
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(2003)年３月に旧佐伯町、旧吉和村、平成17(2005)年11月に旧大

野町、旧宮島町と合併し、島しょ部、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市域となりました。こうした特性を生かした新

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、本市においても、住宅地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、これまでの都市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、財政環境が厳しい状況下にある中、都市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、市民と行政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、これからの都市づくりにおいては、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

ことをめざし、 

 

「 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めざしつつ、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。 

 

●新たな都市の個性を創造する 

●良質な都市の資産を創造する 

●効率的で持続可能な都市づくりを進める 
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●新たな都市の個性を創造する 

社会環境の変化を都市・地域の再構築の契機として捉え、均衡のとれた都市構造

の構築を図るとともに、多彩な歴史・文化資産を生かして、新たな都市の個性を創

造する都市づくりを推進します。 

 

●良質な都市の資産を創造する 

社会資本の量的充足から質的充実が求められる中で、市民が安全・安心で、快適

に暮らせるよう、機能的で快適な都市基盤の形成、文化性豊かな都市空間の創出な

ど、良質な都市の資産を創造する都市づくりを推進します。 

 

●効率的で持続可能な都市づくりを進める 

拡大成長から成熟社会に移行する中で、都市機能の充実、市民生活の利便性や快

適性の向上等を図るため、都市機能の集約化とコンパクトな市街地の形成を進め、

合わせて環境負荷や社会資本コストを軽減するなど、効率的で持続可能な都市づく

りを推進します。 
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（2）都市づくりの目標 

第５次廿日市市総合計画における都市像《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》を実現していくため、都市づくりの理念を踏ま

え、次のような都市づくりの目標を掲げます。 

 

 

 

 

新たな都市の個性を創

造する 

良質な都市の資産を創

造する 

利便性や快適性を高める交通体系

の構築 

協働のまちづくりの推進 

良好な市街地・集落の形成と開発

立地の適正な誘導 

安全・安心で人にやさしい市街地

の形成 

効率的で持続可能な都

市づくりを進める 

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  

【都市づくりの理念】 【都市づくりの目標】 

均衡のとれた都市の形成 

都市発展を先導する都市構造と魅

力ある拠点の形成 

都市像（第５次廿日市市総合計画） 

《 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 》  
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ア 均衡のとれた都市の形成 

人口減少・少子高齢社会のもとで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、集約型の都市計画の視点に立った長期的な展望と戦略的なまちづ

くりの方針に基づいて、均衡のとれた都市の形成をめざします。 

このため、本市を構成する各地域の発展の方向を見据えながら、居住と都市活動

とのバランスのとれた土地利用や、自然環境と調和した秩序ある市街地の形成を図

るなど、機能的かつ合理的な土地利用を進めます。 

 

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、広域的な役割の発揮など拠点地区の性格に

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緩和するなど、円滑な交通流動を確保するよ

う、広島南道路、臨港道路廿日市草津線、国道２号西広島バイパス廿日市高架橋、

主要地方道廿日市佐伯線、一般県道廿日市環状線など広域幹線道路の整備を促進す

るとともに、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、高齢化に対応した生活

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良好な市街地・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るとともに、市街化調整区域における集落環

境の保全とコミュニティの維持を図ります。 

また、市街地の無秩序な拡大を抑制することを基本とし、新たに市街地を形成す

る開発については、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  

少子高齢化の進行を踏まえ、すべての市民が安全で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推進します。 

また、「廿日市市景観計画」（平成22(2010)年度策定予定）に基づいて、世界文

化遺産を擁する「宮島」の歴史文化環境の保全、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まちな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 

市民と行政がまちづくりの理念を共有し、それぞれの責任と役割を果たしなが

ら、ともに活動する協働のまちづくりを積極的に推進します。 

市民の理解と協力を得るよう、情報の共有と説明責任の徹底、市民ニーズの的確

な把握と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や支

所、市民センターの機能強化、まちづくりに関する学習機会の提供、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加に対応した

住宅地開発に伴う人口流入によって急増し、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、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、現下の金融不安に発した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、人口は減少傾向での推移がすう勢となっていますが、拠点地区におけ

る都市基盤の整備や都市機能の充実、多様な居住の促進及び子育て支援の充実、就

業機会の拡充などの施策を推進することにより、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、人口の維持をめざすものとします。 

 

 

■将来人口 
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注-1：平成27年までの人口フレーム値は、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 

変化に富む地域特性や魅力ある機能を生かしながら、少子化・高齢化に対応した

利便性の高い活力ある地域を形成するとともに、広島圏における都市機能の分担な

ど広域的な役割を発揮していくため、次のような方針に基づいて、市民の生活と都

市の活力を維持し、将来の発展をめざす都市構造を構築します。 

 

