
１ 地域区分 

地域別構想は、市域を構成する地域ごとに、都市整備に関連する事項を中心とし

て、それぞれの特性を生かした地域整備の施策の方針を定めるものです。 

地域の区分は、旧市町村単位を基本としながら､市街地が連担し､多様な都市整備

課題を有する廿日市・大野地域については、市街地の性格（形成履歴･成熟度･形態

･連担状況など）､地形､主要道路などを踏まえ４つの地域に細分することとします。 

なお、地域ごとの「整備構想図」は、原則、都市計画区域を対象としています。

（都市計画区域が指定されていない吉和地域については全域とします。） 

■地域区分の概要 

名称 対象とする範囲 

東部南 廿日市地域のうち、国道２号西広島バイパス以南の一団の市街地 

東部北 
廿日市地域のうち、国道２号西広島バイパス以北の一団の市街地を中心と
する範囲 

中部 廿日市地域と大野地域にかけて連担する市街地を中心とする範囲 

西部 大野地域のうち、永慶寺川以西の一団の市街地を中心とする範囲 

佐伯 佐伯地域全域 

吉和 吉和地域全域 

宮島 宮島地域全域 

■地域区分図 
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２ 東部南地域 

（1）地域の概況と課題 

ア 地域の概況 

東部南地域は、国道２号西広島バイパス以南に形成された古くからの市街地と工

業地である木材港から構成されています。 

人口は約３万人で概ね横ばい傾向にあり、高齢化率は18.9％（平成17(2005)年）

で全市（19.9％）と同程度となっています。 

本地域は、本市の行政管理機能､保健・医療・福祉機能､商業・業務機能､文化・

スポーツ機能等が集積し、本市の中心的役割を担っている地域です。 

近年、市役所の整備を契機とした新宮地区整備事業（シビックコア地区）や廿日

市駅北土地区画整理事業など、面的な市街地の再生整備が進行しつつあり、広島都

市圏西部における拠点性も高まりつつありますが、一方で木材港の取扱量の低下等

による生産・流通拠点性の低下もみられます。 

 

 

■人口・世帯数の推移（東部南地域） ■年齢三区分別人口割合（東部南地域） 

注：国勢調査による。 注-1：国勢調査による。
-2：年齢不詳を除く。

（人口）

（世帯）

29,687人 29,734人

11,711世帯 12,217世帯

0

10,000

20,000
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40,000

平成12年 平成17年
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10,000
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14.9

68.4

16.7

14.2

66.9

18.9

0

50

100

平成12年 平成17年

（％） ０～14歳 15～64歳 65歳以上
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 中心市街地周辺 木材港に隣接するマリーナ 

- 65 - 



イ まちづくりに対する市民ニーズ 

市民アンケート調査結果(脚注)では、本市のまちづくりに生かしたいこととし

て、｢世界文化遺産を有する宮島｣と｢公共交通機関｣をあげた人の割合が高くなって

います。 

また、都市基盤や生活環境の整備に関する意向については、｢幹線道路の整備｣と

｢生活道路の整備｣をあげた人の割合がそれぞれ５割を超えているほか、｢ＪＡ山陽

本線、広電宮島線の利便性の向上｣｢コミュニティバスの充実｣｢公共施設、駅、道路

などのバリアフリー化｣｢環境の美化｣などをあげた人の割合が高くなっています。 

 

■廿日市市のまちづくりに生かしたいこと ■都市基盤や生活環境の整備について力を 
（回答数無制限）〔東部南地域〕 入れること（回答数無制限）〔東部南地域〕 

28.7

63.1

41.6

30.8

30.8

53.0

23.8

20.7

24.7

1.0

5.9

0 30 60 90(％)

西中国山地の豊かな自然

そ の 他

不 明

多様な人材の集積や活発な市
民活動

日本三景であり、世界文化遺
産を有する宮島

木材加工など伝統のある産業
の集積

文化センター、スポーツセン
ターなど多彩な市民生活を支
える施設
ＪＲ山陽本線や広電宮島線な
どの利便性の高い公共交通機
関
山陽自動車道や中国縦貫自動
車道など利便性の高い高速交
通

地方中枢都市広島市に隣接し
た位置条件

島しょ部、沿岸部、内陸部、
山間部から構成される多様な
地域特性

ｎ=776

 

19.7

60.7

47.7

18.4

16.1

15.2

56.8

45.4

34.5

39.0

11.2

35.7

23.3

45.0

35.3

44.5

4.4

4.5

0 20 40 60 80(％)

区画整理などによる既成市街
地の整備

渋滞を解消する国道２号や県
道廿日市佐伯線等の幹線道路
の整備
快速の停車・増便などＪＲ山
陽本線、広電宮島線の利便性
の向上促進

大型の商業施設等の立地によ
る賑わいの場の整備

賑わいの場など多様な都市機
能が集積したまちの中心市街
地の整備

将来の都市発展を担う総合的
な機能の受け皿の場の開発

狭い道路の解消、歩道の整備
など、安全に通行できる生活
道路の整備

さくらバス、ハートバスなど
コミュニティバスの充実

美しいまち並みの形成や海や
川の親水性の整備

ＪＲ駅周辺の商業機能等拠点
機能の強化

情 報 通 信 基 盤 の 整 備

下水道の整備や合併処理浄化
槽の整備

上水道の整備と安定供給

すべての人に優しい公共施設、
駅、道路などのバリアフリー
化の推進

身近な公園や緑地の整備

不法投棄の防止など市内環境
美化の推進

そ の 他

不 明 ｎ=776

 

