
１ 重点地区の設定 

重点地区整備構想は、本市の将来像の実現に当たって重要であり、かつ土地利用、

交通体系、景観、防災などの総合的な都市整備が必要な地区について、地区の目標

像と、より詳細な施策の方針を定めるものです。 

対象とする地区は、「第２章 全体構想」の都市構造に定める拠点地区の位置づ

けを踏まえて、次の２地区を設定します。 

◆シビックコア周辺地区等（都市拠点であるシビックコア周辺地区及び新都市活

力創出拠点である木材港地区、平良・佐方地区(一部)を含む区域） 

◆宮島口地区（歴史文化発信拠点のうちの宮島口地区） 

 

 

■重点地区の位置 
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２ シビックコア周辺地区等 

（1）地区の現状と課題 

ア 地区の現状 

本地区は、本市の都市機能の中心的役割を担う拠点として位置づけられ、国道２

号を挟んで形成された市街地及び臨海部に形成された木材港を中心とする工業地

から形成されています。 

地区内には、行政管理、保健・医療・福祉、文化・スポーツ、商業・業務、生産

など多様な都市機能が集積立地しています。また、国道２号とＪＲ山陽本線、広電

宮島線が並行して走り、その周囲には店舗などが混在した比較的高密度な住居系市

街地が形成され、約２万人が居住しています。 

近年、シビックコア周辺地区においては、土地利用転換による公共・民間の拠点

施設の立地や広電廿日市市役所前駅整備等のシビックコア地区（新宮地区）整備が

進展し、またＪＲ宮内串戸駅周辺整備事業が完了しています。さらに、廿日市駅北

土地区画整理事業、都市計画道路廿日市駅通線の整備、下平良二丁目地区埋立事業

が進行中です。これらにより、複数の拠点性を持つ市街地が複合した地区へと変化

しつつあります。 

また、木材港地区においては、臨港道路(広島はつかいち大橋)の開通により交通

条件が向上するなど、北地区を中心に多様な機能が複合する条件が整いつつありま

す。 

■シビックコア周辺地区等の範囲 
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イ 地区の課題 

シビックコア周辺地区等における都市整備の課題は､地区全体の構成､交通､土地

利用・建物、景観・都市空間、防災・住環境の面から、次のようにとらえられます。 

 

（ｱ）地区全体の構成の課題 

○本地区は、都市拠点（シビックコア周辺地区）と新都市活力創出拠点（木材港地

区、平良・佐方地区の一部）から構成され、都市拠点の範囲も「シビックコア地

区」、ＪＲ廿日市駅・広電廿日市駅周辺など複数の拠点性を持つ市街地が複合す

る地区となっています。それぞれの市街地の特徴を生かしながら、地区全体が、

道路交通網、土地利用、都市空間などにおいて一体性のある市街地となるよう整

備を進めることが必要です。 

 

（ｲ）交通の課題 

○本地区が広島都市圏において広域的な役割を発揮するためには、国道２号等の円

滑な道路交通を確保し、他都市との連携を強化するよう、広域的な道路網を整備

することが必要です。 

○市民生活の拠点ともなる都市拠点においては、今後の高齢化の進行等を考慮し、

鉄道・バスなど公共交通機関の利便性やバリアフリー環境の向上、歩行者や自転

車が利用しやすい環境の整備が求められます。 

 

