。 

既存樹木の生育状況を把握するための樹木診断の実施 

植生不良の原因解明のための調査の実施 

桜並木全体の長期的な更新方法及び生育環境改善に向けた検討 

（ii）マツ・ヤナギ 

・マツ、ヤナギの現状を維持していくために必要な次の保存管理を実施する。 

必要に応じてマツ、ヤナギの生育に必要な維持管理（剪定、病虫害防除等）の実施 

傾倒及び折損した樹木の応急的な措置の実施 

■活用整備・公益上必要な施設に係る整備 

Ｂ 本質的価値を構成する要素以外の要素 

Ｂ－１）名勝錦帯橋の保存活用に関わる施設 

（i）高水敷施設 

・鵜飼広場内の園路・広場、管理・便益施設については、現状維持に必要な補修、応急措置、

清掃等を行い、施設更新時に風致景観に配慮した改修を行う。 

・左岸錦帯橋下流側の下河原駐車場については、指定地外への移設に向けた検討を進める。 

・右岸錦城橋下の駐車場については、現状維持に必要な補修、応急措置、清掃等を行い、施

設更新時に風致景観に配慮した改修を行う。 

（ii）管理・便益施設等 

・料金所、公衆トイレ及び休憩施設の管理・便益施設については、現状維持に必要な補修、

応急措置、清掃等を行い、施設更新時に風致景観に配慮した改修を行う。 

・サイン類、照明施設については、構造物の乱立を防ぐために集約化を図り、風致景観に配

慮した施設デザインの統一化を検討する。 

Ｂ－２）その他の施設 

・各施設の機能維持に必要な補修、応急措置、清掃等を行い、現状を維持していくことを基本

とするが、機能上、名勝指定地外に設置可能な施設については、移設を検討する。 

・左岸錦帯橋下流側の既存の仮設建築物については、河川敷駐車場と合わせて指定地外への

移設に向けた協議・検討を進める。 

・指定地内の耕作地（畑）等の民有地については、公有地化に向けた検討・調査を進め、連続

した河川の風致景観の形成を図る。 

Ｂ－３）その他の樹木 

・名勝の保存管理及び河川の治水機能の維持や漁業、観光等の河川利用で、支障となる樹木の

伐採、抜根及び草刈（法面や護岸の河岸樹木等）を実施する。 

・藪化が進行する場所については、草木の除去を行い、錦帯橋と錦川、周辺環境が一体となっ

た風致景観を維持する。 

・既存樹木の伐採跡地等に修景上植栽が必要となった場合は、風致景観との調和を考慮し、指

定地内や周辺地域の既存の樹種による植栽を前提とし、外来種や園芸種の植栽は行わない。 
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 Ⅲ地区  

①Ⅲ地区の保存（保存管理）の方法 

表 4-6：Ⅲ地区の保存（保存管理）の方法 

保存（保存管理） 

の基本方針 

●名勝指定地としての風致景観の調和を考慮しつつ、河川管理上必要と

なる要素の維持管理に努める。 

維持

管理 

点検 
・河川管理上必要となる要素の毀損確認等のための定期的な巡視点検及

び災害後の毀損確認等のための臨時点検を行う。 

維持的 

措置 
・地区内の名勝を構成する要素の日常的な補修、応急措置等を行う。 

保存 

整備 

保存環境 

の改善 

要素ごとに次項に記す。 
保存修理 

活用整備 

公益上必要な施設

に係る整備 

②Ⅲ地区の要素別の保存（保存管理）の方法 

■保存整備 

Ａ 本質的価値を構成する要素 

Ａ－１）錦川 

・低水路（水面・寄洲）、地形（高水敷・堤防敷）、護岸（積護岸、張護岸、階段等）等の河川

の治水機能の維持に影響する要素の修復に当たっては、事前に岩国市と岩国市教育委員会

及び河川管理者が協議を行い、景観に配慮した工法で実施する。 

Ａ－２）樹木 

（i）サクラ 

・Ⅱ地区のサクラと同様に、現状を維持していくために必要な保存管理を実施する。 

・Ⅱ地区のサクラと合わせて、桜並木等のサクラを継承していくために必要な調査・検討を

実施する。 

（ii）竹林 

・竹林の現状を維持していくために必要な次の保存管理を実施する。 

風致景観と調和した竹林を保持するための維持管理（過密な竹林の除間伐等）の実施 

傾倒及び折損した樹木の応急的な措置の実施 

・竹林の保全や風致景観の継承に向けて、河川管理者や市民団体等との協議を進める。 

■活用整備・公益上必要な施設に係る整備 

Ｂ 本質的価値を構成する要素以外の要素 

Ｂ－１）名勝錦帯橋の保存活用に関わる施設 

（i）高水敷施設 

・臨時駐車場については、現状維持に必要な補修、応急措置、清掃等を行い、施設更新時に
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風致景観に配慮した改修を行う。 

（ii）管理・便益施設等 

・サイン類については、構造物の乱立を防ぐために集約化を図り、風致景観に配慮した施設

デザインの統一化について、Ⅱ地区の施設と合わせて検討する。 

Ｂ－２）その他の施設 

・各施設の現状維持を基本とし、機能維持に必要な補修、応急措置、清掃等を行い、施設更新

時に風致景観に配慮した改修を行う。 

・横山河川敷運動広場内の付帯施設・設備については、現状維持に必要な補修、応急措置、清

掃等を行い、施設に求められるニーズにより新たな施設整備の必要性が生じた際には、景観

への影響等について十分に協議する。 

Ｂ－３）その他の樹木 

・名勝の保存管理及び河川の治水機能の維持や漁業、観光等の河川利用で、支障となる樹木の

伐採、抜根及び草刈（法面や護岸の河岸樹木等）を実施する。 

・既存樹木の伐採跡地等に修景上植栽が必要となった場合は、風致景観との調和を考慮し、指

定地内や周辺地域の既存の樹種による植栽を前提とし、外来種や園芸種の植栽は行わない。 
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２．周辺環境の保全 

