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7.グランドデザイン

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

  
 

 

 

広電ガーデン

国道 2 号 

 駐⾞場容量 拡⼤等（短期）
2）国道２号沿   各駐⾞場  案

内誘導情報板の整備 

交通容量 拡⼤等（⻑期） 
1）国道２号の改良 

地区内全域 

 公共交通機関 利⽤促進（短期 ⻑期）
1）パーク＆ライド等渋滞対策の継続 
2）公共交通機関 更  利⽤促進 

市道⾚崎３号線 臨港道路

 快適 歩⾏者空間 形成（短期）
4）市道⾚崎３号線 臨港道路の歩道設置 

 交通容量 拡⼤等、 踏切解消（短期）
 ２）  １）市道⾚崎３号線 臨港道路 改良

 快適 歩⾏者空間 形成（短期）
8）地区内案内誘導サインの整備

 駐⾞場容量 拡⼤等（短期）
1）市営駐⾞場の整備 

駐⾞場容量 拡⼤等（短期）
1）広電    駐⾞場等 整備 

踏切解消（短期）
2）広電    駐⾞場      整備 

 快適 歩⾏者空間 形成（⻑期）
7）ＪＲ北側地区駐⾞場  連続性確保

市道⾚崎 14 号線 
交通容量 拡⼤等（短期） 

3）市道⾚崎 14 号線の改良 

快適 歩⾏者空間 形成（短期） 
6）市道⾚崎１４号線の歩道設置 

快適 歩⾏者空間 形成（⻑期）
2）ＪＲ宮島⼝駅の⾃由通路（橋上化）整備 
3) 県道厳島公園線のＪＲ駅⾃由通路 連絡 

たペデストリアンデッキの整備等 

 快適 歩⾏者空間 形成（短期 ⻑期）
3）県道厳島公園線の歩道拡幅 歩⾏者優先化、

ロータリー整備 

 
 整備⽅針 宮島観光交通 通過交通 円滑 処理 快適 歩⾏者空間 形成 

観光交流拠点    地区 快適性向上     地区 集中  観光 目的   交通⾞両  国道２号   通過  交通⾞両     円滑 処理 誘導
 ⾏      交通抑制 実施   快適 歩⾏者空間 確保     歩⾏者優先       ⾏     

実施施策 導入場所、機能・内容、主な取組等 

 交通容量 拡⼤等 1）国道２号（改良） ２）市道⾚崎３号線 臨港道路（改良：既定計画）  
3）市道⾚崎１４号線（改良：既定計画） 4）市道⾚崎１４号線⻄側延伸  5）市道地御前対厳⼭線交差点改良 

 踏切解消 1）市道⾚崎３号線 臨港道路（改良：既定計画） 2）広電    駐⾞場      整備  
3）ＪＲ南側地区と市道⾚崎１４号線との連絡強化 

 快適 歩⾏者空間 形成 

1）国道２号（歩道拡幅） 2）ＪＲ宮島⼝駅 ⾃由通路（橋上化）整備  
3）県道厳島公園線（※臨港道路 ⼀部重複）（歩道拡幅 歩⾏者優先化 ＪＲ駅⾃由通路 連絡             整備      整備） 
4）市道⾚崎３号線 臨港道路（歩道設置：既定計画）（県道厳島公園線  ⻄側 ⾚崎３号線歩道 拡幅） 
5）市道⾚崎３号線（県道厳島公園線歩⾏者優先化 伴      機能 確保）  
6）市道⾚崎１４号線（歩道設置：既定計画）7）ＪＲ北側地区駐⾞場  連続性確保 8）地区内案内誘導サインの整備 

 駐⾞場容量 拡⼤等 1）効率性 踏   市営駐⾞場 広電    駐⾞場等 整備  2）国道２号沿   各駐⾞場  案内誘導情報板 整備 
 公共交通機関 利⽤促進 1）観光⾏楽       時 対応  パークアンドライド等渋滞対策の継続  2）公共交通機関 更  利⽤促進 