（ｳ）土地利用や建物の課題 

○かつての西国街道に沿って古くから市街地が形成された廿日市、天神などでは建

物の老朽化や空き地の発生などが見られます。商店街や居住の利便性などを生か

した更新など土地の有効利用が望まれます。 

○商業・業務施設や公共公益施設などの集積により拠点性を持つ地区、今後の拠点

性が期待される地区において、それぞれの特性を生かした市街地整備を進めるこ

とが必要です。 

・ＪＲ廿日市駅及び広電廿日市駅周辺における土地区画整理事業や幹線道路整備

を生かした都市機能の集積、土地の有効利用 

・広電廿日市駅南の廿日市商店街における空き店舗対策など商店街の再生 

・シビックコア地区における低未利用地等の有効利用、無秩序な用途混在の防止 

・下平良二丁目地区埋立地における都市機能の誘導 

・ＪＲ宮内串戸駅周辺における幹線道路を生かした都市機能の集積、土地の有効

利用 

○桜尾、下平良、串戸などの沿岸部における工業地では、工業系から住居系、商業

・業務系への用途転換が進んでいます。無秩序な用途混在を防止し、土地利用の

方向付けを図ることが必要です。 

○木材港では、利用低下対策として新たな産業・機能の創出を図ることも必要です。

特に広域的な交通条件の向上により、商業・業務系への用途転換が予想される木

材港北では良好な環境の施設立地を誘導していくことが必要です。 

○佐方小学校背後の法花山を含む新機能都市開発構想の実現に向けた検討が必要

です。 

- 115 - 



 

 ···············································································  

 

 

（ｵ）防災や住環境の課題 

（ｴ）景観や都市空間の課題 

 

 

市街地形成の経緯や土地利用の特性を踏まえた下図のようなゾーン区分ごとに

主な課題を整理すると、次表のとおりです。 

○一方で、公共交通機関や生活サービス機能の集積などを生かした、利便性の高い

住宅地としての機能を高めていくため、住環境の改善や土地の有効利用などを進

めることも必要です。 

○西国街道周辺をはじめ、老朽化した建物が密集し、道路が狭あいな市街地が広が

っており、地震・火災に対する防災対策が必要です。 

○シビックコア地区整備や廿日市駅北土地区画整理事業、幹線道路整備などの市街

地の整備に合わせて良好な都市景観を形成していくことが必要です。 

○本地区における都市活動や都市居住の魅力づくりにつながる資源を、積極的に活

用していくことが必要です。 

・入江や木材港など長い海岸線（水辺） 

・住吉の潮まわしや桜並木 

・可愛川などの河川の水辺 

・西国街道のまちなみ､寺社地､廿日市町屋遺跡､洞雲寺など歴史性のある資源や

緑 

■地区のゾーン区分 
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■シビックコア周辺地区等のゾーン別の課題 

ゾーン区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

  

ゾーンの 

概要 

○西国街道に沿って市街化された廿日市地域の古
くからの中心地（廿日市商店街など） 

○ＪＲ廿日市駅と広電廿日市駅が主要駅 

○シビックコア地区の各種施設（市役所・さくらぴ
あ、あいプラザ、交流プラザ、新宮中央公園など）
や市民活動センターなど公共公益施設が集積 

○広電廿日市市役所前駅が主要駅 

○ＪＲ宮内串戸駅と広電３駅 
○国道２号（宮島街道）沿道には商業施設や病院な

どが集積 

Ｄ1（木材港） 
○木材関連を中心とした工業

地と港湾施設 
○広島はつかいち大橋により

広島市方面と連絡 

Ｄ2（佐方小学校
背後の法花山）

○新機能都市開
発構想の区域 

地区の構成

の課題（一

体性を強化

する要素） 

●国道２号､(都)畑口寺田線､西国街道 

●廿日市港住吉の入江､(臨)廿日市北線 

●洞雲寺や佐方小学校周辺の山林 

●佐方川、可愛川 

●国道２号、(都)畑口寺田線 

●西国街道 

●(臨)廿日市北線、住吉の桜並木・潮まわし、可
愛川 

●国道２号、(都)畑口寺田線、西国街道 

●御手洗川 

●廿日市港住吉の入江､(臨)
廿日市北線 

●可愛川 

●法花山の山林 

公共交

通 

●ＪＲ廿日市駅の利用しやすく、安全に移動でき
る環境への改善 

 ●広電宮内駅等の利用しやすく、安全に移動でき
る環境への改善 

  

歩行者

等 

●鉄道駅や公共公益施設の周辺、商店街などにお
ける歩行者空間の充実 

●国道２号における歩行者の安全性の確保 

●鉄道駅やシビックコア地区の公共公益施設を中
心とした歩行者空間の充実 

●国道２号における歩行者の安全性の確保 

●鉄道駅や公共公益施設の周辺、商店街などにお
ける歩行者空間の充実 

●国道２号における歩行者の安全性の確保 

●昭北緑地利用者のための歩
行者空間等の充実 

 
交
通
の
課
題 

道路 

●国道２号の慢性的な渋滞の改善 

●(都)畑口寺田線､佐方線の整備 

●鉄道駅と連絡する幹線道路の強化（(都)廿日市
駅通線等） 

●国道２号の慢性的な渋滞の改善 ●国道２号の慢性的な渋滞の改善 ●広島南道路等の臨海部の広
域幹線道路の整備 

 