（１）環境保全の方向性 

環境保全の基本方針 

● 名勝錦帯橋の風致景観に影響する周辺地域に対する保全措置を講じる。 

・本質的価値に密接に関わる周辺の要素や名勝錦帯橋と一体の風致景観を構成する周辺地域につ

いて、文化財保護法以外の他法令や条例等による保全措置を講じる。 

（２）環境保全の方法 

①周辺地域の要素の保存管理 

ア．本質的価値に密接に関わる周辺の要素  

・名勝指定標識は、名勝指定地内の石碑（旧指定地境界表示柱）と同様の保存管理を行う。 

・城山、岩国山及び椎尾八幡宮については、現在の景観の維持を基本とし、景観の保護措置が

図れていない箇所については、都市計画法（風致地区等）や景観法（景観重点地区等）によ

る誘導や文化財指定を検討する。 

イ．その他の周辺の要素 

・名勝指定地に隣接して設置されている名勝錦帯橋の保存活用に関わる施設（サイン類、休憩

施設等）については、名勝指定地内の施設と同様の保存管理を行う。 

・名勝指定地周辺のその他建造物等（道路・道路附属物、民間施設等）については、風致地区

及び景観重点地区の基準に準じて景観の誘導を図る。 

②周辺環境の保全 

ア．景観の保全 

文化財保護法や関係法令等による景観の保全方法を検討していく。 

ⅰ）指定地の西・東・南側の景観保全（風致地区や景観重点地区の基準により景観を保全） 

ⅱ）指定地の北側の景観保全（岩国山一帯の景観保全に向けた調整） 

ⅲ）周辺の樹林環境の保全 

・城山山麓部は、錦帯橋の視点場からの景観や周辺の連続した山並み景観と植生の維持・調和

に向けて事前に協議を行い、樹林環境を維持していく。 

・アンテナや鉄塔等の構造物について、既存施設の色彩の変更や新規設置の抑制等、景観の改

善に向けた調整や誘導方法について、景観計画に示された方針に基づき取組を進める。 

イ．河川環境の保全 

水質、水位、水量等の良好な河川環境を維持していくために、河川管理者と連携を図り、錦

帯橋と錦川、周辺環境が一体となった風致景観の価値の継承に必要な調整・協議を行っていく。 
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指定地西・南側 

風致地区や景観重点地区の基準

により景観を保全 

指定地北側（岩国山一帯） 

重要文化的景観の選定に向けた

取組のなかで、保護措置につい

て検討する。 

指定地東側（岩国地区） 

風致地区や景観重点地区の基準

により景観を保全 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図 4-4：名勝指定地周辺環境の保全方法 
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３．架橋技術の伝承に向けた取組 

（１）架橋技術の伝承の方向性 

架橋技術の伝承の基本方針 

● 錦帯橋の架橋技術の継承や関連史資料の保存に向けた取組を進める。 

・錦帯橋の架け替えに必要な材料の安定的な確保に努めるとともに、木材の地元調達に向けた取

組を進める。 

・錦帯橋の架け替えに地域の技能者が関わることを目指し、架橋の主要な技術であり、平成の架替

において地元でまかなうことができた大工技術に特化し、技能者育成に向けた取組を進める。 

・大工技術以外の技術は、全国の技能者との連携を図り、錦帯橋の保存整備の際に協力体制が得

られるよう取組を進める。 

・岩国市が所蔵する錦帯橋に関わる史資料の適切な保存、総合的な名勝錦帯橋の調査・研究の継

続や公開に向けた取組を進める。 

（２）材料の確保 

①木材の地元調達に向けた備蓄林の整備 

・地元材の供給量を増やしていくために、備蓄林を管理する農林振興課と連携して備蓄林の規模

等の目標を設定し、施業計画を検討する。 

②必要な材料確保に向けた取組 

・県内外の国有林・民有林等からの入手も検討する。 

・入手が困難な樹種については、部材の特性に応じて他の樹種への変更を検討する。 

・和釘、鎹、桁巻金、高欄金物等の調達計画の立案を進めるとともに、定期的に実施する修理や

日常的な補修に備え、一定の必要量を常時確保し、適切に保存する。 

（３）技術の継承 

①大工技術の継承に向けた取組の推進 

ア．地域（市内及び市近郊）の大工技能者育成の取組の推進 

・錦帯橋の維持補修、部分修理、部位取替及び架け替えの機会を通して、大工技能者間の情報

交換が図れる環境づくりに向けた検討を進める。 

・大工技能者への支援・指導として、伝統技術に関わる講習会の参加を促すとともに、図面の

作成や 1/5模型等を活用して技能者を育成する取組を実施・検討する。 

・棟梁的役割を担う技能者や大工技能者の確保に向けた支援として、助成制度の普及・拡充を

図るとともに技能を修得するための環境整備に向けた取組を進める。 

・岩国市が発注する小規模建造物の木造化や、景観形成事業を用いた木造建造物の新築・改修

への補助金、支援制度等による、技能の実施・習得の機会の創出に向けた取組を検討する。 

イ．技術に触れる機会創出の取組の推進 

・伝統技術を知り、関心を持ってもらう機会を創出するために、錦帯橋を題材とした市内小学

校への出前講座、子ども向けイベント、社会人向けの講座等を実施する。 

ウ．技術の伝承に係る史資料の保存・作成 

・錦帯橋架替事業の記録等の架橋技術に係る史資料を保存して、記録による技術の継承を図る。 
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②技能者の育成や確保に向けた連携体制づくりの推進 

