
 

 

 

 

 

 

 

福山市の景観に関する市民アンケート 

 

【 調 査 票 】 
 

 

 

 

「景観」とは・・・？ 

  「景観」とは，まちや地域がどのように見えるかということで，

「景色，眺め，風景」のことです。 

「景観」は，地域の歴史，地勢や生態系などの風土，文化や伝統，

技術の進歩や法律等の制度などを基にした人々の暮らしや経済活動

など様々な営みから成り立っており，見る人それぞれの心に現れる

景色ともいえます。 

 

これらが 

一体となって 

目に見えてくる 

ものが 

《景観》 

歴史・風土

文化・伝統

人 ・々暮らし

技術・制度
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１．１０歳代 ２．２０歳代 ３．３０歳代 ４．４０歳代 

５．５０歳代 ６．６０歳代 ７．７０歳代 ８．８０歳以上 

 

 

     

１．東 ２．城北 ３．城南 ４．鷹取 ５．城東 

６．幸千 ７．済美 ８．向丘 ９．鞆 10．走島 

11．鳳 12．培遠 13．大成館 14．松永 15．精華 

16．中央 17．芦田 18．山野 19．広瀬 20．加茂 

21．駅家 22．誠之 23．城西 24．大門 25．一ツ橋 

26．東朋 27．駅家南 28．内海 29．常金 30．新市中央 

31．千年 32．至誠 33．神辺 34．神辺東 35．神辺西 

36．中学校区不明（福山市      町大字(字)    丁目）※番地は不要です 
 

 

 

 

１．１年未満 ２．１年以上５年未満 ３．５年以上 10 年未満 

４．10 年以上 20 年未満 ５．20 年以上  

 

１．男 ２．女   

はじめに，集計･分析のための資料として，ご自身のことについてお伺いします。

問２．あなたの年齢はどれにあたりますか？ 

 
問３．あなたのお住まいの地域（中学校区）はどちらですか？ 

   中学校区が分からない場合は 36.を選び住所（町名）をご記入ください。 

問４．現在お住まいの地域での居住年数は何年ですか？ 

問１．あなたの性別はどちらですか？ 
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場 所 理由や説明があればご記入願います 

（例）○○公園 

   ○○道路の辺り ・・・ 

（例）みどりが豊かで落ち着く空間だから･･･ 

   開放的で，街並みが整っている･･･ 

  

  

  

 

 

１．空ビル，空家，老朽建物，空地，駐車場など 

２．耕作放棄地や，手入れされていない山林 

３．過度な看板やのぼり，広告表示 

４．周囲と調和しない色や高さ，デザインの建築物 

５．ビルやマンションなど，視界をさえぎる大きな建築物 

６．道路や橋，鉄道などの構造物 

７．道路の渋滞や路上駐車，路上駐輪などの状況 

８．電柱や電線，鉄塔，電波塔など 

９．工場やその周辺 

10．街路樹や公園，緑地などの少なさ 

11．手入れされずに汚れた河川や水路 

12．雑然とした資材置き場や野ざらしの集積物など 

13．その他（                 ） 

あなたがお住まいの地域(中学校区程度)について，お伺いします。 

〈地域の特徴的な景観や，良好な景観の形成を阻害しているものなどを把握するための設問です。〉 

問５．身近（お住まいの中学校区程度）にある景観資源について 

問６．身近（お住まいの中学校区程度）にある景観阻害要素について 

景観には自然的なもの，歴史的なもの，都市的なものなど様々ありますが，あなた

の身近（お住まいの中学校区程度）には，特徴的で良好な景観や，愛着を感じる景

観などがありますか？ あれば，３箇所以内でご記入ください。 なお，思い当た

るものがなければ，白紙のままで結構です。 

あなたの身近（お住まいの中学校区程度）には，良好な景観形成の障害となるもの

や，景観上好ましくないと感じるものがありますか？ あれば，3 つ以内で選んで，

番号に○をしてください。 
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１．大いに思う   ２．少し思う       ３．どちらともいえない 

４．あまり思わない ５．まったく思わない  
 

１．古いまち並みや歴史的景観 ２．ビルの集まる都市的景観 

３．みどり豊かで閑静な住宅地景観 ４．商店街などの賑わい景観 

５．神社仏閣とその周辺の緑地景観 ６．公園や広場などの整備された緑地景観

７．広がりのある農業景観 ８．山林・里山などの森林景観 

９．河川・海岸などの水辺景観 10．幹線道路などの沿道景観 

11. 活力を感じさせる工場景観 12. その他（            ）

 

 

どこから見た 

（見る場所） 

どんな眺め 

（見る対象） 
理由や説明があればご記入願います

（例） 

○○池の東側のほとり 

○○山の△△△駐車場 

○○町の△△通り 

（例） 

△△山を背景にした××神社 

朝霧がかかった□□□の眺め 

おしゃれで都会的な街並み 

（例） 

山の紅葉と神社が池に映り，･･･ 

×××が神秘的で，･･･ 

建物のデザインが統一されて，･･･ 

   

   

   