土地利用や

建物の課題 

●老朽化した建築物の更新など土地の有効利用 

●廿日市駅北土地区画整理事業や幹線道路の整備
効果を生かしたＪＲ廿日市駅及び広電廿日市駅
周辺における都市機能の集積､土地の有効利用 

●廿日市商店街における空き店舗対策など商店街
の再生 

●桜尾の工業系市街地における無秩序な用途混在
の防止 

●シビックコア地区における低未利用地等の有効
利用、無秩序な用途混在の防止 

●下平良二丁目地区埋立地における都市機能の誘
導 

●ＪＲ宮内串戸駅周辺における幹線道路を生かし
た都市機能の集積、土地の有効利用 

●串戸の工業系市街地における無秩序な用途混在
の防止 

●利用低下対策としての新た
な産業・機能の創出 

●木材港北では良好な環境の
商業・業務系施設の立地誘
導 

●新機能都市開
発構想の実現
に向けた検討 

景観や都市

空間の課題 

●西国街道のまちなみ、寺社地、洞雲寺など歴史
性のある資源や社寺林などの活用 

●可愛川や住吉の入江など水辺の活用 

●可愛川、住吉の潮まわしや桜並木、入江など水
辺と緑の活用 

●西国街道の活用 

●御手洗川や西国街道の活用 ●住吉の入江や木材港などの
水辺の活用 

 

防災や住環

境の課題 

●老朽化した密集市街地等の防災対策 

●住環境の改善と土地の有効利用 

●老朽化した密集市街地等の防災対策 

●住環境の改善と土地の有効利用 

●老朽化した密集市街地等の防災対策 

●住環境の改善と土地の有効利用 

  

 



（2）地区の位置づけと整備の目標 

ア 地区の位置づけと役割 

本地区は、主要公共施設や商業・業務・生産機能などの立地、鉄道の利便性、幹

線道路へのアクセシビリティ等に恵まれ、従来は廿日市地域の拠点としてその役割

を担ってきました。 

本計画では、合併後の市域においても多様な都市機能の集積を生かした本市の都

市拠点（シビックコア周辺地区）、さらに将来に向けた発展可能性を有する活力創

出拠点（木材港地区）として位置づけています。 

また、廿日市市を中心とした広島都市圏西部地域においても、本地区は「中枢拠

点（広島市中心部等）」の都市機能を一部分担する「広域拠点」として位置づけら

れています。 

このような位置づけを持つ本地区は、既存の都市機能などのストックや木材港な

どの土地資源を生かしながら、都市基盤の整備、将来を見通した都市機能の立地誘

導、一体性のある都市空間の形成などを進め、より高次の拠点としての役割を発揮

していくことが求められています。 

さらに、これらの都市機能と共存し、市民が快適に暮らせるまちとしての役割も

求められます。 

 

イ 整備の目標 

本地区は、拠点地区としての都市機能・都市空間による活力や魅力を備えるとと

もに、これらに支えられた快適で利便性の高い都市居住の場としてのまちをめざ

し、地区整備の目標を次のとおり設定します。 

 

広島都市圏西部の広域拠点にふさわしい 

賑わいと魅力のある都市拠点、まちなか居住の場 

 

 

（3）地区整備の方針 

地区の目標の実現に向けた次の３つの基本方針を設定するとともに、これらに基

づいた整備・誘導方針を定めます。 

 

 【地区整備の目標】 【基本方針】 

 

広島都市圏西部の 

広域拠点にふさわしい 

賑わいと魅力のある 

都市拠点、まちなか居住

の場 

多くの人が集い、行き交う賑わいのあるまちを創る

｢都市拠点｣・｢まちなか｣としての一体的な市街地を

形成する 

利便性の高い快適なまちなか居住を実現する 
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ア 多くの人が集い、行き交う賑わいのあるまちを創る 