 

 

 

 

 

注：アンケート調査結果は、廿日市、七尾、野坂

の各中学校区の結果を集計したものです。 

 

 

脚注：平成 19(2006)年度に実施した「第５次廿日市市総合計画策定のための市民アンケート調査」のうち、主な

項目を抽出し、再集計しました。（同調査は、中学校区単位で調査されています。） 
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ウ 地域の課題 

地域の課題を整理すると、次のとおりです。 

○広域的な都市機能や幹線道路の整備、賑わいの場の整備等拠点性の向上 

○土地の有効・高度利用による中心的な市街地の形成 

○良好な市街地環境の形成 

○快適で魅力ある都市空間の形成 

 

 

（2）地域整備の目標と基本方向 

本市の拠点的な役割を担う地域としての位置づけを基本として、世界文化遺産を

擁する「宮島」を有する都市にふさわしい潤いと風格のある都市空間の形成を図り

ます。 

さらに、公共交通機関（鉄道、バス）の活用を基調としたその利便性の向上、幹

線道路・生活道路の整備などの市民ニーズを踏まえ、地域の課題に対応した整備の

目標と基本目標を次のように設定します。 

 

ア 整備の目標 

「 質の高い多彩な都市サービスを供給する賑わいのある都市拠点、 

快適で利便性の高いまちなか居住のまち 」 

 

イ 整備の基本方向 

◆多様な機能が集積した活力と魅力ある都市拠点の形成 

◆快適で利便性の高い都心居住の推進 

◆良好な住環境の形成 

◆木材港の高度利用による新たな活力の創出 
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（3）地域整備の方針 

ア 土地利用・市街地整備の方針 

○市役所周辺のシビックコア地区やＪＲ廿日市駅周辺などにおける市街地の面的な

整備、幹線道路など都市基盤の整備、多様な都市機能の立地誘導を通じて本市の都

市拠点にふさわしい都市機能や良好な住環境を備えた魅力ある中心市街地の形成

を推進します。 

また、木材港の有効・高度利用を促進します。 

○低・未利用地の有効・高度利用や密集市街地の環境改善、緑化等を進め、良好な環

境を備えた市街地の形成を図ります。 

○市街地内の各種機能を連絡するネットワーク形成により、点から線へ連続する機能

連担を創出し、魅力ある空間整備など中心市街地にふさわしい整備を推進します。 

 

（ｱ）都市的土地利用及び市街地などの整備 

・廿日市駅北土地区画整理事業や幹線道路などの基盤整備を通じた土地の有効・高

度利用、工場等の施設跡地の活用などにより、利便性の高い住宅の立地を促進し、

まち中の居住を進めます。 

・開発時期が古く、都市基盤の整備水準が低い住宅団地については、生活道路の整

備など個別の修復改善を積み重ねるとともに、実状に応じた形態規制の緩和など

を検討します。 

 

・シビックコア地区において、幹線道路沿道の高度利用などを通じて、周囲の住宅

地と調和した商業・業務系の土地利用を誘導するとともに、商業・業務施設、住

宅及び公共公益施設が複合し、賑わいと親しみが感じられるまちづくりを進めま

す。また、シビックコア地区のまちづくりの一環となる下平良二丁目地区埋立事

業を推進し、商業系機能の立地を誘導します。 

・廿日市駅北土地区画整理事業を推進し、住宅地のほか商業施設などの新たな受け

皿を確保します。 

・既存商店街については、廿日市駅南地区整備事業により交通環境等を改善し、地

区の特性を生かしつつ、他の商業機能とのネットワーク的活用を図ります。 

・ＪＲ宮内串戸駅周辺において、賑わいのある商業地としての土地利用を図ります。 

・国道２号（宮島海道）沿道については、商業系機能の立地など高度利用を促進し、

活力ある沿道市街地の形成を図ります。 

・国道２号西広島バイパス沿道では、沿道サービス系の土地利用を誘導します。 

 

・木材港地区の活力創出拠点としての高度利用や機能転換などについて「木材港活

性化プラン」を検討し、その具体化を促進します。 

・木材港北地区については、生産、流通等の機能を維持するとともに、商業系施設

の立地を誘導し、複合的な土地利用を促進します。 

・木材港南地区の公益施設用地については、円滑な事業運営に配慮した用途地域の

見直しを検討します。 

 

・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



しての可能性を持つ地区であるため、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。 

 

（ｲ）自然的土地利用 

・市街地内の樹林地は、保全に努め、自然に親しむ場、景観資源として活用します。 

 