 ※施設整備に当たっては、バリアフリー法を遵守し、かつユニバーサルデザインにも配慮して整備する 

《目指すべき（期待される）まちづくりの効果》 
   観光   期    国道２号  渋滞⻑ 減少 

（地区内渋滞損失時間の短縮）  
   公共交通機関利⽤者 増加 
  駐⾞場入庫時間 短縮 

   観光ピーク期における市道地御前対厳⼭線等  渋滞⻑ 減少 
  宮島⼝地区利⽤者 快適性（鉄道等利便性 道路 歩道整備等） 

 係 満⾜度 向上                            など 

         広域連携軸 

         シンボル軸 

         主要アクセス軸 

         海辺の回遊軸 

         交通結節点 

凡 例 

市道地御前対厳山線等

 交通容量 拡⼤等（短期）
5）市道地御前対厳⼭線交差点改良 

 快適 歩⾏者空間 形成（⻑期）
4）市道⾚崎３号線の歩道拡幅（県道厳島公園線  ⻄側） 
5）市道⾚崎３号線（県道厳島公園線歩⾏者優先化 伴   

タリー機能の確保） 

快適 歩⾏者空間 形成（短期 ⻑期） 
1）国道２号の歩道拡幅 

 踏切解消（⻑期） 
3）ＪＲ南側地区と市道⾚崎１４号線との連絡強化

 快適 歩⾏者空間 形成（⻑期）
5）市道⾚崎３号線（県道厳島公園線歩⾏者

優先化に伴うロータリー機能の確保） 

施策の柱 Ⅰ 交通円滑化

駐⾞場案内誘導板      

7. グランドデザイン

 出典 ⾦沢市ＨＰ

交通容量 拡⼤等（⻑期）
4）市道⾚崎１４号線⻄側延伸 
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7.グランドデザイン

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

  
 

 

 

下水道・公園（公共空地）等の整備（短期）
2）公園（公共空地）としてターミナル横緑地、海辺の回遊軸を整備

 防災対策の整備（海辺の回遊性向上含む）（短期） 
1）防災上課題   ⽼朽化  護岸 整備  地区内 防災

安全性を向上させるとともに、併せて海辺の回遊軸となる快適
 歩⾏者空間 創出 

 コミュニティの推進（短期・⻑期）
1）これからの地域内のまちづくりに必要な機能を確保 

【整備⽅針】観光振興と共存した地区内の快適性の向上 
宮島⼝地区  多  住⺠ 事業者   ⽣活 営         観光客 利便性向上         居⼼地 良 ⽣活環境 整備 取 組     

実施施策 導入場所、機能・内容、主な取組等 

 下水道・公園（公共空地）等の整備 
1) 地区内全域を対象として下水道を整備 
2) 公園（公共空地）としてターミナル横緑地、海辺の回遊軸を整備するとともに、今後、現集会所の公園のほか、地区

内全域を対象として必要な公園（公共空地）を整備 

 防災対策の整備（海辺の回遊性向上含む）
1) 防災上課題   ⽼朽化  護岸 整備  地区内 防災安全性 向上        併  海辺 回遊軸とな

る快適 歩⾏者空間 創出 
2) ＪＲ北側地区    浸水対策（⾬水排水） 実施 

 災害時避難施設の整備等 1)           市営駐⾞場   災害時避難施設   活⽤、また、それらの施設への避難誘導サインも整備 

 地域産業の活性化 1) まちづくりを進める中で、公共空間等の整備において廿日市産木材を活⽤するなど、地区内はもとより地域の産業活
性化を推進 

 コミュニティの推進 1） これからの地域内のまちづくりに必要な機能を確保 
 利便性向上施設 誘致等 1) 地区内全域を対象として、地域の⽅々の利便性向上にも資する施設を確保 
※施設整備に当たっては、バリアフリー法を遵守し、かつユニバーサルデザインにも配慮して整備する 

 
地区内全域 防災対策の実施（短期）

2）ＪＲ駅北側地区    浸水対策（⾬水排水） 実施 

 災害時避難施設の整備等（短期）
1）          市営駐⾞場   災害時避難施

設として活⽤、また、それらの施設への避難誘導サイン
も整備 

海辺の緑地公園イメージ 

広島県 宇品波止場公園付近

護岸 歩⾏空間     

《目指すべき（期待される）まちづくりの効果》 
   地区内住⺠ 快適性（鉄道等利便性 賑   場 道路 歩道整備等） 

 係 満⾜度 向上 
   地区内住⺠ 災害対策 係 満⾜度 向上 
   公共下水道の普及・促進                         など 

         広域連携軸 

         シンボル軸 

         主要アクセス軸 

         海辺の回遊軸 

         交通結節点 

凡 例 

広島県 宇品波止場公園付近

 下水道・公園（公共空地）等の整備（⻑期）
2）今後、現集会所の公園のほか、地区内全域を

対象として必要な公園（公共空地）を整備 

 利便性向上施設の誘致等（⻑期）
1）地区内全域を対象として 地域 ⽅々 利便性

向上にも資する施設を確保 

施策の柱 Ⅱ 生活環境向上 

7. グランドデザイン

 地域産業の活性化（短期・⻑期）
1）まちづくりを進める中で、公共空間等の整備にお

いて廿日市産木材を活⽤するなど、地区内はも
とより地域の産業活性化を推進 

 下水道・公園（公共空地）等の整備（短期）
1）地区内全域を対象として下水道を整備 
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7.グランドデザイン