広島都市圏の広域拠点、本市の中心拠点にふさわしい活力と魅力があるまちとし

ていくよう、シビックコア地区や主要駅周辺などの拠点性を持つ地区の計画的な整

備を進め、それぞれの地区の特性を生かしながら、商業機能や賑わい環境、公共交

通機関、歩行者・自転車のための交通環境などの充実を図るとともに、本市の顔と

なる都市景観の形成を進めます。また、地区全体の幹線道路網の形成を図ります。 

 

○拠点性を持つ地区の計画的な整備 

<シビックコア地区、下平良二丁目埋立地区> 

・工業系施設からの商業施設などへの計画的用途転換による都市機能の強化 

・広電廿日市市役所前駅周辺の高度利用 

・下平良二丁目地区埋立事業における商業系機能の立地誘導 

・平良駅通線と市道榎之窪１号線を軸にした、都市の顔となる良好な景観形成

<ＪＲ廿日市駅周辺> 

・廿日市駅北土地区画整理や街路の基盤と交通条件を生かした土地の有効利用

による商業・業務等の都市機能立地の促進 

・ＪＲ廿日市駅及び周辺の交通環境整備（バリアフリー化、自由通路、駅前広

場） 

・地域の玄関口にふさわしい景観形成や緑の充実など、都市空間の形成 

<ＪＲ宮内串戸駅周辺> 

・街路の基盤や交通条件を生かした土地の有効利用による商業・業務等の都市

機能立地の促進 

・地域の玄関口にふさわしい景観形成や緑の充実など、都市空間の形成 

<既存商店街> 

・空き店舗の活用など商店街の再生 

・広電廿日市駅周辺の交通環境整備（ロータリー、自転車等駐車場） 

・商店街における歩行者や自転車のための環境整備 

・西国街道など歴史文化的資源を生かした魅力ある景観形成 

○次代の活力をけん引する産業の再生・創出 

・木材港土地利用転換の誘導（木材港活性化プランの検討、付加価値の高い業

種転換など） 

・木材港北地区における都市機能・都市空間の先導的な転換（商業・業務系機

能の誘導、海辺の憩い・にぎわい等の空間の創出） 

・新機能都市開発構想の具体化の検討 

○広域道路網の形成 

・都市計画道路広島南道路の整備促進 

・臨港道路廿日市草津線の整備促進、都市計画道路榎之窪昭北線の整備 

・国道２号西広島バイパス廿日市高架橋の整備促進 

○市街地を支える幹線道路網の形成 

・都市計画道路佐方線、廿日市駅通線の整備促進 

・都市計画道路畑口寺田線、地御前串戸線の整備 
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■シビックコア周辺地区等整備構想図 

〔その１：多くの人が集い、行き交う賑わいのあるまちを創る〕 
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イ 利便性の高い快適なまちなか居住を実現する 

国道２号と二つの鉄道を中心とする既成市街地を、利便性の高い交通環境や都市

機能の集積などを生かした「まちなか居住」を進める地区として位置づけます。 

これらの市街地では、地区の特性に応じた良好な住宅立地の誘導や生活環境の整

備、公共交通機関の利便性の向上、廿日市らしい自然・歴史的資源の活用などを進

め、快適で魅力あるまちなか居住を実現していきます。 

 

