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１ 都市づくりの基本方針 

（１）都市づくりの理念 

本市は、平成 15 年３月に旧佐伯町、旧吉和村、平成 17 年 11 月に旧大野町、旧宮島町と

合併し、まちを取り巻く環境は大きく変化しました。 

人口は約 1.6 倍、市域は約 10.2 倍に拡大し、コンパクトな市域から島しょ部の瀬戸内海、

沿岸部、内陸部、西中国山地の山間部の変化に富んだ多様な特性と資源を有することにな

り、こうした特性を生かし、新しい都市づくりに向けての飛躍、発展が期待されています。 

しかし、その一方で、土地利用の整序とその適切な誘導、市域の拡大に対応したわかり

やすく、機能がより効果的に発揮できる都市構造の構築や魅力ある拠点地区の形成、幹線

道路の渋滞解消など交通体系の整備、安全で良好な市街地環境の確保、環境の保全と景観

の保全・創造など、残されている課題に新たな視点から取り組んでいくことが求められて

います。 

また、都市化社会から都市社会、人口減少・少子高齢・成熟社会へ移行しつつあるなか、

本市においても、住宅開発を背景とした人口増加による都市成長時代は終焉し、これまで

のまちづくりの図式から大きく転換し、主体的に都市を構築していくことが求められてい

ます。 

さらに、国の財政改革や合併に伴う大型の公共事業の実施などに伴い、本市の財政環境

は厳しい状況下にあり、まちづくりにあたっては、選択と集中によって、計画的かつ効率

的に推進していくことが重要となっています。 

また、地方分権・協働社会へ移行する中で、行政主導から市民との協働によるまちづく

りを推進していくことがより重要となっています。 

 

こうした中、これからのまちづくりにおいては、人口減少・少子高齢社会、成熟社会、

地方分権など、時代の大きな変化を乗り越え、心豊かで質の高い市民生活を創造していく

とともに、地域の個性ある魅力づくりや活性化を進め、将来に向けて安定的かつ持続的に

成長していくことが重要となっています。 

本市においては、第５次廿日市市総合計画において、住宅都市を成り立ちとしたまちか

ら、合併により加わった新たな資源を大切にした自立するまちへと進化することを目指し、 
 
「 世界遺産を未来につなぎ、多彩な暮らしと文化を育む都市・はつかいち 」 

 

を都市像として掲げています。 

この都市像の実現を目指しつつ、都市計画に係る施策を的確に推進するため、都市づく

りの理念として次の３つを掲げます。 

 

 

 

■新しい都市アイデンティティを創造するまちづくり 

■効率的で持続可能なまちづくり 

■良質なストックを積み重ね、将来の資産を創るまちづくり 
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■新しい都市アイデンティティを創造するまちづくり 

人口減少・少子高齢社会・成熟時代への変化を新たな都市・地域の再構築期として捉

え、新たな都市の構造や多彩な歴史・文化資産を背景として、これらに新たな価値を吹

き込みながら、市民が安心して暮らし、活力と独創性のある多くの人を惹きつける美し

く魅力ある都市の創造に向けて、都市イメージを更新していく新しい都市アイデンティ

を創造するまちづくりを推進します。 

 

■効率的で持続可能なまちづくり 

拡大成長から持続的発展が可能な地域の特性を生かした主体的なまちづくりに向け

て、都市機能をコンパクトに集約し、環境負荷や社会資本コストを軽減するよう、都市

機能の拡散や無秩序な開発の抑制等適切な土地利用の誘導、コンパクトで利便性の高い

市街地の形成など、効率的で持続可能なまちづくりを推進します。 

 

■良質なストックを積み重ね、将来の資産を創るまちづくり 

量的充足から質的充足へ向けて、今日まで蓄積してきた都市の資産の有効活用を図りな

がら、将来の都市の資産として、安全・安心で良質なストックを持続的に積み重ね、快適

な空間秩序を構築し、市民が地域に暮らす楽しさや誇りを実感し、多彩な生活を享受でき

る、美しさややさしさが共生する文化性豊かな地域空間を創造する魅力あるまちづくりを

推進します。 
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（２）都市づくりの目標 

都市づくりの理念を踏まえ、都市づくりの目標として次の７つを掲げます。 

 

ア バランスのとれた都市の形成 

快適な市民生活を確保し、活発な都市活動を促進していくよう、長期的な展望と戦略的

なまちづくりの方針に基づいた機能的かつ適正な土地利用を誘導し、豊かで優れた自然環

境を保全するとともに、自然環境と調和した秩序ある市街地の形成を図り、全体的にバラ

ンスのとれた都市とします。 

 

イ 都市発展を先導する都市構造と魅力ある拠点の形成 

拡大した市域と機能の立地状況を基に、将来の都市発展を見据え、個性ある拠点の形成

や幹線道路、公共交通体系の整備によるネットワークの強化を推進し、地域の特性を生か

した機能が効果的に発揮できる都市構造を形成します。 

また、拠点地区の形成にあたっては、拠点地区の性格に応じた都市機能の集積整備や市

街地の整備を進め、個性と魅力を備えた拠点として形成します。 

 

ウ 利便性や快適性を高める交通体系の構築 

幹線道路における慢性的な渋滞を解消し、円滑な交通流動を確保するよう、（都）広島

南道路の整備、国道２号西広島バイパスの高架化等広域幹線道路の整備を促進するととも

に、県道廿日市環状線、県道廿日市佐伯線、その他の都市計画道路の整備・改良など地域

内幹線道路の整備を推進します。 

また、交通結節点である鉄道駅のターミナル機能の強化、生活バス路線の充実確保など、

公共交通の利便性の向上を図ります。 

 

エ 良好な市街地・集落の形成と開発立地の適正な誘導 

地域の特性を生かした秩序あるまちづくりを進め、それぞれに個性ある市街地・集落を

形成していくよう、既成市街地及び進行市街地の特性に応じた整備を進め、良好な市街地

の形成を図るとともに、市街化調整区域における集落環境を保全し、現状の市街地規模を

基本とする市街地規模の維持を図ります。 

また、市街地を新たに形成する新たな開発については、既存の市街地と連携した効率的

な都市づくりや景観、災害発生に配慮した開発の誘導を図ります。 

 