・錦帯橋の今後の架け替え等に必要な技術に関わる専門家や団体との連携を図る。 

・国や山口県の取組等、広域的な視点での技能者の育成や確保に向けた連携の検討を進める。 

（４）本質的価値の維持・継承に密接に関わる要素の保存（保存管理） 

①史資料の保存管理 

ア．保存状況の把握と修復 

・岩国市が所蔵する史資料の一覧（リスト）を作成し、劣化状況を確認する。 

・所蔵資料一覧をデータベース化し、岩国市及び岩国市教育委員会で共用できるように整理する。 

・修復保存が必要と判断される史資料については、劣化の防止等に必要な処置を実施する。 

・修復を必要とする史資料や特に重要な史資料で展示資料として欠かすことができない資料に

ついては、複製（レプリカ）を作製して展示し、原資料は保管室等で保管する。 

イ．史資料の保護措置 

・希少価値や学術的価値が高いと認められる錦帯橋関係資料については文化財指定を進める。 

・収蔵庫等の保存施設を整備し、史資料の一元管理に向けた検討を進める。 

ウ．史資料の保存管理体制の構築 

・史資料の適切な保存管理に向けて、岩国市及び岩国市教育委員会の連携した体制の検討を進める。 

・今後の架け替えで生じる型板、部材等の取扱いや、現代の資料等、今後の保存管理対象とな

る資料の内容や活用方法について検討する。 

②史資料の公開 

・既往の岩国徴古館収蔵資料検索システムに岩国市産業振興部錦帯橋課が管理する史資料の登録

を進め、インターネットを活用した公開を充実させる。 

・岩国市と岩国市教育委員会岩国徴古館が所蔵している史資料の公開に向けた準備を進める。 

③調査・研究 

ア．調査・研究の継続 

・本質的価値に係る分野の研究者と連携し、価値の裏付けとなる調査・研究を継続的に進める。 

・錦帯橋の架け替え等の工事に向けて、架け替え等に関する記録等の史資料の調査・研究を進める。 

・近世に築造された石積護岸（旧石積）等の価値の検証や保存方法の検討に向けた調査・研究、

錦川の歴史的変遷に関する調査・研究を進める。 

イ．史資料の収集 

・錦帯橋の絵図や古写真等の画像資料のほか、現代の資料も含め、今後の錦帯橋の本質的価値

の維持・継承に対する重要性の視点で収集対象を検討し、史資料の充実を図る。 

・収集に当たっては、市民からの寄贈も視野に入れ、市民参加で収集する方法を検討する。 

ウ．調査・研究成果の公開と集約 

・調査・研究成果のデータベース化、閲覧システムの整備に向けた検討を進める。 

・錦帯橋の国際的評価を高める調査やシンポジウム等の継続的な開催を検討する。 

・市民に向けた勉強会、講演会、シンポジウム等の各種イベントを行う。 

・錦帯橋の出前授業の継続、学校教育等と連携した取組を促進する。 

エ．調査・研究体制の構築 

・学術研究機関や専門家との連携を図り、地域の学術的な調査・研究成果を充実させる。 

・調査・研究活動に市民が参加できる体制づくりや調査・研究方法の検討を進める。 
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４．防災等 

（１）防災・防犯 

①増水・洪水対策 

増水・洪水対策については、河川管理者の山口県と連携して情報共有を図るとともに、被災時

の利用者の安全確保に必要な事後対策を確実に実施する。 

予
防
対
策 

・河川整備は治水だけでなく、河川の水位にも関係し、錦帯橋の風致景観にも影響するた

め、今後も河川管理者である山口県と連携し、河川整備の状況や内容の把握に努める。

また、周辺の集水域の山林管理者との連携を進める。 

・日常の維持管理として、河川を常時適正な状態に保つよう河川管理者が実施する巡回

結果について、異常等が確認された場合は情報共有を図る。 

事
後
対
策 

・警報発令等を受けて、橋梁の通行止め等により名勝指定地内の利用者に対する安全対

策を図り、被災後には毀損箇所や橋梁の損傷を確認して、必要な復旧等の対応を図る。 

 

②暴風・地震対策 

暴風・地震対策については、架替時に必要な対策を検討するとともに、被災時の利用者の安全

確保に必要な事後対策を確実に実施する。 

予
防
対
策 

・地震に対する予防策として、錦帯橋については、架替時に、上・下部工の現状を把握す

るための調査や解析を実施し、地震環境を考慮した検証により耐震機能維持や必要な

対策を検討する。 

事
後
対
策 

・暴風については、警報発令等を受けて、橋梁の通行止め等により名勝指定地内の利用者

に対する安全対策を図る。 

・地震については、発生後の橋梁倒壊の危険確認又は通行の安全確認、指定地内の危険箇

所を確認して、必要な復旧等の対応を図る。 

③火災対策 

火災対策については、河川区域内への新たな施設の設置が困難であることから、名勝指定地周

辺に配備された防火設備を活用した現在の対策を継続して実施するとともに、注意喚起等のソフ

ト面での管理強化を図る。 

予
防
対
策 

・錦帯橋の火災対策として、料金所に消火器を配備し、昼間は料金所の錦帯橋管理業務受

託者による監視を行う。 

・名勝指定地内や指定地に隣接する周辺市街地における火災発生時の初期対応（初期消

火・通報・避難誘導）について、岩国市産業振興部錦帯橋課、錦帯橋管理業務受託者、

消防機関、周辺の地域関係者等で消防訓練を実施する。 

・イベント時の管理強化を図るため、花火大会等、火気の使用を伴うイベントについて

は、消防機関に現地への出動を要請する等、火災発生に備える。 

・鵜飼広場での火気使用の禁止範囲の明確化と制札板等による注意喚起を行う（バーベ

キュー利用）。 

・火災発生の可能性がある夜間の監視方法について、対応の検討を進める。 

事
後
対
策 

・昼間の錦帯橋における火災発生時は、料金所の錦帯橋管理業務受託者が、料金所内の消

火器を使用した初期消火、消防への通報及び避難誘導を行い、岩国市産業振興部錦帯橋

課に連絡する。 

・夜間対応に向けて、監視体制の検討を進める。 
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④防犯対策 

防犯対策については、人為的要因による毀損等の大きな被害が生じていないことから、現在の

対策を継続して実施するが、確実な対策に向けて関係機関との規制等に向けた協議を行う。 

予
防
対
策 

・錦帯橋の防犯対策として、料金所による監視を継続し、巡視等の警備強化を検討する。 

・Ⅱ地区内の車両乗り入れについて、関係者と規制等について協議を行う。 

 

事
後
対
策 

・人為的要因による毀損等の被害が生じた際には、関係機関と検証を行い、警察や地域関

係者と連携して再発防止に向けた対策を協議する。 

・夜間対応に向けて、監視体制の検討を進める。 

 