○拠点性を持つ地区の整備との連携等による都市型住宅の立地促進 

・鉄道駅や幹線道路を生かした高度利用による、商業機能と複合した都市型住

宅地の形成 

・工業系機能から都市型住宅等への用途転換の誘導 

○廿日市・天神周辺における、商店街と共存した密度の高い居住市街地の形成 

・老朽化した建物の建替えや防災性の向上の促進 

・公共空地の確保、狭あい道路の改善など住環境の整備 

○良好な居住市街地の形成 

・廿日市駅北地区における洞雲寺などの環境と調和した落ち着きのある住宅地

の形成 

・まちなか居住市街地（全般）における住環境の充実（生活道路、防災性など）

○まちなか居住を支える交通環境の整備 

・ＪＲ廿日市駅及び周辺の交通環境整備（バリアフリー化、自由通路、駅前広

場）（再掲） 

・広電宮内駅のバリアフリー化の推進 

・公共公益施設や鉄道駅を中心に、歩行者空間や自転車が通行できる空間など

の環境整備 

○まちなかの自然資源・歴史資源を生かした憩いの場、交流の場など生活環境の整

備 

・西国街道とまちなみ、廿日市町屋跡など遺構の活用 

・洞雲寺、天神の寺社、新宮神社などの環境や社寺林の活用 

・河川や広島湾の入江など水辺における親水空間の創出 

・潮まわしの環境改善と水辺としての活用 

・地域資源を結ぶ散策ルートネットワーク整備 
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■シビックコア周辺地区等整備構想図 

〔その２：利便性の高い快適なまちなか居住を実現する〕 
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ウ 「都市拠点」・「まちなか」としての一体的な市街地を形成する 

本地区は拠点性を持つ市街地や市街化の経緯が異なる住宅地など、特性の異なる

市街地から成り立っています。 

これらの市街地が相互に連携し、「都市拠点」や「まちなか」としての総合的な

活力と魅力を高めていくよう、幹線道路と沿道土地利用、緑・水辺・歴史など魅力

づくりの軸的要素により一体的な市街地としての構造を形成していきます。 

 

○地区内の市街地を連結する幹線道路網の形成 

・骨格となるループ状幹線道路網の整備（都市計画道路畑口寺田線、佐方線、

地御前串戸線（長期）） 

・ループ状道路と主要駅を連絡する幹線道路の整備（都市計画道路廿日市駅北

線、廿日市駅通線） 

・道路設備や舗装材、街路樹などに関する本地区としての標準道路デザインの

設定に基づく良好な道路景観の形成 

○幹線道路網の沿道土地利用の増進 

・商業・業務系土地利用の増進、高度利用（国道２号、(臨)廿日市北線、ルー

プ状道路と主要駅を連絡する幹線道路など） 

・住居系土地利用の増進（都市計画道路畑口寺田線、地御前串戸線など） 

○既存の環境ストックの活用と今後の都市整備を生かした、緑の骨格のネットワー

ク形成 

・幹線道路における街路樹整備や沿道敷地の緑化 

・公共公益施設などを連絡する生活道路や西国街道などの沿道敷地の緑化 

・住吉堤防敷（桜並木・潮まわし、可愛川など軸的な緑や水辺の活用 

・地域資源を結ぶ散策ルートネットワークなどの組み込み 
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■シビックコア周辺地区等整備構想図 

〔その３：｢都市拠点｣・｢まちなか｣としての一体的な市街地を形成する〕 
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３ 宮島口地区 

（1）地区の現状と課題 

ア 地区の現状 

対象地区は、国道２号と主要地方道厳島公園線の交差点を中心に宮島口桟橋に至

る半径約300ｍの区域で、ＪＲ山陽本線により、ＪＲ宮島口駅南口と北口に大きく

区分されます。 

南口地区は、世界文化遺産を擁する「宮島」の玄関口で、ＪＲ宮島口駅から宮島

口桟橋にかけては、道路環境が整備された主要地方道厳島公園線沿いに商業・サー

ビス機能が立地しています。また、広電宮島口駅も立地しています。 

しかし、国道２号の慢性的な渋滞、ＪＲ宮島口駅・広電宮島口駅からフェリー乗

り場へのアクセス動線の不明確、雑然としたフェリー乗り場周辺の環境、地区全体

を通じた屋外広告物の無秩序な掲示などの問題を抱えています。 

北口地区は、背後を住宅団地と斜面緑地に囲まれた区域で、一部に農地が介在す

るスプロール的に形成された低層住宅地となっています。 

■宮島口地区の範囲 
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 ·······································  

イ 地区の課題 

（ｴ）防災や住環境の課題 

（ｳ）景観や公共空間の課題 

（ｲ）土地利用や建物の課題 

（ｱ）交通の課題 

 

 