オ 安全・安心で人にやさしい市街地の形成  

市民が安全に安心して暮らすことができるよう、土砂・浸水・高潮対策等自然災害への

対応を進めるとともに、公園、道路等のオープンスペースの計画的な確保、建築物の耐震

性の改善促進、老朽密集市街地の改善等を進め、火災や地震等の災害に強い市街地の形成

を図ります。 

また、公共建築物、鉄道駅、道路等のバリアフリー化を進め、人にやさしい市街地環境の

形成を図ります。 
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カ 水と緑を生かした潤いのある市街地環境や優れた景観の形成  

身近な水と緑の自然環境を生かした潤いのある都市空間の形成や田園環境の保全を図

り、自然と共生したまちづくりを進めます。 

また、「景観計画」に基づいて世界文化遺産を擁する「宮島」の歴史文化環境を保全、

自然環境と調和した潤いのある田園集落地の形成、市街地における統一感のある街並みの

形成など地域特性に応じた美しい景観づくりを推進し、魅力ある都市の形成を図ります。 

 

キ 協働のまちづくりの推進 

市民の理解と協力のもと、まちづくりの理念を共有しながら、市民とともにまちづくり

を推進していくため、情報の共有と説明責任の徹底、市民ニーズの的確な把握、対応など

協働のまちづくりのための環境を整え、市民円卓会議の活用、市民活動センターの活動促

進、多様な参画機会の拡充などを通じて、市民と行政の協働のまちづくりを推進します。  
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（３）将来人口 

本市の人口は、これまで、広島市を中心とした広島都市圏の人口増勢に対応した住宅地

開発に伴う人口流入によって急増し、これまで増加傾向で推移してきましたが、平成

17(2005)年以降は減少傾向に転換しています。 

今後、全国的な人口減少・少子高齢化のより一層の進行が予想される中、本市において

も、人口増加を見込むのは難しい状況です。 

第５次廿日市市総合計画においては、こうした見通しを踏まえつつ、出来るだけ現状人

口の維持を図ることを前提に、目標年次である平成 27(2015)年の人口を 11 万６千人とし

ています。   

平成 27(2015)年以降においても、人口減少・少子高齢化と相まって、現下の金融不安に

発した直下型の景気後退による 100 年に一度の世界経済危機といわれるなか、将来的な経

済環境の見通しは極めて不透明となっており、こうした状況下では、これまで本市の人口

増加を担ってきた戸建住宅を主とした大規模な宅地開発など民間の開発を想定することは

より困難となることが考えられます。 

このため、人口はすう勢的な要因のもと、減少傾向で推移していくものと見込まれます

が、拠点地区における都市基盤の整備や都市機能の充実、多様な居住の推進及び子育て支

援の充実、就業機会の拡充などの施策の推進を図ることにより、既成市街地への人口定住

や流入を促進し、密度の高い市街地の形成を図るなど住みやすい、住んでみたいまちづく

りを推進し、将来的にも人口維持を目指すものとします。 

 

 

 

 

表 将来人口 
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注-1：人口フレーム値は、第５次廿日市市総合計画より 

注-2：推計値の、平成17年までは、国勢調査より 

注-3：推計値の、平成22年以降は、広島県将来人口推計（コーホート法）より 
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（４）都市構造 

本市が広島都市圏西部の拠点として、多様な資源や都市機能を生かし、一体的な地域とし

て発展していくため、それぞれの地域の特性や役割に応じて市域を４つのゾーンに区分し、

各種機能が集積した拠点地区を設定するとともに、それらをつなぎ、生かせる都市軸を配置

し、各々の機能が効果的に発揮できる都市構造を形成します。 

 

ア 地域ゾーニング 

(ｱ) 国際観光交流ゾーン 

宮島地域および宮島口周辺を国際観光交流ゾーンとします。 

国際的な観光交流、歴史文化・自然環境保全の場として位置づけ、島全体のメリハリ

のある観光資源の演出・魅力アップ、自然環境の保全、人口減少を抑制するための生活

環境の整備、玄関口にふさわしい宮島口の再編整備などを推進します。 

 

(ｲ) 都市居住ゾーン 

廿日市・大野地域の沿岸部を都市居住ゾーンとします。 

広島都市圏西部の副都心、市の中心としての都市機能集積、情報発信の場、都市居住

の場として位置づけ、都市機能の高次化・集積誘導、都市基盤（道路・交通など）、都

市空間（にぎわい・潤い）の整備による都市の利便性と魅力アップ、住環境の整備によ

る都市居住の推進、都市活力と定住を支える就業環境の確保などを推進します。 

 

 (ｳ) 田園居住ゾーン 

佐伯地域を中心とする内陸部を田園居住ゾーンとします。 

田園居住、農業振興、スポーツ・レクリエーション、環境保全の場として位置づけ、

都市基盤（道路・交通など）の整備、定住を支えるための生活施設・環境の整備、特色

ある農林業の振興、自然環境の保全などを推進します。 

 

(ｴ) 森林文化交流ゾーン 

吉和地域を中心とする山間部を森林文化交流ゾーンとします。 

環境保全・自然体験学習、農業振興、観光交流の場として位置づけ、多様な定住を支

える機能の強化、特色ある農林業の振興、自然環境の保全、地球環境保全に向けた情報

発信力の強化、特産品の開発などを推進します。 
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イ  拠点地区 

(ｱ) 都市・生活機能 

＜形成方針＞  

市民生活や都市活動を円滑に行うための都市・生活機能については、行政機能をはじ

めとする既存都市機能の集積状況や今後の都市づくりの基本方針を踏まえ、都市拠点お

よび地域拠点を設定します。 

都市拠点は、本市および広島都市圏西部において、都市機能の中心的役割を担う拠点、

地域拠点は主に生活圏を対象として防災・福祉・保健を含む生活サービス機能を提供す

る拠点として形成します。 

宮内地区の県道廿日市佐伯線沿い、ＪＲ阿品駅周辺の商業機能などが集積した一帯及び

宮島の玄関である宮島口は、にぎわいエリアとして位置づけ、都市拠点の補完的機能を担

うものとします。 

 