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 建物等の街並み形成（短期 ⻑期）
1）「景観形成重点ゾーン」にあるフェリーターミナル等新設建築物、シンボル軸で

  県道厳島公園線沿  ⺠間施設 形態 意匠      （建物等 
正⾯をなす外観）等を、うるおいと落 着     和        統⼀ 

2）「景観形成ゾーン」における建物等の形態・意匠、眺望・景観に配慮した高
 制限  建築規制等     良好 景観形成に向けて誘導 

厳島公園線沿いのイメージ 

 屋外広告物の規制（短期 ⻑期）
1）「景観形成重点ゾーン」として、シンボル軸である県道厳

島公園線、フェリーターミナル付近において、屋外広告物
の位置、形態・意匠や色彩等について規制・誘導し、建
物等 合   良好 街並  形成、「景観形成ゾー
ン」についても同様な考えに基づき取組を実施 

宮島眺望ゾーン 

景観形成重点ゾーン景観形成ゾーン 

 県道厳島公園線の高質・美装化（短期 ⻑期）
1）    軸   県道厳島公園線 歩⾏者優先化 向  

歩 ⾞道空間含  参道       高質 美装化 図  
シンボル軸としてふさわしい景観を形成 

市営駐⾞場 イメージ 

フェリーターミナルのイメージ 

 宮島への眺望確保（短期）
1）海辺の回遊軸において、展望所等を整備し、

宮島への眺望を確保 
宮島への眺望確保イメージ 

緑化推進ゾーン 
景観形成重点ゾーン 

景観形成ゾーン 
宮島眺望ゾーン 

         広域連携軸 

         シンボル軸 

         主要アクセス軸 

         海辺の回遊軸 

凡 例 

《目指すべき（期待される）まちづくりの効果》 
   宮島来島者数（外国人来島者数）の増加 
   景観 係 満⾜度 向上 
   地区内 緑化率 向上                   など 

施策の柱 Ⅲ 良好 景観形成 

 整備⽅針 世界遺産 宮島 ⽞関⼝       宮島       意識  景観形成 
宮島⼝地区 到着  瞬間   世界遺産 彷彿      宮島観光 対  高揚感 醸成   景観    ⾏    具体的   宮島       意識       

 落 着      和             統⼀     
実施施策 導入場所、機能・内容、主な取組等 

 建物等の街並み形成 

1)  景観形成重点                等新設建築物     軸   県道厳島公園線沿  ⺠間建物等の形態・
意匠、ファサード（建物等の正⾯をなす外観）等を、うるおいと落 着     和        統⼀ 

2) 「景観形成ゾーン」における建物等の形態・意匠、眺望・景観に配慮した高さ制限など建築規制等     良好 景観形成 
向けて誘導 

 県道厳島公園線の高質・美装化 1)     軸   県道厳島公園線 歩⾏者優先化 向  歩 ⾞道空間含  参道       高質 美装化 図     
ル軸としてふさわしい景観を形成 

 屋外広告物の規制 
1) 「景観形成重点ゾーン」として、シンボル軸である県道厳島公園線、フェリーターミナル付近において、屋外広告物の位置、形態・

意匠や色彩等について規制・誘導  建物等 合   良好 街並  形成、「景観形成ゾーン」についても同様な考えに基づ
き取組を実施 

 宮島への眺望確保 1) 海辺の回遊軸において、展望所等を整備するなど、宮島への眺望を確保 
 緑化の推進 1)     軸及 交通結節点 等 中⼼ 先導的 緑化 進      ⺠間駐⾞場       ⺠地等     緑化 推進 

※施設整備に当たっては、バリアフリー法を遵守し、かつユニバーサルデザインにも配慮して整備する 

 緑化の推進（短期 ⻑期）
1）「まちの軸及び交通結節点」等を中⼼に先

導的 緑化 進      ⺠間駐⾞場 
      ⺠地等     緑化 推進 

駐⾞場 緑化     

7. グランドデザイン
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7.グランドデザイン

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 賑わい施設の整備・誘致（短期 ⻑期）
1）地区の回遊性等を高めるために、フェリーターミ