街区の特性を踏まえた右図のよう

なゾーン区分ごとに主な課題を整理

すると、次表のとおりです。 

○北口地区の住宅地などにおける生

活道路、浸水対策などの改善が必要

です。 

○沿岸部や港湾施設は高潮や地震な

どに対して脆弱な状況であり、改善

が必要です。 

○宮島口地区は、世界文化遺産を擁する「宮島」での玄関口として、特に優れた景

観を形成することが求められています。 

○商業・業務・宿泊・保養などの建物の老朽化や廃止に伴い、土地利用の変化が進

んでいます。地区の位置づけにふさわしい用途転換と土地の有効利用が望まれま

す。 

○歩行者の移動については、主要な歩行経路となる鉄道駅や駐車場～主要地方道厳

島公園線～宮島口桟橋を中心として、安全でわかりやすい道路空間や案内などが

必要です。 

○道路と駐車場については、次のような改善が必要です。 

○宮島へのアクセス手段として重要な公共交通である、ＪＲ宮島口駅や宮島口桟橋

の利用しやすさ、バリアフリー等の移動しやすさを確保するための改善が必要で

す。 

宮島口地区における都市整備の課題は、交通、土地利用・建物、景観・都市空間、

防災・住環境の面から、次のようにとらえられます。 

・土地利用の転換に伴う建築物の高層化等による海辺景観の悪化の抑制 

・北口地区の斜面に残る緑地の防災と景観の観点からの保全 

・瀬戸内海と宮島を臨むための市民や観光客への海辺の開放 

・公共空間や駐車場敷地における緑などが不足した殺風景な空間の改善 

・商業サイン、案内サイン等の氾濫による景観阻害状況の改善 

・地区のメインストリートである主要地方道厳島公園線の沿道における、建築物

の協調による一体感のあるまちなみ景観の形成 

・広域からの観光客や団体客のアクセス手段となる駐車場の利用しやすさの確保 

・国道２号における幹線道路機能の不足や、観光客等による自動車交通の発生・

集中等による国道２号の慢性的な渋滞改善 
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■地区のゾーン区分
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■宮島口地区のゾーン別の課題 

ゾーン区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

   

ゾーンの 

概要 

○ＪＲ宮島口駅 
○地区のメインストリートとな

る(主)厳島公園線とその沿道
の観光サービス系市街地 

○宮島口桟橋と海辺 
・宮島航路民間２社の旅客ター

ミナル・フェリー乗場 
・その他の企業・団体の桟橋等 

○国道２号沿道とその沿道の商
業・業務系市街地 

○広電宮島口駅 
○市道赤崎３号線沿道に自動車

利用者を受け入れる駐車場と
観光サービス施設等が立地 
・北側：広電の観光サービス施

設と駐車場 
・南側：公共・民間の一時利用

駐車場のほか、住宅や店舗な
どが混在 

○南を大野瀬戸に面する街区 
○宿泊・保養施設と水産関連業務

施設を中心とした土地利用か
ら、集合住宅、店舗への用途転
換や空き地化が進行 

○ＪＲ宮島口駅北側の、３方を丘
陵斜面に囲まれた住宅市街地 

○観光客向け、月極などのまとま
った規模の駐車場が集積 

公共交

通 

●ＪＲ宮島口駅の利用しやす
く、安全に移動できる環境へ
の改善 

●フェリー乗場等の利用しやす
く、安全に移動できる環境へ
の改善（人と車の動線、情報
・案内、休憩、団体集合など） 

   ●北口からのＪＲ宮島口駅の利
用・アクセスのしやすさの改
善 

歩行者

等 

●駅～厳島公園線～宮島口桟橋
における移動しやすい環境へ
の改善（ルート、道路等の構
造、情報・案内など） 

 ●国道２号における歩行者の安
全性の確保 

●市道赤崎３号線における歩行
者の安全性の確保 

  
交
通
の
課
題 

道路 

駐車場 

  ●国道２号の慢性的な渋滞の改
善 

●国道２号と市道赤崎３号線等
の相互右左折の円滑化 

●長期未着手都市計画道路小高
江鼓ヶ浜線への対応の明確化 

●駐車場出入り車両による道路
交通への影響の抑制 

●観光シーズンや休日における
駐車場不足の改善 

  

土地利用や

建物の課題 

●老朽化した建築物の円滑な更
新 

 ●老朽化した建築物の円滑な更
新 

 ●無秩序な用途転換の抑制、低
未利用地の有効利用 

 