【都市拠点】 

シビックコア周辺地区（ＪＲ廿日市駅～市役所～ＪＲ宮内串戸駅～ＪＡ広島厚生連廣

島総合病院周辺）を都市拠点とします。 

都市機能の集積整備、高次化、にぎわい空間の整備、土地の有効・高度利用、良好な

住環境の整備など中心市街地としての魅力や利便性のアップを進め、本市の中心拠点、

広島都市圏の副都心にふさわしい場として形成します。 

 

【地域拠点】 

宮島地区、大野中央地区（支所～筏津
いかなづ

周辺）、津田地区、吉和地区を地域拠点としま

す。 

生活サービス機能の充実強化による地域拠点性の向上、良好な居住の場としての環境

整備を進めます。 

 

(ｲ) 観光・交流機能 

＜形成方針＞  

まちの魅力や活力を高め、国内外と広くつながるための観光・交流などの機能につい

ては、瀬戸内海から西中国山地一帯にわたって分布する、海水浴からスキーまで楽しめ

る多彩な資源・施設を生かすことにより、一層の充実を図ります。 

世界文化遺産の保全・活用と環境保全を基本的視点に、本市の観光・交流を先導する

役割を主に担う地区を拠点地区として位置づけ、歴史文化発信拠点および森林文化創出

拠点として形成します。 

宮浜温泉地区は健康保養エリア、鳴川海岸周辺は海辺のレクリエーションエリア、ち

ゅーピーパーク周辺は交流レクリエーションエリア、経小屋山森林公園、おおの自然観

察の森、アルカディア・ビレッジ周辺、吉和魅惑の里周辺及びもみのき森林公園は緑の

レクリエーションエリア、温泉やスキー場、美術館が集積した女鹿平地区は複合リゾー

トエリア、佐伯総合スポーツ公園はスポーツ・レクリエーションエリア、瀬戸内海国立

公園および西中国山地国定公園は森林資源保全エリアとして位置づけ、拠点地区と連携

して観光・交流機能を担うものとします。 
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【歴史文化発信拠点】 

宮島及び宮島口地区（厳島港～厳島神社周辺および宮島口）を歴史文化発信拠点としま

す。 

国際的な観光交流・情報発信の拠点として、宮島のブランド力を高め、効果的な演出を

図るとともに、港湾・景観・交通・バリアフリーなど宮島口の総合的環境の整備を推進

します。 

 

【森林文化創出拠点】 

吉和地区（支所を中心に国道 186 号沿道）を森林文化創出拠点とします。 

地球環境保全に向けて、自然体験学習・情報発信する拠点として、環境保全への総合

的な取り組み、森林環境の体系的な学習・交流環境の整備、森林環境の活用を推進しま

す。 

 

(ｳ) 活力創出機能 

＜形成方針＞  

都市の活力を維持・増進するための、工業などの生産機能については、既存の工業団地

の充実を図るとともに、本市の将来に向けて新たな活力創出の可能性を秘めた地区を新

都市活力創出拠点として位置づけます。 

宮内・佐伯工業団地の既存集積地については、生産・流通エリアとして、拠点地区と連

携し、生産・流通を安定的に支えていくものとします。 

 

＜拠点地区＞ 

  【新都市活力創出拠点】 

平良・佐方地区および木材港地区を都市の将来を見据え、新たな活力を創出し、都市

の発展を牽引する新都市活力創出拠点とします。 

平良・佐方地区は、業務・研究・交流などの広域的機能を有する活力創出拠点として

の可能性を秘めた地区であるため、新機能都市開発構想の具体化に備えて関連道路や周

辺環境を整備します。 

木材港地区は、既存の産業集積を踏まえ、新しい時代環境に即応した産業構造の転換、

土地利用転換などによる再編整備の誘導を進めます。 
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ウ 都市軸の設定 

地域間を連絡し、都市の骨格を形成する人・もの・情報の連携・交流軸を設定します。 

本市の連携・交流軸は、東西方向の都市基本軸、南北方向の都市連携軸の２つの軸から構

成します。

 

（ｱ）都市基本軸 

都市基本軸は、沿岸部、内陸部及び山間部のそれぞれの３つの東西方向の軸から構成し

ます。 

沿岸部の軸は、本市の も重要な軸として、拠点地区相互を連絡するとともに、広島市

や大竹市、山口県などと連絡し、広域的な都市活動や流動を支える軸、内陸部の軸は、

沿岸部の軸を補完する軸として位置づけます。 

沿岸都市基本軸上では都市拠点を中心とする区域を都市中心エリア、生活拠点である大

野中央地区を中心とする区域を都市サブエリアとし、区域内の拠点機能の相互連携を図

り、魅力ある都市居住ゾーンの形成を推進するものとします。 

山間部の軸は、西中国山地の森林文化圏の連携・交流を先導する軸として位置づけます。 

 

(ｲ) 都市連携軸 

都市連携軸は本市の南北を連絡する背骨に相当する軸で、沿岸部から島しょ部へ連絡

する軸は、広域的な観光・交流を先導する軸、沿岸部から内陸部を通り、山間部へ至る

軸は都市・生活拠点を連絡するとともに、市域内の資源をつなぐ軸として位置づけます。 

都市連携軸上の内陸部では、生活拠点である津田地区を中心とする区域を田園都市エ

リアとし、良好な田園居住ゾーンの形成を推進するものとします。 

山間部から北へ向かう軸は、世界遺産相互の連携等山陰と中心の連絡を意図する軸と

して位置づけます。 
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図 都市構造図 
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２ 土地利用の基本方針 

本市の特性を踏まえ、土地を有効に活用し、将来の健全な発展を図っていくため、次のよ

うな考え方に基づいて総合的かつ計画的な土地利用を推進します。 

 

（１）土地利用の考え方 

ア 地域特性を生かし、多様な資源と共生した土地利用の推進 

市域全体の調和と発展を図るよう、それぞれの地域の地形条件、自然環境、歴史・風土、

市街地や施設の整備状況など、地域特性を生かした土地利用を推進します。 

また、本市の魅力の増進を図り、心豊かな生活を実現していくよう、世界文化遺産の優

れた自然や歴史・文化的資源、瀬戸内海国立公園・西中国山地国定公園などの豊かな自然

環境の保全創造に努め、これらと共生した土地利用を推進するとともに、身近な緑、河川、

瀬戸内海など水と緑を身近な暮らしに生かした土地利用を推進します。 

 

