
廿日市市都市計画マスタープランの概要 

序章 計画の基本的事項 

１ 計画策定の目的 

「第５次廿日市市総合計画」に示される本市の将来像実現に向けて

都市計画にかかる諸施策を適切に推進するために策定する。 

２ 計画の役割と位置づけ 

役割 ○土地利用や都市施設などの都市計画の決定の指針 

○市民･事業者･行政の協働による都市整備の指針 

○国･県等関係機関に理解・協力を求める際の根拠 

位置づけ ○｢第５次廿日市市総合計画｣、広島圏･佐伯･宮島各都

市計画区域の｢整備、開発及び保全の方針｣に即す。 

○｢廿日市市緑の基本計画｣等の分野別関連計画は、本

計画に適合するよう策定する。 

３ 計画の対象区域と目標年次 

対象区域 ○廿日市市全域 

目標年次 ○目標年次：平成27(2015)年 

○計画期間：平成32(2020)年まで（概ね10年後） 

４ 計画の構成 

全体構想 ○都市全体の観点から将来像と施策の方針を定める。 

・都市づくりの目標､都市構造など骨格となる事項 

・土地利用、都市施設の整備、自然環境・都市環境

などの分野ごとの方針 

地域別構

想 

○旧市町村の単位と市街地の性格等から区分した地

域ごとに、課題と特性を踏まえた地域の目標像と施

策の方針を定める。（７地域） 

重点地区

整備構想 

○市の将来像の実現に当たって重要かつ総合的な都

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。（２地区） 

計画の推

進方策 

○構想を具体化するための市民と行政との協働、諸制

度の活用、推進体制等について定める。 

５ 計画策定の視点 

○集約型の都市計画へ 

○協働型のまちづくりへ 

○計画的かつ効率的な都市計画へ 

 

第１章 都市計画の現状と課題 

 

主な課題 

◇成熟社会への移行等に対応した都市構造の構築 

◇秩序ある土地利用の確保 

◇交通体系の整備 

◇都市施設の整備 

◇市街地の環境改善 

◇良好な景観の継承・形成 

◇緑の保全・活用 

◇効果的な都市計画制度の運用 

第２章 全体構想 

１ 都市づくりの基本方針 

（1）都市づくりの理念と目標 

第５次廿日市市総合計画における都市像を実現していくため、都

市づくりの理念を踏まえ、都市づくりの目標を定める。 

 

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》 

【都市づくりの理念】 【都市づくりの目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）将来人口 

現状の人口の維持を図る。 

平成27（2015）年の人口：11万６千人 

 

（3）都市構造 

少子化・高齢化に対応した利便性の高い活力ある地域の形成、広

島都市圏における広域的な役割の発揮を図る。 

ア 地域ゾーニング 

国際観光交

流ゾーン 

・宮島と対岸の宮島口周辺････国際的な観光交流、

歴史文化・自然環境保全の場 

都市居住ゾ

ーン 

・廿日市・大野地域の沿岸部････広島都市圏西部の

広域拠点及び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 

田園居住ゾ

ーン 

・佐伯地域を中心とする内陸部････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

森林文化交

流ゾーン 

・吉和地域を中心とする山間部････環境保全、自然

体験学習、農林業振興、観光交流の場 

 

 

イ 拠点地区 

●市民生活や都市活動を円滑に行うための都市・生活機能 

都市拠点 シビックコア周辺地区 

・都市機能の集積､にぎわい空間の整備､住環境の整

備など中心市街地としての魅力や利便性の向上 

地域拠点 宮島地区、大野中央地区、津田地区、吉和地区 

・生活サービス機能の充実強化、居住の場としての

環境整備 

●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 
均衡のとれた都市の形成 歴史文化発

信拠点 

宮島及び宮島口地区 

・宮島の歴史文化の保全・活用と魅力の発信 

・宮島口の港湾・景観・交通などの改善 

森林文化創

出拠点 

吉和地区 

・環境保全、森林環境の学習・交流環境の整備 

新たな都市の

個性を創造す

る 

利便性や快適性を高める交

通体系の構築 
●都市の活力を維持・増進するための活力創出機能

良質な都市の

資産を創造す

る 

新都市活力

創出拠点 

平良・佐方地区、木材港地区 

・新機能開発構想の具体化（平良・佐方地区） 

・産業構造や土地利用の転換（木材港地区） 

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 
 

ウ 都市軸 

都市基本軸 

（東西軸） 

・都市居住ゾーン、田園居住ゾーン及び森林文化交

流ゾーンそれぞれの役割を強化 

都市連携軸 

（南北軸） 

・市域の背骨に相当。沿岸部・島しょ部と内陸部・

山間部との間で、都市・生活機能や観光・交流機

能にかかる資源を連携 

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  

効率的で持続

可能な都市づ

くりを進める

協働のまちづくりの推進 

 