景観や都市

空間の課題 

●駅前広場等における、緑など
潤いのある景観への改善 

●沿道建築物の協調性・一体感
に欠けるまちなみ景観や、屋
外広告物(商業サイン､案内サ
イン)による景観阻害の改善 

●建築物の色彩や屋外広告物
（商業サイン、案内サイン）、
工作物などの氾濫による景観
阻害の改善 

●屋上広告物など景観阻害要素
の抑制 

●市道赤崎３号線と沿道や駐車
場周りにおける、緑など潤い
のある景観への改善 

●屋外広告物（商業サイン、案
内サイン）の氾濫による景観
阻害の改善 

●建築物の高層化や用途の多様
化に伴う海辺景観の悪化抑制 

●一般市民や来訪者が利用しに
くい護岸など海辺空間の改善 

●南口市街地の背景となり、防
災上も重要な斜面緑地の保全 

防災や住環

境の課題 

 ●海岸等の防災対策（高潮、地
震） 

●荒天時における船舶係留場所
の確保 

  ●海岸等の防災対策（高潮、地
震） 

●狭あいな生活道路の改善、浸
水対策（雨水排水）など住環
境の改善 

●住宅地への駐車場の混在によ
る環境悪化の防止 



（2）地区の位置づけと整備の目標 

ア 地区の位置づけと役割 

日本三景のひとつであり、世界文化遺産の厳島神社を擁する「宮島」への観光客

は、平成21(2009)年、約348万人で、増加傾向で推移しています。 

平成19(2007)年には、フランスの旅行ガイド、ミシュランで観光地として３つ星

の評価を受け、国際的にも観光地としての知名度が高まっています。 

こうした「宮島」の存在は、本市はもとより、広島県における観光・交流の振興

を担う重要拠点、さらには我が国における「観光立国」の実現を図る上で大きいと

いえ、本計画においても「宮島」と一体となって歴史文化発信拠点を形成する地区

として位置づけています。 

「宮島」の対岸に位置する宮島口地区は、その立地条件や交通条件から「宮島」の

玄関口として、宮島への来訪を円滑に誘導し、宮島の魅力を支え、アピールしてい

く役割を発揮していくことが求められています。 

 

イ 整備の目標 

本地区は、年間約300万人の来訪者が陸から海へ、海から陸へと流動する拠点と

して、すべての来訪者が暖かく受け入れられ、安全、快適に移動し、かつ楽しく滞

在できる場所であることを基本とし、併せて住む人が安全かつ快適に暮らすことの

できるまちをめざし、地区整備の目標を次のとおり設定します。 

 

もてなしの心と多様な魅力に富んだ宮島の玄関口の形成 
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（3）地区整備の方針 

地区の目標の実現に向けた次の３つの基本方針を設定するとともに、これらに基

づいた整備・誘導方針を定めます。 

 

 【地区整備の目標】 【基本方針】 

 

もてなしの心と 

多様な魅力に富んだ 

宮島の玄関口の形成 

宮島への安全で、わかりやすいアクセスを確保する

宮島口に安心して住める住環境を整備する 

宮島口の魅力を高め、楽しめる環境・空間を創る 

 

 

 

 

 

 

ア 宮島への安全で、わかりやすいアクセスを確保する 

宮島への円滑なアクセスや地区内での円滑な移動を確保するよう、〔ＪＲ・広電

駅～歩行（主要地方道厳島公園線等）～船（港）〕を中心として、交通施設や公共

空間の整備、充実した港湾機能の整備などを進めます。 

フェリー乗場等の利用者のための環境、防災、施設の機能の向上など各種課題に

対しては、港湾施設としての総合的整備について検討します。 

 