（２）被災時の対応 

①非常時の対応 

ア．錦帯橋の通行止め 

錦帯橋の通行に支障が生じる可能性がある場合に、次の基準に基づき通行止めを行う。 

表 4-7：錦帯橋の通行止めの判断基準 

通行止めの理由 通行止め基準 開放基準 

台風、大雨等の暴風によ

る転倒や転落の防止 
・暴風警報発令により判断 

警報解除によ

り開放 

台風、大雨等の増水によ

る橋の通行の危険防止 

・錦川の水位上昇が見込まれる場合に、増水状況と

今後の気象予報により判断 

（横山岩国地区への避難勧告発令等） 

水位の低下に

より開放 

地震後の倒壊の危険確

認又は通行の安全確認 

・地震後の点検により、安全を確認できない場合 

震度 3以上：錦帯橋課職員による現場確認 

震度 1・2：錦帯橋管理業務受託者による現場確認 

安全確認後に

開放 

橋の維持管理や調査 
・維持管理工事や調査内容により、通行止めの必要

が生じた場合 

工事・調査の

完了後に開放 

イ．駐車場の閉鎖 

・下河原駐車場については、河川増水時に駐車場を運営する（一社）岩国市観光協会が判断し、

岩国市産業振興部観光振興課に連絡する。観光振興課はホームページ等で周知を図る。 

②被災後の対応 

ア．被災後の状況確認 

・被災後には、名勝指定地内の毀損等の状況確認を行う。 

・錦帯橋は、被災後に、全橋を対象に目視による臨時点検を実施して、毀損等の状況確認を行う。 

イ．被災後の緊急的・応急的措置 

・臨時点検により、錦帯橋や名勝指定地内の要素の毀損等が確認された場合は、毀損届又は復

旧届を提出し、応急的な措置や現状復旧を行う。 

・現状復旧の実施に当たって「復旧」による届出で可能な行為か、「許可」をとる必要な行為か

の判断が困難な場合は、岩国市教育委員会に許可申請の必要性があるか確認した後に実施する。 
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５ 活用 

１．名勝指定地内の活用 

（１）活用の方向性 

活用の基本方針 

● 名勝錦帯橋の本質的価値を継承していくために、指定地内の積極的な活用を図るとともに、

現在の利用環境の改善を図る。 

・錦帯橋の利用や名勝指定地内のイベント等による積極的な活用を図るとともに、鵜飼広場や横

山河川敷運動広場、駐車場等の活用のための既存施設については、名勝錦帯橋の本質的価値を

損なわないように改善を行い、適切な活用を図る。 

（２）地区別の活用 

名勝指定地内の活用については、現在の公開方法を基本として全域を終日公開とする。 

表 5-1：名勝錦帯橋の地区区分別の活用の方向性 

Ⅰ

地

区 

活用の 

方向性 
●錦帯橋の利用を継続するとともに、入橋環境の改善に向けた検討を進める。 

活用の 

内容 

・錦帯橋は、料金所で入橋料を徴収し、夜間等の料金所の営業時間外は夜間料金箱

で料金を徴収する現在の公開方法を継続する。 

・錦帯橋の損傷等の被害の恐れがないことを前提に、行事・催事の場として積極的

な活用を図る。 

・錦帯橋の保存、利用の快適性を考慮した適正な入橋環境を確保するために、入橋

料の徴収方法や入橋制限の必要性について検討を行う。 

Ⅱ

地

区 

活用の 

方向性 

●名勝錦帯橋の価値や活用の中心となる錦帯橋に隣接する地区として、水面や高水

敷を利用した積極的な活用を図る。 

活用の 

内容 

・名勝錦帯橋の本質的価値に影響を及ぼさないことを前提に、行事・催事の場とし

て積極的な活用を図る。 

・右岸（横山地区側）錦帯橋上流の近世に築造された石積護岸（旧石積）について

は、歴史的価値の検証結果に基づき、解説板を設置して情報提供を行う。 

・鵜飼広場は、サクラ、広場内の園路・広場、管理・便益施設等の更新を行う。 

・右岸錦帯橋下流側の桜並木を更新していくとともに、公開に必要な園路やベンチ

等を整備して鑑賞するための環境改善を図る。 

・下河原駐車場は、指定地外への移設に向けた検討を進める。 

・Ⅱ地区内の車両乗り入れについて、関係者と規制等について協議を行う。 

・その他施設、設備等については現状維持として更新を図っていくが、機能上、名

勝指定地外に設置することが可能な施設等については、更新時に移設を検討する。 

Ⅲ

地

区 

活用の 

方向性 

●名勝指定地としての風致景観の調和と河川管理に配慮して、現在の利用の継続を

前提とした活用を図る。 

活用の 

内容 

・横川河川敷運動広場は、付帯施設・設備に必要な施設更新を行う。新たな施設整

備の必要性が生じた際には、景観への影響等について十分に協議する。 

・駐車場は、現在の常設駐車場や臨時駐車場を継続的に利用することを基本とする。 

・その他施設、設備等については、現状維持として更新を図っていく。 
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（３）入橋環境の改善 

①入橋者の増加に対する対応 

・定期点検結果により通行量増加が橋梁に与える影響が懸念される場合は、入橋制限等の必要な

対応を検討する。 

②入橋者の安全確保と利用環境改善 

・入橋環境を改善するための入橋料の徴収方法や入橋制限の必要性について検討を行う。 

・下河原駐車場の移設の検討は、繁忙期の車両の受け入れ態勢の改善も含めて検討を行う。 

２．周辺地域と一体的な活用 

（１）周辺地域と一体的な活用の方向性 

周辺地域と一体的な活用の基本方針 

● 名勝錦帯橋の本質的価値の理解を促進するために、周辺地域と一体的な活用を図る。 

・名勝指定地周辺に所在する歴史的建造物、博物館、資料館等の文化施設、観光施設等と連携し

て一体的な活用を図ることにより、名勝錦帯橋の本質的価値の理解を促進する。 

（２）鑑賞の場の整備 

・名勝錦帯橋の主な視点場で名勝錦帯橋や錦帯橋に関する情報提供として、解説板等のサイン類設

置のほか、映像技術等を活用した近世の姿を体感できる方法も検討する。 

・名勝錦帯橋の主な視点場のうち、城山吸江淵上側等の安全性の確保が必要な場所については、情

報提供に必要な整備と合わせて、周辺環境と調和した導入路や安全柵等の施設整備を行う。 

（３）周辺地域との連携 

①錦帯橋及び周辺地域に関する情報提供拠点となる施設の整備 

・名勝錦帯橋の本質的価値や錦帯橋に関わる情報を提供する施設の整備に向けた検討を進める。 

・施設は、岩国・横山地区の情報提供等の総合的なガイダンス機能や周辺地域も含めた情報拠点

施設として検討する。 

②錦帯橋及び周辺地域を巡る見学コースの設定 

・錦帯橋を通じた周辺地域の周遊路や、滞在時間やテーマ等の来訪者のニーズに合わせて選択で

きる複数の見学コース等を検討する。 

３．普及啓発活動 

（１）普及啓発の方向性 

活用の基本方針 

● 名勝錦帯橋の本質的価値の理解に向けて、情報提供や普及啓発活動を充実する。 

・名勝錦帯橋の本質的価値の理解を深め、保護に対する意識向上、誇りや愛着の醸成を図ること

を目的に、情報提供やイベントの企画・運営、学校教育や社会教育への積極的な活用を図る。 
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（２）情報提供 