イ 安全で合理的な土地利用の推進 

市民の安全な生活を確保し、すべての人が暮らしやすいまちを実現していくよう、自然

災害対策や都市防災に配慮した災害に強い土地利用を推進するとともに、人にやさしい環

境づくりを推進します。 

また、現状の市街地の枠組を基本として、良好な環境と高い利便性を有する市街地や定

住の場を形成し、安全で快適な市民生活や機能的で活発な都市活動を確保していくよう、

土地の有効・高度利用、秩序ある街並みの形成など合理的な土地利用を推進します。 

 

ウ 将来を見据えた土地利用の推進 

土地の有する潜在力を有効に活用し、新たな機能整備とその効果の発揮によって都市の

健全な発展が期待される場合は、総合的な土地利用の視点に基づいて、自然環境の保全、

景観の維持・保全、秩序ある市街地の形成などに充分配慮しながら、都市計画制度を有効

に活用し、適切な規制誘導を図るなど、将来を見据えた土地利用を推進します。 

 

エ 適正な開発誘導の推進 

市街化調整区域における新たな開発は、将来の望ましい都市構造のあり方、市街化調整

区域の良好な環境の維持等の観点から、市街化区域との隣接・近接性のある立地や市街化

区域を中心とする幹線道路網と連携した立地など、市街化区域との一体性が確保できるよ

う誘導し、既存の市街地の公共施設等のストックが有効に利用できる効率的な都市づくり

を進めます。 

また、郊外部の集落では、コミュニティの維持を目的とした開発を許容しつつ、田園的

な環境を保護するとともに、世界文化遺産を擁する「宮島」からの眺望や土砂災害への危

険性などの環境特性に配慮します。 
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（２）誘導・整備の方針 

ア 都市的土地利用の方針 

(ｱ) 住居系 

○専用住宅地の良好な環境の保全とブラッシュアツプ 

・計画的に開発された住宅団地については、専用住宅地としての良好な環境の維持・

保全に努めるとともに、団地の成熟化に伴う高齢化の進行等に対応し、安全で快適

な環境の保全や生活サービス機能の誘導を図ります。 

・住宅団地における未充てん宅地への入居を促進し、低層住宅地として形成します。 

    

○市街地及びその周辺での居住の促進 

・土地利用の高度化や低未利用地の有効利用、農用地の転換等を誘導し、市街地内に

おける計画的な宅地開発や共同住宅の建設を促進し、必要な用地の確保に努めます。 

・市街地内における道路、公園等生活基盤の計画的な整備を進め、良好な住環境の確

保に努めるとともに、秩序ある住宅市街地の形成を図ります。 

   

○地域特性を生かした居住の促進 

・宮島における安全で快適な生活環境の整備を進め、歴史的なまち並みを生かした魅

力ある住宅地として、多様な町家居住を促進します。 

・田園住宅地や田園集落については、営農環境と調和した生活環境の整備を図り、地

域特性を生かした居住を促進します。 
 

(ｲ) 商業・業務系 

 ○拠点地区への機能集積の誘導 

・都市拠点であるシビックコア周辺地区については、ＪＲ廿日市駅北土地区画整理事

業をはじめとして、都市計画道路の整備等個別公共事業の投入、土地の有効・高度

利用などを促進し、必要な用地の確保を図り、商業・業務・サービス機能の導入を

誘導します。 

 また、下平良二丁目地区における公用水面の埋立を進め、新たな賑わいの場となる

商業系施設の立地を誘導し、地域の活性化に寄与し、魅力と賑わいのある商業地の

創出を図ります。 

・地域拠点については、地域特性に応じた都市機能やサービス機能の充実を図るため

の土地の有効利用、商業・業務の集積を促進します。 

 

○幹線道路沿道や鉄道駅周辺への機能集積の誘導 

     ・国道２号や県道廿日市佐伯線、栗谷大野線等の幹線道路沿道については、既存集積

や土地区画整理事業の完了を生かし、沿道景観に留意しつつ、利便性の高い沿道サ

ービス施設の立地を促進します。 

・ＪＲ宮内串戸駅・阿品駅・大野浦駅等は駅前広場の整備を踏まえ、駅周辺における

土地の有効利用を促進し、商業・業務機能の立地を誘導します。 
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○特色ある沿道商店街の維持・機能集積の誘導と良好な景観形成の誘導 

 ・宮島口及び宮島の参道型の商店街については、快適な歩行者空間や公共空間の整備

を進めるとともに、変化に富んだ商店構成、良好な景観形成の誘導を図ります。 
 

(ｳ) 工業・流通系 

○工業地の維持とブラッシュアップ 

・佐伯、宮内工業団地等既存工業団地や工業地における産業機能の維持、未充てん地

への入居等の工業系に適した土地利用を誘導します。 

・市街地内の住工混在地区における市街地環境の整備を進めるとともに、道路の整備

路線に該当する工場用地等の移転を促進します。 

・工場移転、業種転換等に伴う跡地については、新たな都市機能の受け皿、業種転換

の受け皿となるよう、有効な活用を推進します。 

・木材港については、産業構造の高度化、地域経済の活性化に対応し、既存集積機能

のブラッシュアップを促進し、新たな産業拠点として再生するよう、業種転換や複

合的土地利用転換を誘導します。 

 