○ＪＲ宮島口駅やフェリ－乗場における人にやさしく、利用しやすい環境の整備 

・ＪＲ宮島口駅及び周辺、旅客ターミナル等のバリアフリー化の推進 

・民間２社の連携による旅客ターミナルの円滑な動線や案内・誘導システムの

確立 

・宮島口レストハウスの改修整備 

○フェリ－乗場の機能強化など港湾の総合的な再編整備 

・人と車両の動線の分化による利用しやすさ、安全性の向上 

・荒天時における船舶係留場所の確保 

・沿岸の高潮対策、地震時の液状化対策 

・旅客ターミナルや桟橋の統合整備等桟橋機能の再編整備（長期的に） 

○自動車によるアクセスを円滑にする環境の整備 

・国道２号等幹線道路ネットワークの整備（国道２号の拡幅改良、長期未着手

都市計画道路小高江鼓ケ浜線への対応を含む） 

・適切な駐車場情報の提供 

・競艇場駐車場の有効活用 

○歩行者の移動を円滑にする案内・誘導システムの整備（主要地方道厳島公園線を

中心とした交通施設、集客施設、公共空間等） 

・来訪者の移動を円滑化する総合的な案内・誘導サインの整備（総合的なサイ

ン計画の確立） 

・案内・誘導サインを尊重した商業サインの整序 

・視覚障がい者誘導用ブロックの整備 

・自立移動支援システムの導入 
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■宮島口地区整備構想図 

〔その１：宮島への安全で、わかりやすいアクセスを確保する〕 
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イ 宮島口の魅力を高め、楽しめる環境・空間を創る 

来訪者が宮島への期待感を醸成・誘発し、また、宮島口で憩い、楽しむことがで

きるよう、宮島の玄関口にふさわしい優れたまちなみ景観や潤いのある歩行者空

間、親しみのある海辺空間を創出するとともに、魅力ある商店の立地誘導などを進

めます。 

景観形成については、景観法に基づく景観計画や住民・企業による景観協定など

による具体化を検討します。 

 

○宮島の玄関口にふさわしい一体感のあるまちなみ景観の形成 

・建築物の形態や色彩等意匠の基準に基づく規制誘導 

・屋外広告物（商業及び案内・誘導の看板類）の規制誘導 

・公共空間における造形物などの整序（適切な配置） 

・高層建築物における、宮島からの景観などに配慮した高さの抑制 

（宮島口地区を含めた、宮島の対岸での取組み） 

○海辺に親しめる空間の創出 

・海岸の市民、来訪者への開放と有効活用 

・海辺の憩いの場や賑わいの場の整備 

○緑による潤いのある都市空間の形成 

・主要な通りや海辺を中心とした緑の骨格形成 

（敷地・建築物や公共空間の緑化） 

・駅前広場、駐車場などの緑化促進 

・北口地区に残る斜面緑地の保全 

○観光客が楽しめる賑わいづくりの演出、回遊を誘導する仕掛けづくり 

・休憩施設等楽しめる歩行者空間の創出 

・魅力ある商業街づくり、商店の立地誘導等商業機能の強化 

・海辺などを生かした回遊ルートの形成 
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■宮島口地区整備構想図 

〔その２：宮島口の魅力を高め、楽しめる環境・空間を創る〕 
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ウ 宮島口に安心して住める住環境を整備する 

宮島口における快適で魅力ある瀬戸内居住の環境を確保し、定住を推進していく

よう、安全で利便性の高い交通環境の形成、土地の有効利用の促進、自然災害対策

の充実などを進めます。 

 

○公共交通機関の地域住民の利用利便性の向上 

・ＪＲ宮島口北口の利用・駅周辺整備 

・北口におけるパーク＆ライドの環境整備の促進 

・橋上駅化の促進（長期的に） 

○総合的な道路交通対策の推進 

・国道２号拡幅改良、歩行者空間整備の促進 

・市道赤崎14号線など市道の整備 

・長期未着手都市計画道路小高江鼓ヶ浜線への対応 

・市道赤崎３号線などの歩行者空間の整備とネットワークの形成 

○良好な市街地の形成と生活環境の充実 

・公共下水道など生活基盤施設の整備 

・北口における計画的な市街化と生活道路整備の誘導 

・北口における住環境に配慮した駐車場の整備 

・建物の老朽化に対応した土地の有効利用 

○防災対策の充実 

・護岸改良と高潮対策 

・沿岸の液状化対策 

・北口における浸水対策（雨水排水） 
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■宮島口地区整備構想図 

〔その３：宮島口に安心して住める住環境を整備する〕 
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