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 廿日市市都市計画マスタープラン 現行計画のレビュー                                                     

現都市計画マスタープラン（主な計画項目） 施策、事業等の進捗状況等と評価（主な事項） 都市計画に係る国の主な動き 都市計画マスタープラン改定の方向 

第１ 全体構想 

１ 都市づくりの基本方針 

２ 土地利用の方針 

(1) 土地利用の考え方 

(2) 誘導・整備の方針 

ア 都市的土地利用の方針 

・住居系土地利用 

・商業・業務系土地利用 

・工業・流通系土地利用 

・地域の特性を考慮した都市的土地利用 

イ 自然的土地利用の方針 

・農地の保全・活用 

・森林の保全・活用 

ウ 新たな市街地形成に対する規制・誘導 

・市街地の拡大につながる開発動向への計画的な対

応 

・地域の環境特性を考慮した開発の誘導 

【主な進捗・有意点】 

○用途地域の変更等による住居系、商業系、工業系土地利

用の誘導 

・大規模団地の沿道における用途地域の緩和に伴う生活

サービス施設の誘導 

・下平良二丁目地区埋立事業区域の市街化区域編入、用

途地域及び地区計画の決定と商業系機能の誘導 

・幹線道路沿道等における用途地域の緩和に伴う商業系

施設の誘導 など 

○きめ細かい土地利用誘導 

・ちゅーピーパーク地区地区計画における高さ規制 

 

【課題】 

△宮島における伝統的建造物群保存地区の指定 

など 

○Ｈ24.４ 都市計画法改正／地域地区、都市施設

に係る都市計画決定権限の基礎自治体

への移譲 

○Ｈ26.８ 都市再生特別措置法の改正／多極ネッ

トワーク型コンパクトシティ化の方向

づけ、立地適正化計画の制度化 

○Ｈ26.11 空家対策特別措置法／空家等の適正管

理、有効活用、危険空家に対する措置

等 

○Ｈ27.４ 都市農業振興基本法制定／都市農業の

安定的な継続、都市農業の有する機能

の適切・十分な発揮による良好な都市

環境の形成を目的として制定 

○Ｈ28.９ 都市再生特別措置法改正／国際競争

力・防災機能強化、コンパクトで賑わ

いのあるまちづくり、住宅団地の再生 

○Ｈ29.６ 都市緑地法等の一部を改正する法律／

都市公園の再生・活性化、緑地・広場

の創出、都市農地の保全・活用、緑の

基本計画の記載事項の拡充） 

○多極ネットワーク型コンパクトシティ化に向けた改定 

・立地適正化計画の策定 

・居住誘導、都市機能誘導の検討 

・シビックコア周辺地区、幹線道路沿道地区等におけ

る土地の高度利用 など 

○新機能都市開発の方向づけを記述 

・製造系・業務系・商業系・観光交流系・研究系など

の広域的機能を有する開発の推進 

○市街化調整区域等のおける地域活性化に向けた空き家

の活用について記述 

○農地の生産機能、防災機能、環境保全機能、景観機能

等の役割を記述 

○施策、事業の進捗を踏まえた改定 

３ 都市施設整備の方針 

(1) 交通体系の整備方針 

ア 道路 

・総合交通体系の確立 

・自動車専用道路の整備 

・主要幹線道路の整備 

・幹線道路の整備 

・駐車場の整備等 

・歩行者ネットワークの整備 

イ 公共交通の整備方針 

・鉄道駅及び周辺の整備 

・バス・生活交通の整備 

・宮島口桟橋周辺の整備 

(2) 公園・緑地の整備方針 

ア 緑のネットワークの形成 

イ 都市公園の整備 

ウ 地域特性を生かした公園・緑地などの整備 

エ 防災に配慮した公園・緑地の整備 

(3) 下水道・河川の整備方針 

ア 下水道 

・下水道の効率的な整備 

・雨水排水対策の推進 

イ 河川 

(4) 港湾・漁港の整備方針 

ア 広島港廿日市地区 

イ 厳島港及び宮島口桟橋周辺 

ウ 漁港充実 

【主な進捗・有意点】 

(1) 交通体系の整備 

○主要幹線道路等の整備の進捗 

・国道２号西広島バイパス廿日市高架橋、一般国道 433

号、(都)廿日市駅通線、同畑口寺田線など 

○ＪＲ廿日市駅、ＪＲ大野浦駅における駅舎の橋上化、駅

前周辺の整備 

 ○自主運行バスのルート改正、デマンドバスの導入 

など 

■都市計画道路（幹線道路）整備率(概成済含む) 