ア 地域ゾーニング 

地形条件、土地利用及び都市機能の状況などが異なる島しょ部、沿岸部、内陸部、

山間部から構成される本市の特性を踏まえ、多様な資源や都市機能を生かしたまち

づくりを進めていくため、それぞれの特性と役割に応じて市域を４つのゾーンに区

分します。 

 

（ｱ）国際観光交流ゾーン 

世界文化遺産を擁する宮島地域及び対岸の玄関口である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、宮島の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 

臨海部から丘陵部にかけて多様な性格の市街地から形成された廿日市・大野地域

の沿岸部を都市居住ゾーンとします。 

広島都市圏西部の広域拠点、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 

市街地と田園が共存して拡がる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 

小規模な盆地が豊かな森林に取り囲まれた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、農林業振興、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 拠点地区などの形成 

都市を構成する各種機能がその役割を効果的に発揮するとともに、均衡のとれた

都市構造を形成していくため、本市の特性を踏まえて次の３つのタイプの機能をと

らえ、それぞれの集積を高めていく「拠点地区」などを設定します。 

○市民生活や都市活動を円滑に行うための都市・生活機能 

○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・交流機能 

○都市の活力を維持・増進するための活力創出機能 

 

（ｱ）都市・生活機能 

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い、

賑わいの場となる拠点、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し、地域住民の生活を支える拠点として形成します。

【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、広島都市圏の広域拠点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。それぞれの地区の特性を踏まえ、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。 

宮内地区の主要地方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口である宮島口は、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。 

 

（ｲ）観光・交流機能 

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。 

【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。
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【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。 

その他の観光・交流などの機能については、次のとおり位置づけ、拠点地区と連

携して観光・交流機能を担うものとします。 

・宮浜温泉地区････健康保養エリア 

・鳴川海岸周辺････海辺のレクリエーションエリア 

・ちゅーピーパーク周辺････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････緑のレクリエーションエリア 

・女鹿平地区････温泉やスキー場、美術館等の集積を生かした複合リゾートエリア 

・佐伯総合スポーツ公園････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････森林資源保全エリア 

 

（ｳ）活力創出機能 

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。

【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。 

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。 
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ウ 都市軸の設定 

地域間や拠点地区を連絡し、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、本市の最も重要な軸として、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、地域拠点で

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、地域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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■都市構造図 
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２ 土地利用の方針 

概況 

本市域は、次のように多様な都市的土地利用と自然的土地利用で構成され、それ

ぞれに土地利用上の課題を有しています。 

〔廿日市地域〕 

・昭和40年代中頃から、丘陵部における大規模な住宅開発、臨海部の埋め立てな

どにより、急激に都市化が進展し、沿岸部や河川沿いの平坦地では、無秩序な

市街化が進行しています。 

・近年は、新規宅地開発が一段落し、既成市街地内の集合住宅の建設や周辺市街

地における市街化がより進展しており、土地の有効・高度利用や都市基盤の整

備が必要です。 

〔大野地域〕 

・後背地が狭あいなため、古くから埋め立てが、昭和30年代後半からは丘陵地の

宅地開発が行われました。 

・広島岩国道路以北は森林、以南は臨海部に工業・流通及び宿泊研修系、平地部

や緩斜面に田園集落や一般市街地、丘陵部に専用住宅地から構成される土地利

用が形成されており、土地利用条件に見合った土地の有効利用や道路等の基盤

が未整備な市街地の環境改善が必要となっています。 

〔佐伯地域〕 

・自然的土地利用を主とし、集落が散在していますが、主要地方道廿日市佐伯線

や一般県道の後背地に中小規模の宅地開発や工業団地の整備が行われ、都市化

が進展しています。 

・その中で、都市的土地利用と農業的土地利用との混在、住工混在などが生じて

おり、秩序ある土地利用の誘導が必要となっています。 

〔吉和地域〕 

・自然的土地利用を主体とする従来からの土地利用に大きな変化はみられませ

ん｡ 

・近年は、民間による別荘地開発や集落縁辺部でのリゾート開発が行われており、

自然環境との調和や景観に配慮した土地利用が必要となっています。 

〔宮島地域〕 

・地域の大半が森林からなり、厳島神社周辺に小規模で高密な市街地が形成され

ています。 

・歴史的建造物や豊かな自然の保全を基調とした土地利用であり、土地利用規制

が厳しく、大きな土地利用の変化はみられませが、近年、空き地が増加してい

ます。 

 

こうした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。 
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■土地利用現況図 

 

 

 

注：国土地理院の地形図(25,000分の１)における土地の地目区分、水面・河川等、道路(ダブルライン表示区間）

の表示に基づいて作成しています。 
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整備方針 

 

（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、秩序あるまちなみの形成など合理的な土地利

用を推進します。人口減少・成熟社会を見据え、新たな住宅需要に対しては極力現

在の市街地における土地の有効利用による供給を促進し、また、新たな大規模集客

施設等については、無秩序な郊外立地を抑制するとともに都市拠点等へ立地を計画

的に誘導するなど、集約型の都市計画の視点に立った市街地の形成を図ります。 

 