①名勝錦帯橋の情報提供の強化 

・ホームページやＳＮＳの充実化により、インターネットを活用した情報提供を強化する。 

・名勝錦帯橋の情報をまとめた小冊子の作成、テキスト・動画の配信サービス等のＩＣＴ技術の

併用による情報提供方法を検討する。 

・配信サービス等のＩＣＴ技術やパンフレットの配布等による多言語サービスを検討する。 

・ボランティアガイドの育成等、地域の人々による錦帯橋及び周辺を案内する体制を強化する。 

②錦帯橋の保存整備の情報提供 

・錦帯橋の保存整備を実施する際の工事の必要性を理解してもらうための情報提供や、入橋料を

錦帯橋の維持に活用していることを説明するリーフレット等の作成を行う。 

（３）イベント等の開催 

①名勝指定地内のイベントの継続 

・名勝錦帯橋の本質的価値に影響を及ぼさないことを前提としたイベント等の許可基準を設け、

適切な運営管理を行いつつ、名勝指定地内の積極的な活用を図る。 

＜イベント等の許可基準＞ 

●名勝錦帯橋の魅力向上に寄与し、名勝の本質的価値に影響を及ぼさないイベント等 

●名勝を構成する要素の保存に対する配慮がなされており、要素の損傷等の被害の恐れが無

いイベント等 

●錦帯橋上部への利用者の集中や機材等の設置により、橋梁の損傷や劣化に影響を与える恐

れがないイベント等 

●実施に伴う仮設物の設置期間が短く、かつ、景観上配慮されたものであり、錦帯橋の風致景

観に与える影響が少ないイベント等 

●入橋者等の名勝指定地内の利用者の安全面について、問題がないイベント等 

②普及啓発イベントの企画・運営 

・世界遺産登録に向けた普及啓発イベント等を継続して実施し、国内外の人々に錦帯橋の本質的

価値を理解してもらうとともに、市民の保護に対する意識向上、誇りや愛着の醸成を図る。 

・岩国市の観光等のイベントで錦帯橋の情報提供を積極的に行い、普及啓発活動を推進する。 

（４）学校教育・社会教育との連携 

①子どもへの普及啓発 

・名勝錦帯橋に係る小冊子の作成や社会副読本の内容強化等、郷土学習の教材の開発に向けて、

岩国市教育委員会との連携を図る。 

・市内の小学校での錦帯橋の出前授業を拡充し、子どもたちに、名勝錦帯橋の本質的価値を知る

きっかけづくりを行う。 

②社会人への普及啓発 

・世界遺産の市民向けの普及啓発活動を継続するとともに、生涯学習事業において名勝錦帯橋や

錦帯橋に関連する講座を実施し、市民への普及啓発活動を推進する。 

③ボランティア活動の推進 

・名勝錦帯橋の保存に関わりを持つボランティアの育成を行い、参加機会を創出する。 
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４．来訪者への対応 

（１）受入態勢の整備 

①来訪者の利用促進を図る取組の推進 

・錦帯橋に関する情報提供拠点となる施設の整備に向けた検討を進め、来訪者の利便性を高めて

受入態勢を強化する。 

②持続可能な観光客受入を図る取組の推進 

・下河原駐車場の移設や錦帯橋の入橋環境の改善に当たっては、持続可能な観光客受入に必要な

事項を検討する等により、錦帯橋を含めた周辺環境の整備、保全を図る。 

（２）来訪者の利用に対するマナー啓発 

・夜間警備の強化に向けた検討と合わせて、観光客に対して名勝錦帯橋や周辺環境に負の影響を与

えないように、パンフレット等を通じて利用する際のマナー啓発を行う。 

  



27 

６ 整備 

１．整備の方向性 

整備の基本方針 

● 名勝錦帯橋の本質的価値を構成する要素の維持・改善に必要な整備を実施する。 

● 名勝錦帯橋の本質的価値の理解に必要な施設を、周辺地域と連携して整備する。 

・名勝錦帯橋の風致景観を良好な状態で継承するため、保存整備等の橋梁の保存に必要な整備や、

橋梁周辺の河川環境を適切に維持していくために必要な整備、修景等に係る整備を実施すると

ともに、本質的価値に負の影響を与える施設等の改善を図る。 

・名勝指定地内の老朽化した施設の改修を行うとともに、指定地隣接地や周辺地域との連携によ

り、名勝錦帯橋の本質的価値の理解に必要な情報提供、史資料の公開・活用を促進するための

施設等の整備を実施する。 

２．保存整備 

錦帯橋の定期点検結果に基づく保存整備や、錦帯橋以外の名勝指定地内の本質的価値を構成する要

素の維持・継承に必要な整備を実施する。 

名勝錦帯橋の本質的価値に与える影響が大きい要素の整備は短期整備（計画策定後 10 年間）を目指

し、関係者間調整や施設の状況に合わせて実施する整備は中長期整備（10年以降）で実施する。 

（１）定期点検結果に基づく錦帯橋の保存修理 

・定期点検結果に基づき、次回の点検までに対応が必要と判断された場合に保存修理を実施する。 

表 6-1：錦帯橋の保存修理の内容 

項目 整備内容 

部分修理 
・錦帯橋の劣化防止、劣化速度低下及び機能維持のために、部位を解体しないで

部分的に実施する修理（部材交換・防腐・防水・防錆処理） 

部位取替 
・摩耗や腐朽が進行した部位に対して、部分的に解体を行い部位の取り替えを行

う修理 

架け替え 
・錦帯橋の機能維持が困難になった場合に、腐朽・老朽化の状況に応じて１橋単

位で解体して架け替えを行う修理 

（２）錦帯橋以外の要素の整備 

①錦川の保存整備【短期整備・中長期整備】 

・低水路（水面・寄洲）、地形（高水敷・堤防敷）、護岸（積護岸、張護岸、階段等）等の河川の

治水機能の維持に影響する要素の修復（Ⅱ・Ⅲ地区）【中長期整備】 

・錦帯橋上流の近世に築造された石積護岸（旧石積）の歴史的価値の検証及び毀損・劣化状況を

把握するための調査の実施【短期整備】と、保存に向けた適切な措置について河川管理者との

協議（Ⅱ地区）【中長期整備】 
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②樹木の保存整備【中長期整備】 