イ 都市施設整備の方針 

○広域及び都市内の円滑な流動を確保するよう、幹線道路の整備促進や生活道路・歩

道の整備を推進するとともに、ＪＲ駅周辺の整備を進め、中心拠点にふさわしい交

通拠点性の強化を図ります。 

・広島南道路、西広島バイパス廿日市高架橋、臨港道路廿日市草津線などの主要幹

線道路や、都市計画道路佐方線、廿日市駅通線の整備を促進します。 

・都市計画道路畑口寺田線、榎之窪昭北線、地御前串戸線その他の市道の改良整備

や狭あい道路の拡幅、歩道の整備を進めます。 

・ＪＲ廿日市駅の南北をつなぐ自由通路、駅前広場の整備、広電廿日市駅周辺のロ

ータリー、自転車等駐車場、周辺道路整備など廿日市駅南口整備事業を進めます。 

・ＪＲ駅周辺におけるパーク＆ライドを促進します。 

・生活交通確保に向けて、コミュニティバス等の再編を検討します。 

○公園・緑地、下水道などの生活基盤施設や産業基盤施設の計画的な整備を進めます。 

・街区公園を計画的に整備するとともに、昭北緑地など既存の身近な公園のリニュ

ーアルを計画的に進めます。 

・公共下水道の一部未整備箇所（汚水）については、都市計画道路や駅前広場の整

備に合わせて整備を進めます。 

・地御前漁港の水産基盤施設の整備を促進します。 

 

ウ その他の都市整備に関する方針 

○市街地内の公園、緑地を結ぶ緑のネットワークの形成や親水護岸の整備を通じて、

水と緑にふれあう場の確保を図ります。 

○都市的雰囲気を備えた魅力ある都市景観や地域の特色を生かした景観の形成を図

ります。 

・建築物や屋外広告物のデザイン等の誘導、良好な公共空間のデザインなどによる

風格のある市街地景観の形成 

・海辺や、西国街道・宮島街道、洞雲寺、地御前神社等の歴史的資源を生かした地

域性豊かな景観の形成 

・沿岸部の建築物等における海上からの眺望への配慮 等 

○密集した市街地における安全性を確保するため、公共空地の創出、狭あい道路の拡

幅など都市防災対策の向上を図ります。 

また、各種公共施設の耐震化を推進するとともに、高潮や短時間の豪雨による一部

浸水区域の浸水解消策を検討し、雨水対策を計画的に進めます。 

○ＪＲ廿日市駅及び周辺、広電宮内駅や市民センター（公民館）など各種公共施設の

バリアフリー化を進めます。 

 

- 69 - 



- 69・70 - 

 

■東部南地域整備構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 東部北地域 

（1）地域の概況と課題 

ア 地域の概況 

東部北地域は、主要地方道廿日市佐伯線沿いの市街地、丘陵部に開発された大規

模住宅団地、工業団地、地域北部の瀬戸内海を臨むなだらかな田園集落などから構

成されています。 

人口は約３万人で概ね増加傾向を維持しており、高齢化率は15.3％（平成17(2005)

年）で全市（19.9％）を下回っています。 

本地域は、大規模開発地が多く、廿日市地域のこれまでの都市の拡大を印象づけ

る地域です。 

また、地形条件が緩やかで開発可能な丘陵地が存在するなど、将来ともに、今後

の本市の発展可能性を有する地域です。 

 

 

■人口・世帯数の推移（東部北地域） ■年齢三区分別人口割合（東部北地域） 

注：国勢調査による。 注-1：国勢調査による。
-2：年齢不詳を除く。

（人口）

29,711人 30,256人

9,432世帯 10,229世帯

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成12年 平成17年

（世帯）

0

5,000

10,000

15,000

19.4

68.0

12.6

16.4

68.4

15.3

0

50

100

平成12年 平成17年

（％） 65歳以上０～14歳 15～64歳

 

 

  
 主要地方道廿日市佐伯線沿道の様子 住宅団地（宮園） 
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イ まちづくりに対する市民ニーズ 

市民アンケート調査結果では、本市のまちづくりに生かしたいこととして、｢世界

文化遺産を有する宮島｣と｢公共交通機関｣をあげた人の割合が高くなっています。 

また、都市基盤や生活環境の整備に関する意向については、｢幹線道路の整備｣を

あげた人の割合が６割、｢生活道路の整備｣が５割を超えているほか、｢ＪＲ山陽本線、

広電宮島線の利便性の向上｣｢コミュニティバスの充実｣｢環境の美化｣｢公共施設、駅、

道路などのバリアフリー化｣などをあげた人の割合が高くなっています。 

 

■廿日市市のまちづくりに生かしたいこと ■都市基盤や生活環境の整備について力を 
（回答数無制限）〔東部北地域〕 入れること（回答数無制限）〔東部北地域〕 

西中国山地の豊かな自然

そ の 他

不 明

多様な人材の集積や活発な市
民活動

日本三景であり、世界文化遺
産を有する宮島

木材加工など伝統のある産業
の集積

文化センター、スポーツセン
ターなど多彩な市民生活を支
える施設
ＪＲ山陽本線や広電宮島線な
どの利便性の高い公共交通機
関
山陽自動車道や中国縦貫自動
車道など利便性の高い高速交
通