 ○工業・流通系の適切な立地誘導と計画的な開発 

・山陽自動車道の宮島スマートインターチェンジ周辺などの交通条件を生かし、新た

な企業立地の受け皿として、周辺環境に配慮した流通系土地利用を適切に誘導しま

す。 

・平良・佐方地区については、新たな産業の受け皿となるよう、業務・研究・交流な

どの広域的機能を有する新機能都市開発構想の具体化を推進します。 
 

(ｴ) その他 

・宮島における厳島神社など歴史的環境に配慮した土地利用の誘導や歴史的まち並み

の保存などに配慮した市街地の整備を推進します。 

・市街地内の低・未利用地については、民間活力の導入等を促進し、新たな都市機能

の立地誘導を図るなど、有効利用を推進します。 

・都市的土地利用への転換にあたっては、景観や防災など地域の環境特性を考慮した

開発を前提として、市街地との一体性が確保できるよう誘導し、既存の市街地の公

共施設等のストックが有効に利用できる効率的な土地利用を推進します。 

・宮島スマートインターチェンジ周辺、国道２号等の幹線道路沿道について、観光振

興に資する施設の立地を適切に誘導します。 

・既存観光資源を生かしたレクリエーション系開発や公共施設跡地を活用した開発な

ど、都市の機能充実や魅力アップにつながる開発の適正な誘導を図ります。 

 

イ 自然的土地利用の方針 

(ｱ) 農地の保全・活用 

・農用地については、食料生産・防災・景観保全機能等の維持増進を基調として、農

業施策と連動し、有効利用及び保全を図るとともに、農業とふれあう場として活用

します。 

・農業振興地域内の農用地については、優良農地として維持・保全するとともに、農

業生産法人の設立、消費者ニーズに即した地産地消の定着・減農薬栽培の推進など
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地域特性を生かした活力ある農業生産の振興を推進し、効率的な利用を図ります。 

・市街化調整区域の農用地については、農地の流動化の促進、市民農園への利用など

農用地の有効利用を促進し、遊休農地化を抑制します。 

・市街化区域内の農用地については、都市的土地利用への秩序ある転換を誘導すると

ともに、景観形成や防災上の貴重な緑地として、多面的な活用を促進します。 

 

(ｲ) 森林の保全・活用 

・森林については、国土保全、水源かん養、保健休養、生態系の維持、景観の保全等

の公益的機能及び木材生産等経済的機能の維持を図るよう、林業施策と連動し、保

全・活用を図ります。 

・天然記念物である瀰山原始林を含む世界文化遺産を擁する「宮島」や瀬戸内海国立

公園の極楽寺山、西中国山地国定公園の優れた森林資源の保全・育成を図ります。 

・経済的機能や公益的機能の増進を図るよう、造林・保育等森林資源の保全育成に努

めるとともに、豊かな森林環境などを自然体験・学習の場などとして多様に活用し

ます。 

・市街地周辺部の自然緑地や市街地内の樹林地は、原則として保全に努め、自然に親

しむ場、景観資源として活用します。 
 

(ｳ) その他 

・歴史、文化、自然、スポーツ、温泉等市域内に分布する多彩で豊かな観光・交流資

源は、周辺環境との調和を図りつつ、機能の維持を促進し、レクリエーションの場

として活用します。 

・海岸、汐まわし、河川については、高潮・浸水等防災対策に留意するとともに、立

地特性に応じて、自然海岸の保全、親水性や生態系に配慮した自然護岸の整備など、

水辺に親しめる水辺環境空間の整備を進め、潤いのある環境の形成を図ります。 

     ・未利用地、遊休地等の利用にあたっては、周辺環境と調和した利用を推進します。 
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図 土地利用方針図 
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３ 都市施設整備の方針 

（１）交通体系の整備方針 

ア 道路  

広域的及び都市内の円滑な交通を確保するため、機能に応じた体系的な道路網を形成し

ます。 
 

（ｱ）総合交通体系の確立 

・総合都市交通体系調査（交通実態調査・将来道路ネットワークの検討）を実施し、

将来における体系的かつ効率的な総合交通体系計画を策定します。 

・都市計画道路については、長期未着手道路の対応を検討し、都市計画道路の見直し

を図ります。 

 

（ｲ）自動車専用道路の整備 

山陽自動車道宮島スマートインターチェンジの機能拡充やアクセス道路の整備を進め

ます。 
 

（ｳ）主要幹線道路の整備 

・広島南道路の整備を促進します。 

・国道２号西広島バイパスの高架化を促進します。 

・一般国道２号・433 号の改良整備を促進します。 

  ・主要地方道廿日市佐伯線の改良整備を促進します。 
 

（ｴ）幹線道路の整備 

・一般県道廿日市環状線の改良整備、臨港道路廿日市草津線の整備を促進します。 

・都市計画道路畑口寺田線・深江林ヶ原線・廿日市駅通線・佐方線を計画的に整備し

ます。  

・市域内の地域間を連絡する主要市道の整備を進めます。 
 

（ｵ）歩行者ネットワークの整備 

・歩行者の安全を確保するため、主として都市拠点や地域拠点を対象に歩道を整備し、

快適な歩行者ネットワークを形成します。 

・児童生徒の安全な通学路を確保するため、交差点改良や歩道の新設・拡幅改良を重

点的に進めます。 

 

イ 公共交通

市民の円滑な移動を確保するため、鉄道・バスなどの公共交通機関の利便性の向上を図

ります。 
 

（ｱ）ＪＲ・広電駅及びＪＲ・広電駅周辺の整備 

・ＪＲ山陽本線については、廿日市駅に快速便の停車、増便等利便性の向上を促進しま

す。 

・ＪＲ宮島口駅（エレベータ）、ＪＲ大野浦駅（北口駅前広場・自由通路・エレベータ）、

ＪＲ廿日市駅（駅前広場・自由通路・自転車駐車場・エレベータ）の整備を推進しま
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す。 

・広電廿日市駅（自転車駐車場）の整備を推進するとともに、その他の広電駅について

もバリアフリー化など必要に応じた整備を推進します。 

・ＪＲ・広電駅周辺について、民間の駐車場整備を促進し、パークアンドライドを推進

します。 

 

（ｲ）バス・生活交通の整備 

・民間の路線バスについては、現状の路線の維持に努めるとともに、採算困難な路線

については自主運行バスへの代替を検討します。 

・市の自主運行バスについては、ルート・ダイヤの改正、デマンドタイプの交通確保

検討、コミュニティバスへの定期券制度の導入など検討し、利便性の向上を図りま

す。 
 

（ｳ）宮島口桟橋周辺の整備 

宮島口桟橋周辺については、港湾区域の指定を促進し、旅客ターミナルの整備など観

光交流拠点にふさわしい快適で利便性の高い港湾環境の整備を推進します。 
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図 幹線道路網図 
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（２）公園・緑地の整備方針 