・桜並木の継承に必要な調査・検討と老木化したサクラの更新（抜根・植栽）の実施（Ⅱ地区） 

既存樹木の生育状況を把握するための樹木診断の実施 

植生不良の原因解明のための調査の実施 

桜並木全体の長期的な更新方法及び生育環境改善に向けた検討 

③防災対策【短期整備】 

・火災・防犯対策に必要な施設や設備の整備 

３．活用整備・公益上必要な施設に係る整備 

名勝指定地内の本質的価値を構成する要素以外の要素の維持・改善に必要な整備を実施する。 

名勝錦帯橋の本質的価値に与える影響が大きい要素の整備は短期整備（計画策定後 10 年間）を目指

し、関係者間調整や施設の状況に合わせて実施する整備は中長期整備（10年以降）で実施する。 

（１）高水敷施設の活用施設整備【短期整備・中長期整備】 

・右岸（横山地区側）錦帯橋上流の近世に築造された石積護岸（旧石積）の、歴史的価値の検証結

果に基づく解説板の設置（Ⅱ地区）【短期整備】 

・鵜飼広場内の老朽化した園路・広場、管理・便益施設の更新（Ⅱ地区）【中長期整備】 

・左岸錦帯橋下流側の下河原駐車場・既存の仮設建築物の移設（Ⅱ地区）【中長期整備】 

・右岸錦帯橋下流側の桜並木の公開活用に必要な園路やベンチ等の整備（Ⅱ地区）【中長期整備】 

・横山河川敷運動広場内の付帯施設・設備の更新（Ⅲ地区）【中長期整備】 

・右岸錦城橋下の駐車場や臨時駐車場の更新（Ⅱ・Ⅲ地区）【中長期整備】 

（２）管理・便益施設等の環境整備【短期整備・中長期整備】 

・料金所、公衆トイレ、休憩施設等の管理・便益施設の更新（Ⅱ地区）【中長期整備】 

・サイン類及び照明施設の集約化とデザインの統一化（Ⅱ地区）【短期整備】 

・錦帯橋の入橋システムの改善と入橋管理方法の変更に伴う料金所の形態変更に向けた検討（Ⅱ地

区）【短期整備】 

４．名勝指定地周辺で実施する整備 

名勝指定地内での整備が困難な施設等については、周辺地域と連携して、名勝錦帯橋の保存や活用

に必要な施設等を指定地周辺に整備する。 

（１）名勝錦帯橋の保存に係る整備 

・錦帯橋の保存整備に必要な材木提供に向けた備蓄林の整備 

・名勝錦帯橋に係る史資料の保管や公開に必要な施設の整備 

（２）名勝錦帯橋の活用に係る整備 

・名勝錦帯橋の鑑賞の場となる視点場の整備 

・錦帯橋及び周辺地域に関する情報拠点となる施設の整備 

・錦帯橋及び周辺地域を巡る見学コースの設定と案内サイン等の整備  
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７ 運営・体制 

１．運営・体制の方向性 

活用の基本方針 

● 名勝錦帯橋を後世に継承していくために、持続可能な運営方法と保存活用の連携体制を構

築する。 

・名勝錦帯橋の適切な保存活用を推進していくために、保存整備に備えた運営方法を検討する。 

・周辺地域も含めた所有者・管理者、文化、観光、まちづくり等の関連部局や地域の団体と情報

共有や事業調整を図っていくために、保存活用の連携体制を強化する。 

２．運営 

（１）資金計画の立案 

・錦帯橋の定期点検の結果を受けて、保存整備が必要な時期を推定し、維持管理経費も含めて早期

に財源確保に向けた資金計画の検討に着手する。 

（２）錦帯橋基金の継続と見直しの検討 

・今後の錦帯橋の保存整備は、国の補助金を活用しつつ、入橋料を中心とする錦帯橋基金を充てる

ことを前提とし、必要に応じて入橋料の料金改定を検討して財源確保に向けた取組を進める。 

（３）新たな財源確保の検討 

・ふるさと納税制度（文化財保護及び活用事業）を活用した寄付やクラウドファンディングによる

資金確保等の新たな財源確保に向けた検討を進める。 

３．体制 

（１）名勝錦帯橋及び周辺地域の保存活用に向けた連携体制 

①庁内所管事業の明確化と連携体制の強化 

・錦帯橋の本質的価値の維持・継承に向けて、錦帯橋や名勝範囲だけでなく周辺を含めた取組を

進めるために、関係各課が役割分担を行い、岩国市教育委員会と連携しながら推進する体制を

強化する。 

②行政組織間の連携 

・山口県岩国土木建築事務所と整備や活用に関する調整を図る。 

・事業実施に際して、文化庁、国土交通省、林野庁及び山口県教育委員会等の国・県の関係部局

への支援を依頼する。 

③学術研究機関・専門家との連携 

・学術研究機関・専門家による錦帯橋に関する調査研究の学会等の専門機関での発表や、講演会

等を通じて、広く錦帯橋や名勝錦帯橋の価値を発信するための連携を図る。 
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④地域団体・市民（市民団体）との連携 

・ワークショップや説明会等を実施し、住民への適切な情報提供、啓発活動を推進する。 

・錦帯橋に関わる市民グループとの連携を強化し、ガイド養成等を実施して、市民が名勝錦帯橋

に係わる機会を創出する。 

⑤事業者との連携 

・周辺地域と連携した活用に関して、観光事業者や商工事業者と連携を促進し、積極的なピーア

ール活動を実施するとともに、観光の魅力づくりのため支援体制を強化する。 

・架替技術の伝承に関する活動等の促進のため、木造在来工法の技術習得に関する研修会の実施

等、地元の建設事業者等の組織で行う活動を支援する。 

 

（２）名勝錦帯橋の体制整備 

①庁内関係課との連携体制の構築 

・名勝指定地内及び周辺環境の保全について、岩国市産業振興部錦帯橋課が中心となり、岩国市

教育委員会並びに名勝錦帯橋及び周辺地域に関わる関係各課で、情報の共有・調整を図るため

に必要な庁内体制を構築する。 

②名勝錦帯橋及び周辺地域の包括的な保存活用を審議する委員会の設置 

・専門家や地域関係者の代表者等で構成する「（仮称）名勝錦帯橋保存活用委員会」を設置し、名

勝錦帯橋及び周辺地域の適切な保存活用に向けた審議を行う。 

・錦帯橋の定期点検結果の報告を本委員会で行い、有識者からの助言を受け、部位取替や架け替

えに向けた「（仮称）岩国市錦帯橋修復検討委員会」の設置を判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1：「名勝錦帯橋」の保存活用体制図  