地方中枢都市広島市に隣接し
た位置条件

島しょ部、沿岸部、内陸部、
山間部から構成される多様な
地域特性
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区画整理などによる既成市街
地の整備

渋滞を解消する国道２号や県
道廿日市佐伯線等の幹線道路
の整備
快速の停車・増便などＪＲ山
陽本線、広電宮島線の利便性
の向上促進

大型の商業施設等の立地によ
る賑わいの場の整備

賑わいの場など多様な都市機
能が集積したまちの中心市街
地の整備

将来の都市発展を担う総合的
な機能の受け皿の場の開発

狭い道路の解消、歩道の整備
など、安全に通行できる生活
道路の整備

さくらバス、ハートバスなど
コミュニティバスの充実

美しいまち並みの形成や海や
川の親水性の整備

ＪＲ駅周辺の商業機能等拠点
機能の強化

情 報 通 信 基 盤 の 整 備

下水道の整備や合併処理浄化
槽の整備

上水道の整備と安定供給

すべての人に優しい公共施設、
駅、道路などのバリアフリー
化の推進

身近な公園や緑地の整備

不法投棄の防止など市内環境
美化の推進

そ の 他

不 明
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注：アンケート調査結果は、七尾、野坂、四季が

丘の各中学校区の結果を集計したものです。
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ウ 地域の課題 

地域の課題を整理すると、次のとおりです。 

○高齢社会を見据えた住宅団地における生活環境の確保 

○幹線道路の整備及び道路沿いの秩序ある住宅地・商業地の形成 

○田園集落地の活力の維持 

○環境と共生した適正な開発の誘導 

 

 

（2）地域整備の目標と基本方向 

本市の安定した居住の場、将来の発展可能性を有する役割を担う地域としての位

置づけを基本として、世界文化遺産を擁する「宮島」への眺望を地域の特徴とする

優れた生活環境の充実を図ります。 

さらに、公共交通機関（鉄道、バス）の活用を基調としたその利便性の向上、幹

線道路・生活道路の整備、環境の美化などの市民ニーズを踏まえ、地域の課題に対

応した整備の目標と基本目標を次のように設定します。 

 

ア 整備の目標 

「 多様な暮らしを支える快適な住環境を備え、 

将来への発展可能性を創出するまち 」 

 

イ 整備の基本方向 

◆住宅団地における良好な住環境の維持・保全 

◆利便性と快適性を備えた住宅市街地の形成 

◆豊かな緑、優れた眺望に恵まれた環境と共生した田園集落地の形成 

◆新機能都市開発構想の具体化の検討 
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（3）地域整備の方針 

ア 土地利用・市街地整備の方針 

○良好な環境を備えた住宅市街地の維持、潤いのある田園集落地の形成を推進すると

ともに、沿道における都市的土地利用を促進します。 

○平良・佐方地区などの、市街地に隣接し、新規の都市開発が可能な丘陵地等におけ

る開発の具体化にあたっては、自然環境や周辺環境に配慮した良好な開発となるよ

う誘導します。 

 

（ｱ）都市的土地利用及び市街地などの整備 

・大規模住宅団地については、団地の成熟化に対応し、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、２世代世帯（子の世帯＋親の世帯）の居住

促進につながる形態規制の緩和などを検討します。 

・生活基盤整備が不十分なスプロール的な市街地については、地区ごとの特性を踏

まえ、生活道路、下水道等を計画的に整備するとともに、農地の宅地への転換と

菜園などへの有効利用を促進し、良好な市街地を形成します。 

 

・主要地方道廿日市佐伯線沿いは、都市拠点の補完的機能を担うにぎわいエリアと

して商業系土地利用を誘導します。 

・国道２号西広島バイパス沿道では、沿道サービス系の土地利用を誘導します。 

 

・平良･佐方地区の丘陵地は、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有する地区であるため、「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。 

・宮内六本松地区の丘陵地等において新規開発を具体化するに当たっては、宮内工

業団地との連続性などから生産・流通系土地利用を主体とし、周辺の自然環境や

住環境に調和するとともに、良好な基盤を備えた開発となるよう誘導します。 

・上平良二重原地区の丘陵地等において新規開発を具体化するに当たっては、地形

や既存集落との関係などから生産・流通系など非住居系土地利用を主体とし、周

辺の自然環境や住環境に調和するとともに、一般県道廿日市環状線の整備と連携

して良好な基盤を備えた開発となるよう誘導します。 

 

・地域北部の市街化調整区域に広がる田園集落地については、営農環境の維持・保

全を推進するとともに、居住環境の整備や、地域コミュニティを維持するために

必要な開発の適切な誘導を図ります。 

 