公園・緑地については、レクリエーション及び防災、環境保全、景観形成などに配慮し、

適正に配置するとともに、森林、田園、河川、海などの自然環境を生かした空間形成を図

ります。 
 

ア 緑のネットワークの形成 

         公園・緑地の整備にあたっては、既存の都市公園や自然緑地などの整備状況や都市機能

の配置、歩行者ネットワークなどを総合的に勘案し、魅力と親しみのある緑のネットワー

クの形成を図ります。 

 

イ 都市公園の整備 

・公園が不足している地域・地区に、近隣公園、街区公園など住区基幹公園を整備しま

す。 

・都市公園のリニューアルを計画的に進めるとともに、身近な公園の維持管理について

市民の参加・協力を推進します。 

 

ウ 地域特性を生かした公園・緑地の整備 

・都市拠点や地域拠点における公共空地、公開空地の創出などゆとりと潤いのある環境

の形成を進めるとともに、住宅地等における緑地協定の締結を推進します。 

・市街地内に残存する樹林地や市街地縁辺部の樹林地、里山などをレクレーションの場、

体験学習の場となる緑地として有効に活用します。 

・河岸・汐まわし、海岸線などを生かした潤いのある緑地、公共空間として活用します。 

・集落におけるレクリエーションの場となる広場を整備します。 

 

エ 防災に配慮した公園・緑地の整備 

市街地における防災機能の向上を図り、災害時の避難場所を確保するため、防災公園の

適正配置を進めます。 
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（３）下水道及び河川の整備方針 

ア 下水道  

地域の実状に応じた下水道の整備など効率的な生活排水対策を進め、快適な生活環境の

整備を確保するとともに、雨水排水対策の整備を進め、浸水の防止を図ります。 
 

（ｱ）下水道の効率的な整備 

・効率的な下水道整備を進めていくため、財政との整合を図り、計画区域や処理区の

再編及び統合を行うなど、計画的に下水道事業を実施します。 

・大規模住宅団地のコミュニティプラントや工業団地下水道などの公共下水道への編

入について検討します。 

・地域の実状に応じて、合併処理浄化槽の設置等下水道に替わる処理の導入を検討し

ます。 
 

（ｲ）雨水排水対策の推進 

・沿岸部の浸水対策として、公共下水道における雨水幹線、ポンプ施設の整備を計画

的に進めます。 

 ・浸水対策にあたっては、親水性に配慮した遊水地の整備など周辺環境に配慮した整

備を図ります。 

 ・浸水対策にあたっては、浸透性雨水マス、アスファルトの活用など、環境にやさし

い多面的な対策を推進します。 

 

イ 河川  

沿岸部地域における洪水や高潮に対する被害の防止を図る河川改修や土砂災害、風水害

に対応した小河川の改修整備を進めます。 

 

・永慶寺川については、高潮対策・総合河川整備事業を促進し、高潮や洪水による被害

を防止するとともに、親水と自然と共生した河川空間の創造を図ります。 

・その他の主要河川についても、河川特性に応じて、親水護岸や河岸緑地の整備等快適

で美しい河川空間の形成や自然環境を生かした潤いのある河川環境の整備を推進し

ます。 

・河野原川など小河川の洪水による災害を防止する河川の改修整備、砂防河川における

砂防堰堤の整備などを進め、安全の確保を図ります。 

・市街地内の小河川や水路については、河岸・水路沿いの緑化や花木による修景を進め、

せせらぎ空間として形成します。 

・汐まわしは、水路護岸の改修、植栽、散策道の整備等を検討し、潤いのある水辺空間

として形成します。 

     ・宮島の河川改修にあたっては、特別史跡及び特別名勝、瀬戸内海国立公園にふさわし

い自然性の高い整備を推進します。  
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（４）港湾の整備方針 

特定重要港湾広島港廿日市地区については、機能の転換・高度化の促進、地方港湾厳島

港は瀬戸内海観光の拠点としての環境整備を進めるとともに、宮島口桟橋周辺について、

厳島港と一体的に観光交流拠点としての役割を担うよう、基盤整備を促進します。 

 

ア 広島港廿日市地区 

・資源保護の高まりなどに伴う輸入木材の減少に対応し、木材供給基地としての位置づ

けを踏まえつつ、将来の産業発展を見通した新たな機能の受け皿への転換・整備につ

いて検討し、環境整備を推進します。 

・ボートパークについては、係留保管施設の適正な管理を促進し、魅力ある港湾環境の

創出を促進します。 

 

イ 厳島港及び宮島口桟橋周辺 

・厳島港については、観光交流拠点としての役割を発揮していくよう、桟橋の維持補   

修の充実、旅客ターミナル及び周辺の環境整備を図ります。 

・宮島口桟橋周辺については、港湾区域の指定を促進し、地元及び広島県と連携しなが  

ら旅客施設（旅客ターミナル・桟橋・泊地等）の整備による旅客サービスの向上、親

水性の高い広場や海岸保全施設の整備による魅力ある海辺空間の創出、民間による賑

わい空間のブラッシュアップ、表参道にふさわしい景観形成など総合的な環境整備を

推進します。 

  ・人や車の移動を安全で快適にわかりやすく、利便性の高いものとしていくよう、案内

・サイン施設の整備充実を推進します。 

    

ウ 漁港   

漁港については、漁業の根拠地としての役割を発揮していくよう、適正な維持管理を推

進するとともに災害に強い機能的な漁港施設の整備充実を図ります。 
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（５）その他の都市施設の整備方針 

ア 上水道 

将来にわたり、安全でおいしい水を安定的に供給するために、必要となる水源を確保す

ることや、効率的な水運用を行うとともに、施設の再編成や計画的な施設更新を進めます。 
 

(ｱ) 安全性の向上と快適性の向上 

・適正な浄水処理方法を選定し整備を進めていきます。 

・水質監視や施設管理を行う監視制御システムの更新を検討します。 

・石綿セメント管の更新を進めていきます。 
 

(ｲ) 安定した給水の確保 

・水道水を安定供給するために、既設水源の保全を行っていくことや、広島県営水道

用水供給事業からの水道水供給について連携を図ります。 

・地震などの災害や渇水時における給水確保のために、施設の耐震化や給水拠点、資

機材の整備を行います。 

・簡易水道事業の統合整備を進め、効率的な供給システムを構築します。 

・施設更新を迎えた施設の更新整備を計画的に進めていきます。 

 