岩国市 国 

 

山口県 

 
学術研究機関・専門家 

指
導
・
助
言 

協力・指導・助言 

地域関係者 

 
 

地域団体 

 
市民（市民団体） 

 
事業者 

 
 
 
 

庁内関係課間 
の連携 

名勝錦帯橋及び周辺地域

の保存活用の庁内関係部

署間の情報共有・調整を

図る。 

岩国市 産業振興部 

錦帯橋課 

岩国市 

教育委員会 

指導・ 
助言 

指
導
・
助
言 

文化庁 

諸手続・ 
事業調整 

山口県 

岩国土木 

情報共有・ 
事業調整 
 

情
報
共
有
・ 

事
業
調
整 

協
働 

参加 参加 設置 参加 

（仮称）名勝錦帯橋保存活用委員会 
●名勝錦帯橋及び周辺地域の適切な保存活用に向けた審議の場 

●錦帯橋の定期点検結果の報告を受け、「 」の設置を判断 

 

設
置 

山口県 



31 

８ 施策の実施計画 

１．施策の実施の方向性 

施策の実施の基本方針 

● 関係部局・機関との調整を図り、計画的に事業を実施する。 

・文化、観光、まちづくり等の関連部局や地域の団体と調整を図りつつ、錦帯橋や名勝錦帯橋の

風致景観の保存活用に必要な事業を計画的に実施する。 

２．施策の実施 

（１）施策の実施の考え方 

錦帯橋や名勝錦帯橋の風致景観の保存活用に必要な事業を、計画的に実施する。 

①短期的に実施する施策（計画策定後 10年間） 

錦帯橋の次の架け替えや名勝錦帯橋の保存活用に向けて文化財の事業として進める施策につ

いては、早期に着手して取り組む。 

・名勝の確実な保存管理に向けて、早期に取り組む必要がある防災等に関する施策 

・保存整備に必要な材料確保や資金運営、体制整備等の錦帯橋の次期架替に向けて必要となる施策 

・架橋技術の伝承に関わる備蓄林の整備や技能者の育成、史資料の保存管理等、短期的に着手し

て中長期的に継続して取り組む施策 

・名勝錦帯橋の本質的価値の理解に向けた、情報提供、イベント開催及び普及啓発のための施策 

・名勝錦帯橋の本質的価値に与える影響が大きいⅡ地区の要素の整備に係る施策 

・名勝錦帯橋保存活用計画の改訂に係る施策 

②中長期的に実施する施策（10年以降） 

錦帯橋の次の架け替え以降の将来的な保存整備や名勝錦帯橋の保存活用に向けて、岩国市の他

の施策・事業との調整や関係機関との協議・調整を図る必要がある施策については、長期的な視

点で取り組む。 

・周辺環境の保全や周辺の視点場整備等の景観、環境等の施策・事業として取り組む施策 

・周辺と連携した活用について観光の施策と連携して取り組む施策 

・関係者間調整や施設の状況に合わせて実施する整備に係る施策 
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表 8-1：名勝錦帯橋の保存活用に向けた施策と事業等（案） 

関連する章 施策 実施する事業等 実施時期 

４ 

保
存
（
保
存
管
理
） 

名勝指定地

内 の 保 存

(保存管理) 