（ｲ）自然的土地利用 

・市民の森づくり事業を通じて、森林の育成保全を図り、自然と親しむ場として活

用します。 

・市街地内の樹林地は、保全に努め、自然に親しむ場、景観資源として活用します。 

・市街化調整区域内農地の多様な活用を促進し、農地の保全を図ります。 



イ 都市施設整備の方針 

○幹線道路網の形成、市道の改良整備など交通体系の充実を図ります。 

・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を進めるとともにアクセ

ス道路を整備します。また、国道２号西広島バイパス廿日市高架橋、国道 433 号、

一般県道廿日市環状線の整備を促進し、幹線道路網の形成を図ります。 

・市道地御前宮内線など市道の改良整備や狭あい道路の拡幅整備、歩道の整備を計

画的に進めます。 

・生活交通確保に向けて、コミュニティバス等の再編を検討します。 

○公園・緑地、下水道、水道施設など生活基盤施設の計画的な整備を進めます。 

・地御前公園（近隣公園）の整備を進めるとともに、既存公園のリニューアルを計

画的に進めます。 

・公共下水道の計画区域の見直し、効率的な汚水処理方策にもとづいて、大規模住

宅団地や工業団地下水道などの公共下水道への編入を進めます。 

 

ウ その他の整備方針 

○市街地背後の森林については、乱開発を抑制し、造林保育を通じて育成保全を図る

とともに、自然に親しむ場として活用します。 

○住宅団地における良好な住宅地景観や潤いのある田園集落地の保全を図るととも

に、建築物や屋外広告物のデザイン等の誘導により、幹線道路沿いの良好な沿道景

観の形成を図ります。 

○急傾斜地崩壊対策事業、砂防堰堤の整備促進、河川改修など、自然災害対策の計画

的な実施を図るとともに、各種公共施設の耐震化を計画的に進めます。 

○市民センター（公民館）など各種公共施設の計画的なバリアフリー化を進めます。 
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■東部北地域整備構想図 
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４ 中部地域 

（1）地域の概況と課題 

ア 地域の概況 

中部地域は、本市の沿岸部の丘陵地に計画的に開発された住宅団地と国道２号沿

いの住宅団地、宮島口周辺保養・商業地などから構成されています。 

人口は約３万人で概ね増加傾向を維持しており、高齢化率は19.9％（平成

17(2005)年）で全市と同値となっています。 

昭和40（1965）年代以降から形成された住宅団地の中には成熟化し、高齢化がよ

り進行している団地もみられます。また、沿岸部では保養・研修施設系から共同住

宅などへの転換も進行しています。 

宮島口はＪＲ宮島口駅、広島電鉄宮島線宮島口駅、宮島航路の桟橋等の交通施設

や商店街が立地し、宮島の玄関口となっています。 

 

 

■人口・世帯数の推移（中部地域） ■年齢三区分別人口割合（中部地域） 

注：国勢調査による。 注-1：国勢調査による。
-2：年齢不詳を除く。
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（世帯）
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 大規模な住宅団地（阿品台） 宮島口桟橋周辺 
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イ まちづくりに対する市民ニーズ 

市民アンケート調査結果では、本市のまちづくりに生かしたいこととして、｢世界

文化遺産を有する宮島｣をあげた人の割合が高く、｢公共交通機関｣がこれに次いで

います。 

また、都市基盤や生活環境の整備に関する意向については、｢幹線道路の整備｣を

あげた人の割合が６割、｢コミュニティバスの充実｣と｢公共施設、駅、道路などの

バリアフリー化｣が５割を超えて高くなっています。 

 

■廿日市市のまちづくりに生かしたいこと ■都市基盤や生活環境の整備について力を 
（回答数無制限）〔中部地域〕 入れること（回答数無制限）〔中部地域〕 
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道廿日市佐伯線等の幹線道路
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の向上促進

大型の商業施設等の立地によ
る賑わいの場の整備

賑わいの場など多様な都市機
能が集積したまちの中心市街
地の整備

将来の都市発展を担う総合的
な機能の受け皿の場の開発

狭い道路の解消、歩道の整備
など、安全に通行できる生活
道路の整備

さくらバス、ハートバスなど
コミュニティバスの充実

美しいまち並みの形成や海や
川の親水性の整備

ＪＲ駅周辺の商業機能等拠点
機能の強化

情 報 通 信 基 盤 の 整 備

下水道の整備や合併処理浄化
槽の整備

上水道の整備と安定供給

すべての人に優しい公共施設、
駅、道路などのバリアフリー
化の推進

身近な公園や緑地の整備

不法投棄の防止など市内環境
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注：アンケート調査結果は、阿品台、大野東の各

中学校区の結果を集計したものです。 
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ウ 地域の課題 

地域の課題を整理すると、次のとおりです。 

○宮島口の環境整備、桟橋等交通機能の充実、周辺の渋滞対策 

○高齢社会を見据えた住宅団地の生活環境の確保 

○市街地及び集落地における道路、下水道等生活環境基盤による住環境の改善 

○臨海部における地域の特性に配慮した土地利用転換の誘導 

○宮島からの眺望景観の確保 

 

 

（2）地域整備の目標と基本方向 

宮島を対岸に臨む居住と交流の場としての位置づけを基本として、世界文化遺産

を擁する「宮島」とともにある暮らしや来訪者へのもてなしを大切にした環境づく

りを図ります。 

さらに、公共交通機関（鉄道、バス）の活用を基調としたその利便性の向上、幹

線道路・生活道路の整備などの市民ニーズを踏まえ、地域の課題に対応した整備の

目標と基本目標を次のように設定します。 

 