イ 廃棄物処理施設 

ごみの減量化、資源化、再利用化を推進し、ごみ排出量を抑制するとともに、効率的な

ごみ処理体制の確立や施設の計画的な整備を進め、良好な地域環境を創造します。 
 

（ｱ）ごみ処理体制の整備 

・はつかいちリサイクルプラザ、ごみ固形燃料化施設を適正に運用し、ごみの資源化

を推進します。 

・将来のごみ量や施設の老朽化などを見通しつつ、ごみ焼却施設の統合整備を検討し、

効率的なごみ処理施設体制を確立します。 
 

（ｲ）施設の整備 

将来の埋立てごみの発生予測と既存容量を勘案し、必要に応じて周辺環境に配慮した

終処分場を計画的に整備します。 

 

ウ 火葬場・墓地 

火葬場・市営墓地の適正な維持管理に努めるとともに、高齢化の進行などによる需要拡

大に対応し、「霊峯苑」の機能増強を計画的に進めます。  
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４ 市街地整備の方針 

（１）市街地の整備・保全の方針 

ア 既成市街地の整備  

（ｱ）市街地の再生整備 

・沿岸部の都市拠点をはじめとする拠点地区については、拠点地区の性格と役割に応

じて、土地の高度利用を図り、ＪＲ駅周辺整備、埋立などの個別事業を積み重ね、

都市機能の更新や災害に強いまちづくりを進め、魅力ある都市空間の創造と安全で

快適な居住環境の確保を図ります。 

・細街路、木造住宅の密集など住環境上の課題が重複し、災害時の不安が高い地区に

ついては、建築物の建て替えなどに即応し、道路、広場等公共空地の確保等を進め、

良好な市街地環境の形成を図ります。 
 

（ｲ）都市基盤整備済み市街地の環境保全 

大規模住宅団地については、団地の成熟化に対応し、生活基盤施設の適正な維持管理

を推進し、良好な住環境の保全を図ります。 

 

（ｳ）歴史的環境に配慮した市街地の保全・整備 

     宮島については、歴史的建造物の保存やまち並みとの調和、防災性の向上に配慮した

市街地の整備を推進します。 

 

イ 進行市街地の整備  

都市基盤の整備が不十分なまま、市街化が進んでいる地区については、生活道路の整備

など地区の実状に応じた住環境の改善整備を進めます。 

 

ウ 地域特性に応じた適正な土地利用の誘導  

経済的・効率的な土地・建物利用を推進していくため、既存の土地利用の実状を踏まえ、

沿道地域や工業地などを対象に、地域の特性に応じて用途地域の見直しを検討します。 

 

（２）市街化調整区域の整備・開発・保全の方針 

ア 市街地との一体的な開発の誘導 

市街地を形成する新たな開発は、市街化区域との隣接・近接性のある立地や市街化区域

を中心とする幹線道路網と連携した立地など、市街化区域との一体性が確保できるよう誘

導し、既存の市街地の公共施設等のストックが有効に利用できる効率的な都市づくりを進

めます。 

 

イ 地域開発の適正な誘導 

・既存観光資源を生かしたレクリエーション系開発や公共施設跡地を活用した開発な

ど、都市の機能充実や魅力アップにつながる開発の適正な誘導を図ります。 

・市街地周辺の丘陵地における新機能都市開発構想及びその他の民間開発については将

来人口や宅地需給との整合を図りつつ、非住居系（商業・工業・流通・研究開発・交

流系）またはこれらと住居系との複合開発について、自然と調和した良好な開発を誘
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導します。 

 

ウ 地域の環境特性を考慮した開発の誘導 

・市街化区域に囲まれて残る緑地は、既存開発地を除き、できる限り、地域の環境資

源、景観資源として保護を図ります。 

・世界文化遺産を擁する「宮島」の対岸地域では、厳島神社等から見える緑の消失に

つながる場所又は形態での開発は抑制します。 

・土砂災害の危険性が指摘される土地における開発は抑制します。 

・郊外部の集落では、コミュニティの維持を目的とした開発を許容しつつ、田園的な

環境の保護を図ります。 

 

エ 開発許可制度等の運用 

具体的な開発許可制度、地区計画などの運用にあたっては、条例、審査基準の制定、運

用方針の作成などを通じて、地域の実情に配慮するとともに、その特性を活かした適切な

対応を検討します。 
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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 

ア 優れた自然環境の保全 

天然記念物「瀰山原始林」をはじめとする瀬戸内海国立公園や西中国国定公園、県自然

環境保全地域及び緑地環境保全地域などの優れた自然環境を保全します。 

 

イ 緑の保全育成 

間伐、林道整備など林業基盤の整備を進め、森林資源の保全育成を図るとともに、森林

・林業体験活動など住民参加による里山の保全を支援します。 

 

ウ 身近な自然環境の保全 

・市街地縁辺部の自然環境は貴重な緑地として原則保全し、里山として整備・活用しま

す。 

・市街地内における公園緑地の整備、街路樹の整備、住宅・事業所敷地の緑化、社叢の

保全など市街地内における緑化を推進します。 

・自然海岸の保全、河岸緑地の整備など身近な自然環境の保全・整備を進めるとともに、

新たな埋立てにあたっては、親水性護岸を整備します。 

 

（２）都市環境の形成方針 

ア 地球環境保全の推進 

・市街地の拡大を抑制し、コンパクトな市街地形成を進めるなど、効率的なまちづくり

を推進します。 

・自然を生かした環境教育・環境学習や市民との協働による環境保全への取り組みを強

化します。 

・環境に配慮したクリーンエネルギー自動車、新エネルギーの導入など、地域の特性に

応じた地球温暖化対策に取り組みます。 

・循環型社会の形成に向けて、ごみの抑制・再利用・リサイクルを推進します。 

 