（施策に関わる維持管理以外の整備に関わる内容は、「６ 整備」で整理） ― 

周辺環境

の保全 
景観の保全 

・名勝指定地北側の景観保全（岩国山一帯の景観保全

に向けた調整）等 
中長期 

架橋技術

の伝承に

向けた取

組 

材料の確保 
・備蓄林の整備、施業計画の策定 

・和釘等の確保、調達計画の策定等 
短期 

技術の継承 

・地域（市内及び市近郊）の技能者育成の取組 

・技術に触れる機会創出の取組 

・技術の伝承に係る史資料の保存・作成 

・技能者育成・確保に向けた体制づくり 

短期 

本質的価値の維

持・継承に密接に

関わる要素の保存

（保存管理） 

・史資料の保存管理（保存状況の把握と修復、史資料

の保護措置） 

・史資料の公開 

・調査・研究（調査・研究の継続、史資料の収集及び

調査・研究成果の公開・集約） 

短期 

防災等 防災・防犯 
・「４ 保存（保存管理）４．防災等」に記載する予防

対策・事後対策の実施 
短期 

５ 

活
用 

名勝指定地

内の活用 
入橋環境の改善 

・錦帯橋の入橋システムの改善と入橋管理方法の変更

に伴う料金所の形態変更に向けた検討 
短期 

周辺地域

と一体的

な活用 

鑑賞の場の整備 
・主な視点場における情報提供 

・主な視点場の導入路や安全柵等の施設整備 
中長期 

周辺地域との連携 

・錦帯橋及び周辺地域に関する情報提供拠点となる施

設の整備 

・錦帯橋及び周辺地域を巡る見学コースの設定 

短期 

中長期 

普及啓発

活動 

情報提供 
・錦帯橋の現地での情報提供の強化 

・錦帯橋の保存整備の情報提供 
短期 

イベント等の開催 
・名勝指定地内のイベントの継続 

・普及啓発イベントの企画・運営 
短期 

学校教育・社会教

育との連携 

・子どもへの普及啓発 

・社会人への普及啓発 

・ボランティア活動の推進 

短期 

６ 整備 

保存整備、活用整

備・公益上必要な

施設に係る整備 

・「６ 整備」に記載する保存整備、活用整備・公益上

必要な施設に係る整備の実施 

短期 

中長期 

７ 運営・体制 

錦帯橋の保存整備

に備えた運営 

・資金計画の立案 

・錦帯橋基金の継続と見直しの検討 

・新たな財源確保の検討 

短期 

名勝錦帯橋の体制

整備 

・名勝錦帯橋及び周辺地域の保存活用の庁内関係部署

間の情報共有・調整を図る庁内体制の構築 

・名勝錦帯橋及び周辺地域の包括的な保存活用を審議す

る「（仮称）名勝錦帯橋保存活用委員会」の設置 

短期 

名勝錦帯橋保存活用計画の改訂 
・保存活用計画の改訂 

・改訂に必要な調査等 
短期 
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９ 経過観察 

１．経過観察の方向性 

活用の基本方針 

● 本質的価値の保存状況や活用状況を的確に把握・評価し、保存活用に反映する。 

・錦帯橋や名勝錦帯橋の風致景観を継承していくために、橋梁自体や名勝指定地及び周辺環境の

保存や活用の状況を的確に把握・評価し、その結果を反映して適切な保存活用を図る。 

・錦帯橋の定期点検を実施して健全度を常時把握し、その結果を反映して橋梁を適切に保存する

ために必要な補修等を実施する。 

２．経過観察の方法 

（１）観察指標 

本質的価値の保存活用状況を把握するため、次の観察指標を設定する。 

表 9-1：経過観察で把握する内容と観察指標 

本質的価値 把握する内容 観察指標 

独自の構造によ

る橋梁の造形的

な美しさの価値 

錦帯橋の保存活用状

況の把握 

錦帯橋の劣化状況 ※定期点検で別途整理 

錦帯橋の活用状況 ①入橋者数 

錦帯橋と錦川、

周辺環境が一体

となった風致景

観の価値 

名勝指定地内の保存

活用状況の把握 

名勝を構成する要素の

保存状況 

①現状変更等許可申請 

②文化財毀損届 

名勝指定地内の活用状況 ①イベント等の開催状況 

名勝指定地周辺の保

存活用状況の把握 

周辺の開発状況 

①行政による開発状況 

②民間による開発状況 

③景観の阻害状況 

周辺地域と連携した活

用状況 

①周辺主要観光施設の入館者数 

②錦帯橋と周辺地域の活用状況 

錦帯橋の存続の

ための取組の価

値 

材料の確保状況の把握 材料の調達状況 
①備蓄林の施業状況 

②和釘の調達状況 

技術の継承状況の把握 技能者の育成状況 
①市内の大工数 

②技能者育成の取組の実施状況 

本質的価値の維持・継

承に密接に関わる要

素の保存状況の把握 

錦帯橋に関連する史資

料の保存状況 

①史資料の保存・収集状況 

②調査・研究の実施状況 

普及啓発活動の実施

状況の把握 

イベント等の開催状況 ①普及啓発イベントの開催状況 

学校教育・社会教育との

連携状況 

①子どもへの普及啓発活動の開催状況 

②社会人への普及啓発活動の開催状況 

③ボランティアの活動状況 

― 
防災等に係る被害の

発生状況の把握 

災害や犯罪の発生状況

と被害状況 
①毀損届の提出状況 
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（２）経過観察の方法 

・観察及び結果の記録は、岩国市産業振興部錦帯橋課で一括して管理する。 

・「（仮称）名勝錦帯橋保存活用委員会」において、定期的に結果を報告し、対応の必要性等を協議する。 

表 9-2：経過観察の方法と周期 

把握する内容 観察指標 経過観察の方法 周期 

錦帯橋の活用状況 ①入橋者数 
・錦帯橋の料金所の発券数により、入橋者数を記録

し、錦帯橋の活用状況を把握する。 
毎年 

名勝を構成する要

素の保存状況 

①現状変更等許可申請 

②文化財毀損届 

・現状変更等許可申請と文化財毀損届を記録し、保

存状況・被害状況を把握する。 
随時 

名勝指定地内の活

用状況 
①イベント等の開催状況 

・名勝指定地内で開催されたイベント等の内容を記

録し、指定地内の活用状況を把握する。 
毎年 

周辺の開発状況 

（名勝錦帯橋の主

な視点場からの可

視範囲を目安とす

る範囲） 

①行政による開発状況 

・名勝指定地周辺における道路、橋、護岸等、景観に

影響を与える可能性がある都市基盤施設の新規整

備・変更の計画を把握する。 

随時 

②民間による開発状況 
・名勝指定地周辺における開発行為や建築確認申請

により、開発件数及び内容を把握する。 
随時 

③景観の阻害状況 
・名勝錦帯橋の主な視点場から、視界に入る阻害要

因を把握する。 
毎年 

周辺地域と連携し

た活用状況 

①周辺主要観光施設の入館

者数 

・名勝指定地周辺の主要観光施設の入館者数を把握

し、周辺の活用状況を把握する。 
毎年 

②錦帯橋と周辺地域の活用

状況 

・錦帯橋及び周辺の主要観光施設で来訪者を対象に

利用状況や利用者ニーズ等のアンケートを実施

し、利用実態を把握する。 

5 年ごと 

材料の調達状況 

①備蓄林の施業状況 
・備蓄林内の樹林の施業状況を記録し、樹木の生育

状況を把握する。 
5 年ごと 

②和釘の調達状況 
・和釘の調達計画に基づく調達状況及びストックす

る和釘の保存状況を把握する。 
毎年 

技能者の育成状況 

①市内の大工数 
・岩国市内の主要建設業者を対象に、大工数を把握

する。 
5 年ごと 

②技能者の育成の取組の実

施状況 

・技能者育成を目的に実施する、講習会の実施回数

及び参加者数、助成制度並びに支援制度の利用者

数を記録し、取組状況を把握する。 

毎年 

錦帯橋に関連する

史資料の保存状況 

①史資料の保存・収集状況 
・岩国市が所蔵する史資料の一覧（リスト）を更新

し、史資料の保存・収集状況を把握する。 
毎年 

②調査・研究の実施状況 
・岩国市が実施した調査・研究事業の記録を蓄積す

る。 
毎年 

イベント等の開催

状況 

①普及啓発イベントの開催

状況 

・岩国市が開催する普及啓発イベントの内容を記録

し、普及啓発活動の実施状況を把握する。 
毎年 

学校教育・社会教

育との連携状況 

①子どもへの普及啓発活動

の開催状況 

・子ども向けの郷土学習の教材の作成や錦帯橋の出

前授業の開催内容を記録し、子どもへの普及啓発

活動の状況を把握する。 

毎年 

②社会人への普及啓発活動

の開催状況 

・生涯学習事業の開催内容を記録し、普及啓発活動

の状況を把握する。 
毎年 

③ボランティアの活動状況 
・錦帯橋に係るボランティア活動の団体数、参加人数

及び活動回数を記録し、活動状況を把握する。 
毎年 

災害や犯罪の発生

状況と被害状況 
①毀損届の提出状況 

・文化庁長官宛てに提出する毀損届を記録し、発生

状況や被害状況を把握する。 
毎年 

 