ア 整備の目標 

「 多くの人が行き交う魅力ある宮島の玄関口、 

宮島・大野瀬戸を臨む快適な居住のまち 」 

 

イ 整備の基本方向 

◆宮島の玄関口にふさわしい魅力ある観光・交流拠点の形成 

◆住宅団地における良好な住環境の維持・保全 

◆潤いのある田園住宅地の形成 

◆宮島からの眺望に配慮した秩序ある景観の形成 
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（3）地域整備の方針 

ア 土地利用・市街地整備の方針 

○良好な環境を有する専用住宅市街地の維持、生活基盤の計画的な整備等による良好

な住居系市街地の形成を図るとともに、ＪＲ駅周辺における商業系機能の立地促進

や交通環境の整備を進め、拠点性を強化します。 

○市街地背後の森林を保全し、宮島からの良好な景観の維持、災害の防止に配慮しま

す。 

 

（ｱ）都市的土地利用及び市街地などの整備 

・大規模住宅団地については、団地の成熟化に対応し、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、２世代世帯（子の世帯＋親の世帯）の居住

促進につながる形態規制の緩和などを検討します。また、主要道路の沿道におけ

る商業等の生活サービス施設の立地を促進します。 

・開発時期が古く、都市基盤の整備水準が低い住宅団地については、生活道路の整

備など個別の修復改善を進め、良好な市街地環境の形成を図ります。 

・住宅団地のうち、未充てん宅地がある団地については、土地の有効活用や建築を

促進し、住宅団地としての形成を図ります。 

・生活基盤整備が不十分なスプロール的な市街地については、地域ごとの特性を踏

まえつつ、生活道路等を計画的に整備するとともに、農地の宅地への転換と菜園

などへの有効利用を促進し、良好な市街地を形成します。 

 

・ＪＲ宮島口駅から宮島口桟橋一帯にかけては、桟橋など交通施設の整備と連携し

た一体的な環境整備を推進し、宮島の玄関口にふさわしい魅力に富んだ商業・観

光サービス系市街地（にぎわいエリア）となるよう、計画的な整備を進めます。 

・宮島口以南の国道２号沿道海側市街地では、無秩序な用途転換を抑制し、観光サ

ービスを中心とした土地利用を基本としながら宮島の対岸にふさわしい都市空

間の形成を図ります。 

・ＪＲ阿品駅周辺南口については、都市拠点の補完的機能を担うにぎわいエリアと

して、商業・業務系機能の立地を促進します。 

・ちゅーピーパーク周辺において、交流レクリエーションエリアとしてその機能の

拡充等を具体化するに当たっては、周囲の住環境や市街化調整区域等の自然環境

と調和する良好な開発となるよう誘導します。 

 

・地域北部の市街化調整区域に広がる田園集落地については、営農環境の維持・保

全を推進するとともに、居住環境の整備や、地域コミュニティを維持するために

必要な開発の適切な誘導を図ります。 

 

（ｲ）自然的土地利用 

・広島岩国道路以北の森林については、自然災害の防止、宮島からの景観への配慮

などの観点から、保全を図ります。 

・市街地周辺部の自然緑地や市街地内の樹林地は、保全に努めるとともに、レクリ

エーションの場、自然に親しむ場、景観資源として活用します。 



・市街化調整区域内農地の多様な活用を促進し、農地の保全を図ります。 

 

イ 都市施設整備の方針 

○道路の整備や公共交通環境の整備を進め､交通の利便性の向上を図るとともに､公

園･緑地などの生活基盤施設の計画的な整備を進めます。 

・市道の改良整備、狭あい道路の拡幅整備、歩道の整備を計画的に進めます。 

・生活交通確保に向けて、コミュニティバス等の再編を検討するとともに、ＪＲ駅

周辺におけるパーク＆ライドを促進します。 

・街区公園、近隣公園を計画的に整備するとともに、既設公園のリニューアルを計

画的に進めます。 

・公共下水道の処理区域の再編にもとづいて効率的な汚水処理を進めます。 

○宮島の玄関口である宮島口において、競艇場駐車場の有効活用、適切な駐車場情報

の提供など渋滞対策を強化するとともに、「宮島口みなとづくり基本構想」に基づ

き、桟橋施設及び港湾環境の総合的な整備を促進します。 

 

ウ その他の整備方針 

○市街地背後の森林を保全するとともに、丘陵地の島状緑地を自然とふれあう場とし

て多様に活用します。 

また、宮島口桟橋周辺の整備を推進し、海辺の親水空間の確保を図ります。 

○住宅団地における良好な住宅地景観の保全、西国街道などの歴史を生かした景観や

国道２号沿いの良好な沿道景観など、良好な都市景観を形成します。 

また、対岸の世界文化遺産を擁する「宮島」との関係に留意した景観形成を進めま

す。 

・宮島口地区における宮島の玄関口にふさわしい景観の形成 

・宮島からの眺望に配慮した､沿岸部の建築物等におけるデザインや高さ等の誘導、

丘陵地の緑の保全 

・本地域からの宮島への眺望景観の保全 

○急傾斜地崩壊対策事業、砂防事業や海岸保全施設の整備を計画的に進めるととも

に、各種公共施設の耐震化を計画的に進めます。 

○深江、早時、赤崎などの沿岸部の浸水常襲地区については浸水対策を検討します。 

○ＪＲ阿品駅、ＪＲ宮島口駅及び周辺地区、市民センター（公民館）など各種公共施

設の計画的なバリアフリー化を進めます。 
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■中部地域整備構想図 
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５ 西部地域 