イ 生活環境の保全 

河川・海域の水質、大気、騒音振動の定期調査・改善指導などを行い、地域の生活環境

の保全に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 25 -



６ 都市景観の形成方針 

本市の多様な景観特性を生かし、まちの個性や魅力を創出し、住んでいる市民の日常生活

を豊かに演出する美しい景観の保全・創造を進めます。 

 

（１）景観づくりの推進 

ア 市民と協働による景観づくりの推進 

景観についてのシンポジウムの開催や表彰制度などの普及啓発、意識醸成を推進し、景

観に関する市民意識の向上を促進するとともに、誰もが気楽に参加できる景観形成活動の

展開や協働による景観ルールづくりなどに取り組みます。 

 

イ 景観づくりのルール化 

景観行政団体としての役割を担うことを基本として、景観計画を定め、景観計画区域及

び景観地区の設定、建築物等の規制誘導など景観形成のルールづくりに取り組みます。 

 

ウ 地区計画制度等の活用による景観づくり 

地区計画、緑地協定や建築協定などを活用し、良好なまち並みや景観の形成を進めます。 

 

（２）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 

ア 地域資源や特性を生かした景観づくり 

・島しょ部、市街地、田園集落、中山間地それぞれの多様な景観の個性や価値を尊重し

つつ、一つの共同体としての景観の一体性や整合性のとれた景観形成を推進します。 

・沿岸部における丘陵・山地の開発にあたっては、宮島からの景観に特に配慮します。 

 

イ 優れた自然環境を生かした景観づくり 

・瀬戸内海国立公園、西中国山地国定公園、県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域

などの優れた自然環境を保全します。 

・山や河川、海などの自然環境と調和した良好な田園環境の形成を図ります。 

 

ウ 歴史資源を生かした景観づくり 

・世界文化遺産を擁する「宮島」の優れた歴史・文化景観を保全するとともに、伝統的

建造物群保存事業を推進し、歴史的まち並みの保全を図ります。 

・旧西国街道の面影を残すまち並みや津和野街道を偲ばせる石畳道など、歴史や伝統を

生かした景観の形成を図ります。 

 

エ 快適な市街地景観の形成 

・市街地については、「廿日市市の風格や賑わい」が感じられ、生活環境としての快適

性が高い景観形成を図ります。 

・公共空間については、デザインに配慮した公共建築物や公園緑地の整備に努めるとと

もに、案内板・標識等についても、地域の特性を生かしたデザインに配慮します。 

・街路樹による緑化や電線類の地中化など道路空間の修景、屋外広告物の整序化を推進

します。 
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７ 都市防災の方針 

市民の生命・財産を災害から守り、安心して暮らせるまちづくりを進めていくよう、災害

に強いまちづくりや本市の地形的・地質的特性に応じた自然災害対策及び防災体制の整備を

総合的に推進し、地域防災力を強化します。 

 

（１）災害に強いまちづくりの推進 

・市街地における建築物の共同化の促進、公共空間の確保、細街路の拡幅、ブロック塀

の改修促進など防災まちづくりを推進します。 

・消防庁舎・支所・学校など防災拠点となる公共建築物の耐震化を計画的に進めるとと

もに、民間の木造住宅の耐震化を促進します。 

・防災上重要な地域や密集住宅地においては、防火地域・準防火地域の指定を検討し、

市街地の不燃化を推進します。 

・防災機能を備えた公園を整備するとともに、陸橋や跨線橋・ライフライン等の耐震性

の向上による機能確保を図ります。 

 

（２）自然災害対策の推進 

・高潮や洪水等に対応したポンプ場等浸水対策施設や海岸保全施設の整備、国道２号護

岸改修、河川改修の実施など水害対策を推進します。 

・広島西部山系直轄砂防事業、急傾斜地崩壊対策や砂防堰堤の整備促進など、山崩れ、

土石流に対応した土砂災害対策を推進します。 

 

（３）防災体制の強化 

・浸水ハザードマップの作成、配布、自主防災組織の設立・育成支援、消防団の強化な

ど地域防災力の強化を推進します。 

・防災行政無線のデジタル化等地域の情報伝達体制の整備を進め、災害時の情報伝達体

制の充実・強化を図ります。 
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８ バリアフリーのまちづくりの方針 

誰にでもわかりやすく、使いやすいユニバーサルデザインの考え方を基本に、「バリアフ

リー新法」（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律）及び「広島県福祉の

まちづくり条例」に基づいて、高齢者や障がいのある人など、すべての人が住み慣れた地域

社会の中で、安心して暮らせる快適な空間づくりを進めます。 

 

（１）誰もが移動しやすい環境づくり 

本市における移動円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想で

ある「廿日市市移動円滑化基本構想」（平成 16 年 1 月）の実現に向けて、市民、事業者、

行政等の協力のもと、交通機関と施設が統合した「点から面への整備」を基調とした誰も

が安心・快適に移動できる環境づくりを推進します。 

 

（２）人にやさしい交通施設づくり 

・ＪＲ廿日市駅・宮島口駅・大野浦駅及びその周辺において、駅舎内のエレベータの設

置、周辺道路整備等交通バリアフリー化を進めます。 

・幹線道路、主要生活道路及び通学路の歩道設置、既設歩道の段差・勾配の改善など安

全で快適な歩行空間を整備します。 

・鉄道駅から主要な公共施設への誘導をはじめ、都市拠点や宮島・宮島口の観光交流拠

点を中心に、デザインされたサイン施設を設置するなど、誰もがわかりやすい案内・

誘導システムの整備を進めます。 

・路線バスやコミュニティバスにおける低床車両の導入を推進します。 

・厳島港や宮島口桟橋周辺について、フェリー利用の円滑化を図るよう、バリアフリー

化を推進します。 

 

（３）人にやさしい施設づくり 

・市民センター（公民館）、スポーツ施設など日常的に住民の活動・交流の場となる公

共施設、公園などのバリアフリー化を進めます。 

・高齢者や障がいのある人に配慮した公営住宅のバリアフリー化、一般住宅における住

宅改造等住まいのバリアフリー化を推進するとともに、民間建築物のバリアフリー化

を誘導します。 
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