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

都市の健全な発展や、就業の場の拡大など都市の自立性の向上が期待される場合

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十分配慮しながら、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 適正な開発への誘導 

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

市づくりを推進します。 

また、既存の集落では、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）住居系土地利用 

○専用住宅地の良好な環境の保全 

・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･

保全に努めます。また、団地の成熟化に伴う高齢化対策、２世代世帯（子の世帯

＋親の世帯）の居住促進の視点から、利便性の高い生活サービス機能の誘導や形

態規制の緩和を図ります。 

・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、歴史的なまちなみを生かした

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・業務系土地利用 

○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、廿日市駅北土地区画整理事業、

都市計画道路などの基盤整備により良好な宅地を創出するとともに､土地の有効

利用・高度利用を促進し、商業・業務・サービス機能の立地を誘導します。 

また、下平良二丁目地区における公有水面の埋立を進め、新たな賑わいの場とな

る商業系機能の立地を誘導し、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、地域特性に応じた生活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号や主要地方道廿日市佐伯線、一般県道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による基盤と良好な宅地を生かし、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各駅や広島電鉄の主要駅の周辺においては､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。 

 

○歴史文化発信拠点にふさわしい商業地の形成 

・宮島口及び宮島の参道型の商店街については、商業・観光サービス施設による土
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地の有効利用や快適な歩行者空間、公共空間の整備を進め、歴史・文化的環境と

調和した魅力ある商業地の形成を促進します。 

 

（ｳ）工業・流通系土地利用 

○工業地の維持と活性化 

・既存の佐伯、宮内等の工業団地や工業地における産業機能を維持するとともに、

未充てん宅地については企業の進出等を促進します。 

・木材港地区については、産業構造の高度化、地域経済の活性化に対応し、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。 

・幹線道路等の整備にかかる既存の工場等で、現在地での操業が困難になる場合は、

適切な移転と機能維持を促進します。 

・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。 

・国道２号西広島バイパスや山陽自動車道宮島スマートインターチェンジ等の広域

的な交通条件に恵まれた平良・佐方地区については、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に備えて関連道路や周辺環境の

整備を進めます。 

 

（ｴ）地域の特性を考慮した都市的土地利用 

・宮島における厳島神社など歴史・文化的環境に配慮した土地利用の誘導や歴史的

まちなみの保存などに配慮した市街地の形成を図ります。 

・国道２号沿いの海辺や国道186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。 

・佐伯地域において、用途地域が指定されておらず、住宅と工場など都市的土地利

用の用途混在などが進んでいる地域では、良好な環境の形成に向けた土地利用の

誘導について検討します。 

・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。 

・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、有効利用を図ります。 
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イ 自然的土地利用の方針 

（ｱ）農地の保全・活用 

・農地については、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区域については、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地については、農地の流動化（担い手による農地の確保・規

模の拡大）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、菜園などとしての利用を通じて市街地内の貴重なオープンスペース・緑

地として活用します。 

 

（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
み せ ん

原始林を含む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。 

・市街地周辺部の樹林地、市街地内や住宅団地等の周辺に残存する斜面樹林地など

は、保全に努め、自然に親しむ場、景観資源として活用します。 
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ウ 新たな市街地形成に対する規制・誘導 

（ｱ）市街地の拡大につながる開発動向への計画的な対応 

集約型の都市計画の視点から、市街地の無秩序な拡大を抑制し、計画的な対応を

行います。 

・市街地の拡大につながる新たな開発については、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、既存の市街地における公共施設等のストッ

クが有効に利用できる効率的な市街地形成を進めます。 

・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の可能性

がある地区については、現在の市街地における住宅供給の促進及び都市の発展、

自立性の向上につながる都市機能強化という考え方に立って、将来人口や宅地需

要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導しま

す。 

 

（ｲ）地域の環境特性を考慮した開発の誘導 

開発場所や開発形態について、景観保全や災害危険性など地域の環境特性に配慮

したものとなるよう誘導します。 

・世界文化遺産を擁する「宮島」の対岸地域の山地・丘陵地における開発について

は、厳島神社等からの景観などに配慮した適正な開発の誘導を図ります。 

・土砂災害など自然災害の危険性が指摘される土地における開発については、法的

な土地利用規制により開発の実施または用途、構造などを制限し、災害に強い土

地利用を進めます。 

・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。 

・自然的土地利用を中心とする地域における歴史､文化､スポーツ、温泉等の観光・

交流資源は、周辺の自然環境・自然景観との調和を図り、自然と施設とが一体と

なった良好なレクリエーションの場として活用します。また、未利用地、遊休地

等の都市的な土地利用にあたっても、周辺の自然環境・自然景観と調和した利用

を促進します。 
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■土地利用方針図 
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