（1）地域の概況と課題 

ア 地域の概況 

西部地域は、本市の沿岸部の西部に位置し、古くから大野地域の中心的役割を果

たしてきた地域です。 

人口は約１万人で減少傾向にあり、高齢化率は26.2％（平成17(2005)年）で全市

（19.9％）を上回っています。 

地域内を東西に国道２号、ＪＲ山陽本線が走り、これらを中心に、中小の団地な

どの住居系市街地、沿道商業地、臨海部の工業地、宮浜の温泉街、公共公益施設の

集積地など多様な用途の市街地が形成されています。 

大野中央地区では土地区画整理事業が完了し、宅地化が進みつつあります。 

 

 

■人口・世帯数の推移（西部地域） ■年齢三区分別人口割合（西部地域） 

注：国勢調査による。 注-1：国勢調査による。
-2：年齢不詳を除く。

（人口）

（世帯）

10,149人 9,942人

3,492世帯 3,555世帯
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 大野中央地区 宮浜温泉 
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イ まちづくりに対する市民ニーズ 

市民アンケート調査結果では、本市のまちづくりに生かしたいこととして、｢世界

文化遺産を有する宮島｣と｢公共交通機関｣をあげた人の割合が高くなっています。 

また、都市基盤や生活環境の整備に関する意向については、｢コミュニティバスの

充実｣｢幹線道路の整備｣｢生活道路の整備｣｢環境の美化｣｢公共施設、駅、道路などのバ

リアフリー化｣などをあげた人の割合が高くなっています。 

 

■廿日市市のまちづくりに生かしたいこと ■都市基盤や生活環境の整備について力を 
（回答数無制限）〔西部地域〕 入れること（回答数無制限）〔西部地域〕 

西中国山地の豊かな自然

そ の 他

不 明

多様な人材の集積や活発な市
民活動

日本三景であり、世界文化遺
産を有する宮島

木材加工など伝統のある産業
の集積

文化センター、スポーツセン
ターなど多彩な市民生活を支
える施設
ＪＲ山陽本線や広電宮島線な
どの利便性の高い公共交通機
関
山陽自動車道や中国縦貫自動
車道など利便性の高い高速交
通

地方中枢都市広島市に隣接し
た位置条件

島しょ部、沿岸部、内陸部、
山間部から構成される多様な
地域特性

22.3

53.8

40.2

17.9

22.3

44.0
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1.6

10.9
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区画整理などによる既成市街
地の整備

渋滞を解消する国道２号や県
道廿日市佐伯線等の幹線道路
の整備
快速の停車・増便などＪＲ山
陽本線、広電宮島線の利便性
の向上促進

大型の商業施設等の立地によ
る賑わいの場の整備

賑わいの場など多様な都市機
能が集積したまちの中心市街
地の整備

将来の都市発展を担う総合的
な機能の受け皿の場の開発

狭い道路の解消、歩道の整備
など、安全に通行できる生活
道路の整備

さくらバス、ハートバスなど
コミュニティバスの充実

美しいまち並みの形成や海や
川の親水性の整備

ＪＲ駅周辺の商業機能等拠点
機能の強化

情 報 通 信 基 盤 の 整 備

下水道の整備や合併処理浄化
槽の整備

上水道の整備と安定供給

すべての人に優しい公共施設、
駅、道路などのバリアフリー
化の推進

身近な公園や緑地の整備

不法投棄の防止など市内環境
美化の推進

そ の 他

不 明
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注：アンケート調査結果は、大野中学校区の結果

を集計したものです。 
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ウ 地域の課題 

地域の課題を整理すると次のとおりです。 

○土地区画整理事業などの基盤を生かした地域拠点性の向上 

○道路、下水道等生活環境基盤による住環境の改善 

○宮浜温泉地区の活性化 

○未利用地など土地の有効利用 

 

 

（2）地域整備の目標と基本方向 

本市の沿岸西部の拠点的役割を担う地域としての位置づけを基本として、世界文

化遺産を擁する「宮島」を臨む優れた生活環境や保養・レクリエーション等の環境

の充実を図ります。 

さらに、公共交通機関（鉄道、バス）の活用を基調としたその利便性の向上、幹

線道路・生活道路の整備環境の美化などの市民ニーズを踏まえ、地域の課題に対応

した整備の目標と基本目標を次のように設定します。 

 

ア 整備の目標 

「 地域の伝統と風土を生かしながら、多様な居住と生産が調和した 

活力を創出するまち 」 

 