ナルや厳島公園線沿いなどの賑わいゾーンや、
市営駐⾞場   賑  候補地 中⼼    
飲食・物販施設・宿泊施設などや、賑わい創出
に資する施設を整備・誘致

 

 整備⽅針 県道厳島公園線 交通結節点   観光動線 回遊性 滞留性 向上 
観光交流拠点   市域全体 活性化 目指    拠点機能 高       各事業者 市⺠   連携   新  魅⼒    必要    海辺 ⽴地 有効 活   

つ、地区内でのイベント開催や、他地域との広域的な観光連携など、様々な取り組みにより、地区内の回遊性等を向上させ、従来の通過型から滞在型へと転換させていきます。 
実施施策 導入場所、機能・内容、主な取組等 

 観光 魅⼒発信施設 整備 
1) フェリーターミナルを中⼼に 宮島  観光案内 充実 強化 宮島 含 当該地区 魅⼒向上 図      市域全体 活性化 

つながる観光交流拠点   機能      市内各地への観光案内や情報発信、市特産品等の販売など、その機能も充実・強化 
2) 近年 外国人観光客 増加 踏     受 入 環境 整備 

 イベント実施  1) ターミナル横緑地や県道厳島公園線付近等において、地域等が主体となったイベントを実施 
2) 宮島競艇とも連携したイベントなども実施 

 海辺の回遊性の向上（再掲） 1) 海辺の回遊軸となる護岸を整備  快適 歩⾏者空間 創出         空間 活⽤  賑わいを創出 

 賑わい施設の整備・誘致 1) 地区の回遊性等を高めるために、          厳島公園線沿    賑       市営駐⾞場   賑  候補地を中⼼
として、飲食・物販施設・宿泊施設などや、賑わい創出に資する施設を整備・誘致 

 広域観光に対応した港湾施設の充実 1) 宮島⽅⾯      広域的 観光航路 拡充等 対応  港湾施設を充実 
※施設整備に当たっては、バリアフリー法を遵守し、かつユニバーサルデザインにも配慮して整備する 

フェリーターミナルゾーン

観光 魅⼒発信施設 整備（短期） 
1）フェリーターミナルを中⼼に、宮島への観光案内の充実・強化や宮島を含

 当該地区 魅⼒向上 図      市域全体 活性化     観
光交流拠点   機能      市内各地  観光案内 情報発
信、市特産品等の販売など、その機能も充実・強化 

2）近年 外国人観光客の増加を踏まえ、その受け入れ環境を整備

広域観光に対応した港湾施設の充実（短期） 
1）宮島⽅⾯      広域的 観光航路 拡

充等に対応した港湾施設を充実 

海辺の回遊軸

 海辺の回遊性向上（短期 ⻑期）
1）護岸 整備  快適 歩⾏者空間 創

出、その空間を活⽤して賑わいを創出 

護岸を活⽤した賑わいイメージ 

広島県 宇品波止場公園付近

シンボル軸ゾーン

 イベント実施（短期 ⻑期）
1）県道厳島公園線付近等において、地域等が主体となった

イベントを実施 

賑わいイメージ（お砂焼き祭り） 

魅⼒発信施設      
宮島⼝資料館 ジオラマの展示 

イベント実施（短期 ⻑期） 
2）宮島競艇とも連携したイベントなど

も実施 

賑わい候補地 

シンボル軸ゾーン
（賑わいゾーン）

フェリーターミナルゾーン
（賑わいゾーン） 

《目指すべき（期待される）まちづくりの効果》 
   市内総観光客数の増加（外国人観光客数の増加） 
   宮島観光を含む観光客滞在時間の増加  
   市内観光消費額の増加 
   市内宿泊者数の増加 
  宮島の閑散期５ヶ月間の観光客数の増加     など 

イベント開催例 

飲食・物販施設のイメージ          広域連携軸 

         シンボル軸 

         主要アクセス軸 

         海辺の回遊軸 

凡 例 

フェリーターミナルゾーン

 イベント実施（短期 ⻑期）
1）ターミナル横緑地付近等において、地域等が主

体となったイベントを実施 
イベントの開催イメージ 

施策の柱 Ⅳ 賑わい創出 

7. グランドデザイン

































 

 

 
 