福山市全体の景観についてお伺いします。 

  〈本市を印象付ける特徴的な景観や，良好な景観資源を探し出し，景観計画策定の基礎資料にします。

   また，市民の皆さんの景観に対する思いや，景観形成への参加意欲を把握するための設問です。〉 

問７．福山市の景観の魅力について 

問８．福山市の特徴的な景観について 

福山市全域の中で，印象的で心に残る景観や，眺めのすばらしい場所がありますか？ 

あれば，どこから見た（見る場所），どんな眺め（見る対象）かを 3 つ以内でご記入

ください。 なお，思い当たるものがなければ，白紙のままで結構です。 

福山市全体の景観を，魅力的だと思いますか？ あなたの気持ちに近い番号に○を

してください。 

福山市全域の中で，市を印象付ける景観や特徴的な景観で，将来に残し伝えていき

たいものはどんな景観ですか？代表的なものを３つ以内で選び，○をしてください。 

問９．心に残る景観やすばらしい眺めについて 
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心に残る景観 理由や説明があればご記入願います 

（例） ○○祭りのにぎわい，××神社

の御神灯の列，△△寺の梅 など

（例） 毎年訪れたいと思う素敵な景色だから，大好きな絵

に描かれた心に残る景観だから･･･ 

  

  

  

 

 

 

種類 場 所 理由や説明があればご記入願います 

(例) 
○○街道沿いのまち並み，○○

海岸沿いの風景 など 

こころがホッとする街並みだから････，自然を感じられる

場所だから････ 

  

  
自
然
景
観   

  

  

歴
史
・
文
化
景
観 

  

  

  

都
会
的
な
景
観 

  

 

福山市全域の中で，まとまりのある良好な景観を守り，創り，育てることが必要と

思う区域（一定の広さを持った場所）がありますか？ あれば，景観の種類ごとに

３つ以内でご記入ください。 なお，思い当たるものがなければ，白紙のままで結

構です。 

福山市全域の中で，行事や祭事にまつわるものなど，印象的で心に残る文化的景観

がありますか？ あれば，どのような景観かを３つ以内でご記入ください。 なお，

思い当たるものがなければ，白紙のままで結構です。 

問１０．行事や祭事等に関係する，心に残る景観について 

問１１．良好な景観を形成すべき区域について 
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【公共施設（道路，橋，河川，公園など）】 

公共施設 理由や説明があればご記入願います 

(例) ○○付近の○○道路，○○橋，○

○川，○○公園 など 

夕陽と一体になった景色がすばらしいので････，多くの思

い出がある景色なので････ 

  

  

  

 

【建築物・工作物など】 

建築物・工作物 理由や説明があればご記入願います 

(例) ○○神社，○○住宅，○○館，○

○駅前のモニュメント など 

荘厳な雰囲気が感じられるので････，施設内容とマッチし

た楽しげな景観だから････ 

  

  

  

 

 

 

樹 木 理由や説明があればご記入願います 

(例) ○○神社の○○の木，○○並木

など 

大きくて立派なので････，紅葉がすばらしいので････，周

囲の○○と調和した風景がすばらしいので････ 

  

  

  

福山市全域の中で，良好な景観を形成するために重要と思われる公共施設（道路，河

川，公園，海岸など）や建築物・工作物などがありますか？ あれば，３つ以内でご

記入ください。 なお，思い当たるものがなければ，白紙のままで結構です。 

福山市全域の中で，良好な景観を形成するために重要と思われる樹木があります

か？ あれば，３つ以内でご記入ください。 なお，思い当たるものがなければ，

白紙のままで結構です。 

問１２．景観上重要な公共施設や建築物・工作物などについて 

問１３．景観上重要な樹木について 
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１．大いに関心がある ２．少し関心がある 

４．あまり関心がない ５．まったく関心がない 

３．どちらともいえない 

 

 

１．緑や山林の保全のための規制・誘導  

２．屋外広告物や看板の規制・誘導  

３．建物などの色や形に対する規制・誘導  

４．道路や橋，公園，河川等の公共施設の景観整備  

５．街路樹や公園等公共施設の緑化 

６．電線類の地中化（無電柱化）  

７．景観づくりの指導及びアドバイス  

８．景観に関する広報・啓発活動  

９．道路や公園，河川などの清掃活動  

10．その他（                         ）  
 

 

１．自分の建物の色や形を景観に配慮する 

２．自分の敷地に花や緑を増やすなど景観に配慮する 

３．景観やまちづくりのルールを守る 

４．身近な景観やまちづくりについて話し合いながらルールをつくる 

５．景観やまちづくりに関する講演会・イベントなどに参加する 

６．子どもたちに美しい景観の大切さを教える 

７．道路や公園，河川の清掃活動などに参加する 

８．その他（                         ） 

 

良好な景観を形成するための取組についてお伺いします。 

良好な景観を形成するために，行政はどのような取組を重点的に行うべきだと思い

ますか？ ３つ以内で選んで，番号に○をしてください。 

良好な景観を形成するためには，市民の積極的な参加が重要となっています。今後，

あなたが取り組んでもよいと思うものを選んで，番号に○をしてください。 

（いくつでも可） 

問１５．行政の重点的な取組について 

問１６．取組への市民の参加について 

あなたは景観の保全や整備について関心がありますか？ あなたの気持ちに近い番号

に○をしてください。 

問１４．景観への関心について 
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その他，景観などについて，ご意見などがございましたら記入してください。 

 

ご協力ありがとうございました。 

このアンケート用紙については，空欄があっても結構ですので，同封の返信用封筒（切

手は不要）に入れて，●月●日（●）までにお近くのポストに投函してください。 