イ 整備の基本方向 

◆生活サービス機能の集積を生かした地域拠点の形成 

◆安全で快適な利便性の高い市街地環境の形成 

◆海と山を生かした健康的で品格のある温泉保養地の形成 
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（3）地域整備の方針 

ア 土地利用・市街地整備の方針 

○多様な用途から構成される市街地特性を踏まえ、秩序ある都市的土地利用を誘導し、

良好な市街地を形成していくとともに、魅力ある地域拠点の形成や大規模未利用地

の活用を促進し、賑わいの創出や都市的活動の活性化を図ります。 

○市街地背後の森林を保全し、宮島からの良好な景観の維持、災害の防止に配慮しま

す。 

 

（ｱ）都市的土地利用及び市街地などの整備 

・中央地区土地区画整理区域において住宅の立地を促進し、良好な都市基盤と生活

関連サービス施設の集積を生かした利便性の高い住宅地の形成を図ります。 

・専用住宅地内の未利用地や遊休地の有効利用を促進し、良好な住宅市街地の形成

を図ります。 

・生活基盤整備が不十分な地区については、地区ごとの特性を踏まえつつ、生活道

路や公園などを計画的に整備するとともに、農地の宅地への転換と菜園などへの

有効利用を促進し、良好な市街地、集落地として形成します。 

 

・大野中央地区（支所～筏津
いかなづ

周辺）については、一般県道栗谷大野線沿いなどへの

生活関連サービスの立地等商業・業務系の土地利用を誘導するとともに、公共公

益施設（支所・筏津
いかなづ

周辺）の集積等と一体に魅力ある地域拠点の形成を図ります。 

・ＪＲ大野浦駅周辺については、駅前広場の整備など周辺環境の整備を進め、交通

拠点性の向上を図るとともに、商業・業務系の土地利用を誘導します。 

・宮浜温泉地区については、健康的で品格のある健康保養エリアとしての形成を図

ります。 

・多様な土地利用が混在している国道２号の沿道については、拠点性が求められる

大野中央地区、ＪＲ大野浦駅周辺、宮浜温泉地区をはじめ、地区ごとの土地利用

の性格を明確にし、無秩序な用途の混在化を抑制します。 

 

・臨海部の工業系土地利用については、現状機能の維持を基本に、周辺環境との調

和を図ります。 

・工場跡地などの遊休地は、工業その他の産業系での再利用を基本としながら、土

地の利用条件を踏まえた有効活用を促進します。 

 

（ｲ）自然的土地利用 

・市街地背後の森林については、宮島からの良好な景観の維持、災害の防止の観点

から、今後とも維持・保全を図るとともに、自然とふれあえる場として活用しま

す。 

・市街化調整区域内の農地の多様な活用を促進し、農地や丘陵地の保全を推進しま

す。 
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イ 都市施設整備の方針 

○道路の計画的な整備、ＪＲ・バス等の充実により、交通利便性の向上を図ります。 

・一般県道栗谷大野線の整備を促進します。 

・都市計画道路深江林ケ原線、筏津
いかなづ

郷
ごう

線
せん

の整備を進めるとともに、市道の改良整備

や狭あい道路の拡幅整備、歩道の整備を計画的に進めます。 

・ＪＲ大野浦駅北口の駅前広場、駅の南北をつなぐ自由通路の整備を進めるととも

に、駅周辺におけるパーク＆ライドを促進します。 

・生活交通確保に向けて、コミュニティバスの再編を検討します。 

○公園・緑地、下水道、河川などの生活基盤施設や産業基盤施設の計画的な整備を進

めます。 

・街区公園の整備や既設公園のリニューアルを計画的に進めます。 

・公共下水道の整備計画等を検討し、効率的で効果的な下水道整備を推進します。 

また、雨水排水対策を行うためのポンプ施設等の整備計画にもとづき効果的な整

備を図ります。 

・安全を確保し、潤いと安らぎの川をめざした、永慶寺川の総合的な高潮対策・河

川改修を促進します。 

・塩屋漁港の海岸保全施設の整備を促進するなど、漁港の充実・活用を図ります。 

・既設の公共施設を改修し、地域づくり拠点施設として活用します。 

 

ウ その他の整備方針 

○鳴川海岸周辺において、海辺のレクリエーションエリアとして自然海岸の保全・活

用等を進めます。また、市街地背後の緑地や妹背の滝、永慶寺川などを水と緑のレ

クリエーションの場として有効に活用します。 

○鳴川海岸等の海辺の景観、宮浜温泉地区の観光保養地景観、住宅地景観、沿道景観、

西国街道の名残のある景観など多様な特色を備えた良好な景観の形成を進めます。 

また、沿岸部における建築物のデザイン等の誘導により、宮島からの眺望に配慮し

た景観の形成を進めます。 

○急傾斜地崩壊対策事業や砂防事業、公共下水道雨水排水事業を計画に進めるととも

に、国道２号護岸改良事業の促進、各種公共施設の耐震化を計画的に進めます。 

○ＪＲ大野浦駅及び周辺地区や市民センター（公民館）など各種公共施設のバリアフ

リー化を計画的に進めます。 

 



■西部地域整備構想図 
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