Ｈ23.３.31 71.8％→Ｈ29.３.31 76.2％ 

(2) 公園・緑地の整備 

○街区公園の整備（Ｈ23～Ｈ28年度：14箇所） 

○地御前公園（防災機能を持つ近隣公園）の整備 など 

■都市計画区域人口１人当たり都市公園面積（告示公園） 

Ｈ22.３.31 7.42㎡／人→Ｈ29.４.１ 8.04㎡／人 

注：告示公園、宮島公園（風致公園 419.1ha）は含まず 

(3) 下水道・河川の整備 

○公共下水道廿日市処理区、大野処理区の再編 

○公共下水道佐伯処理区域の縮小（約 600→300ha）など 

■公共下水道整備率（処理区域） 

Ｈ21.３.31 23.5％→Ｈ29.４.１ 39.4％ 

(4) 港湾・漁港の整備 

○地方港湾厳島港の港湾区域変更（Ｈ23.３） 

○宮島口地区まちづくりグランドデザインの策定 など 

【課題】 

△未整備の道路、都市公園、公共下水道の整備促進 など 

○Ｈ25.５ ヒートアイランド対策大綱／都市公園

整備、民間建築物等の敷地、公共空間

緑化推進、水と緑のネットワークの形

成等 

○Ｈ25.12 交通政策基本法／交通に関する施策の

基本的事項を定め、交通施策を総合的

かつ計画的に推進 

○Ｈ26.２ 地域公共交通の活性化及び再生に関す

る法律改正／持続可能な地域公共交通

ネットワークを形成するための枠組み

を構築 

○Ｈ26.５ 国土交通省インフラ長寿命化計画（行

動計画） 

○Ｈ27.５ 下水道法改正／下水道の計画的な維持

管理の推進（下水道の維持修繕基準創

設など） 

 

○都市マネジメントの視点から記述 

・道路・橋りょうなどの効率的かつ計画的な維持管理

の方針 

・公園・緑地のマネジメント 

・下水道施設のストックマネジメント 

○施策、事業の進捗を踏まえた改定 

  

資料１ 
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廿日市市都市計画マスタープラン 現行計画のレビュー                                                        

現都市計画マスタープラン（主な計画項目） 施策、事業等の進捗状況等と評価（主な事項） 都市計画に係る国の主な動き 都市計画マスタープラン改定の方向 

４ 市街地の整備の方針 

(1) 既成市街地の整備 

・拠点地区等の整備 

・市街地の再生整備 

・都市基盤整備済み市街地の環境保全と活性化 

・歴史的環境に配慮した市街地の保全・整備 

(2) 進行市街地の整備 

【主な進捗・有意点】 

○都市拠点等における市街地整備事業の進捗 

・廿日市駅北土地区画整理事業完了 

・下平良地区公有水面埋立事業完了 

○既成市街地の整備の進捗 

・ＪＲ宮内串戸駅周辺の整備（都市計画道路） 

○狭あい道路の整備 

 H22→H28 道路延長計 856ｍ 

○Ｈ26.８ 都市再生特別措置法の改正（再掲） 

○Ｈ26.11 空家対策特別措置法制定（再掲） 

○Ｈ28.９ 都市再生特別措置法改正（再掲） 

○拠点地区等における都市機能の誘導の方針を記述 

・地域医療拠点の形成 など 

○空き家対策との連携の方向を記述 

○施策、事業の進捗を踏まえた改定 

５ 自然環境の保全及び都市環境の形成方針 

(1) 自然環境の保全の方針 

・優れた自然環境の保全 など 

(2) 都市環境の形成方針 

・地球環境保全の推進 など 

【主な進捗・有意点】 

○新設する廃棄物処理施設で発生する余熱の再利用による

CO2の削減（計画中） 

○市有財産を活用した太陽光発電事業による CO2の削減 

【課題】 

△自然環境の保全に関する施策の実施 

○Ｈ24.９ 都市の低炭素化の促進に関する法律 

○Ｈ29.６ 都市緑地法等の一部を改正する法律

（再掲） 

○施策、事業の進捗を踏まえた改定 

６ 都市景観の形成方針 

(1) 世界文化遺産を擁する｢宮島｣を有する都市にふさわ

しい景観の形成 

・地域資源や特性を生かした景観づくり など 

(2) 景観づくりの推進 

・市民と協働による景観づくりの推進 など 

【主な進捗・有意点】 

○景観計画の策定、市民との協働による景観形成の取組の進

捗 

・廿日市市景観計画策定 

・景観百選の取組（Ｈ24～） 

 ○施策、事業の進捗を踏まえた改定 

７ 都市防災の方針 

(1) 災害対策の推進 

・地震・火災対策、水害対策、土砂災害対策など 

(2) 防災体制の強化 

【主な進捗・有意点】 

○防災機能を備えた公園の整備（地御前公園）（再掲） 

【課題】 

△市街地の不燃化の推進（防火・準防火地域の指定） 

○Ｈ26.11 土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律改正 

○施策、事業の進捗を踏まえた改定 

８ バリアフリーのまちづくりの方針 

(1) 安心・快適に移動できる交通環境づくり 

(2) 人にやさしい施設づくり 

【主な進捗・有意点】 

○バリアフリーのまちづくりの進捗 

・ＪＲ廿日市駅、大野浦駅におけるバリアフリー化 

・ＪＲ宮島口駅におけるＥＶ設置 など 

 ○施策、事業の進捗を踏まえた改定 

第２ 重点地区整備構想 

１ シビックコア周辺地区等 

・多くの人が集い、行き交う賑わいのあるまちを創る 

・利便性の高い快適なまちなか居住を実現する 

・「都市拠点」・「まちなか」としての一体的な市街地

を形成する 

【主な進捗・有意点】 

○市街地整備、都市基盤の整備の進捗 

○商業機能の強化（下平良二丁目地区埋立地への大規模商業

施設の立地 など） 

【課題】 

△木材港、木材港北地区における土地利用転換 

－ 

○施策、事業の進捗を踏まえた改定 

２ 宮島口地区 

・宮島への安全で、わかりやすいアクセスを確保する 

・宮島口の魅力を高め、楽しめる環境・空間を創る 

・宮島口に安心して住める住環境を整備する 

【主な進捗・有意点】 

○宮島口地区まちづくりグランドデザインの策定による官

民におけるビジョンの共有 
－ 

○施策、事業の進捗を踏まえた改定 

○宮島口地区まちづくりグランドデザインを受けた記述 

第３ 計画の推進方策 

１ 市民と行政との協働によるまちづくりの推進 

・情報提供の充実 

・協働システムの整備 

・市民主体のまちづくり活動の推進  

２ 都市整備の推進 

・選択と集中による都市整備の推進 

・ハードとソフトが連携した都市整備の推進 

３ 計画の適切な運用 

【主な進捗・有意点】 

○市ＨＰによる情報提供の充実 

 

【課題】 

△民間の都市計画への参画、官民連携の推進 

○Ｈ27.７ 新たな時代の都市マネジメントはい

かにあるべきか（中間とりまとめ）

（社会資本整備審議会） 

○都市経営の視点からの改定 

・ストックマネジメントの記述 など  

○都市マネジメントを記述（全体構想１－(4)都市づくり

の基本方針） 

・官民連携（ＰＰＰ／ＰＦＩ）、ＰＲＥの活用、エリア

マネジメント など 

 