■都市構造図 

都市発展を先導する都市構

造と魅力ある拠点の形成 
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第２章 全体構想（続き）   

２ 土地利用の方針 ４ 市街地の整備の方針  

（1）基本的な考え方 （1）既成市街地の整備 ウ 新たな市街地形成に対する規制・誘導 

◆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 

・地形､自然環境､歴史・風土など地域特性を生かした土地利用 

・豊かな自然環境や身近な水と緑を生かした土地利用 

◆安全で合理的な土地利用の推進 

・自然災害・都市災害に強い土地利用 

・土地の有効・高度利用による良好な定住・都市活動の場の形成 

・集約型の都市計画の視点に立った新たな土地利用需要への対応 

◆将来を見据えた土地利用の推進 

・都市の発展等への効果がある新たな機能整備を計画的に誘導 

◆適正な開発への誘導 

・市街化調整区域での新規開発は市街化区域との一体性を確保 

・集落コミュニティ､景観､災害の危険性など地域特性への配慮 

 

（2）誘導・整備の方針 

ア 都市的土地利用の方針 

住居系 ・専用住宅地の良好な環境の保全 

・市街地での居住の促進 

・地域特性を生かした居住の促進（田園居住、宮

島の町家居住など） 

商業・業務

系 

・拠点地区への機能集積の誘導 

・幹線道路沿道や鉄道駅周辺への機能集積の誘導

・歴史文化発信拠点にふさわしい商業地の形成

工業・流通

系 

・工業地の維持と活性化 

・工業・流通系の適切な立地誘導と計画的な開発

地域特性を

考慮した都

市的土地利

用 

・宮島の歴史的環境に配慮した土地利用の誘導 

・国道２号沿いの海辺や国道186号等の幹線道路沿

道における観光振興に資する施設の立地誘導 

・佐伯地域の用途混在などが進んでいる用途地域

外の地域における土地利用の誘導の検討 

・観光資源､公共施設跡地等を生かし都市の機能充

実や魅力アップにつながる開発の適正な誘導 

・市街地内の低・未利用地の有効利用 

 

イ 自然的土地利用の方針 

農地の保全

・活用 

・農地の食料生産･防災機能等の維持増進を基調と

し、農業振興施策と連動した有効利用及び保全、

農業にふれる場としての活用 

・農業振興地域内の農用地の維持・保全、市街化

調整区域農地の流動化の促進 

森林の保全

・活用 

・森林の公益的機能及び木材生産等経済的機能の

維持、自然体験・学習の場等としての活用 

・世界文化遺産を擁する｢宮島｣､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 

・市街地周辺部や市街地内の樹林地の保全・活用

市街地の拡

大につなが

る開発動向

への計画的

な対応 

・市街地を形成する新たな開発に対する、市街化

区域との一体性を確保する形態への誘導 

・新機能都市開発構想、その他の民間開発の可能

性がある地区に対する、非住居系又は住居系と

の複合、自然との調和などの土地利用誘導 

地域の環境

特性を考慮

した開発の

誘導 

・厳島神社からの眺望景観などに配慮した誘導 

・自然災害の危険性がある土地での開発制限 

・郊外部の集落におけるコミュニティの維持、田

園的な環境の保護に配慮した誘導 

・未利用地、遊休地等の都市的土地利用における

周辺の自然環境・景観との調和に配慮した誘導

（2）進行市街地の整備 

○集約型の都市計画を進める観点から、既成市街地における都市機

能、公共施設など既存ストックを生かした計画的な更新・整備を

進める。 

・拠点地区等における都市基盤整備と土地の有効利用による都市

機能、防災性、都市空間、住環境などの充実 

・密集市街地や都市基盤の水準が低い住宅団地などにおける住環

境の改善 

・良好な住環境や歴史性のあるまちなみの維持 など 

○進行市街地において、市民協働を基本とした生活道路整備など住

環境を改善する。 

  

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 ３ 都市施設整備の方針 
（2）都市環境形成の方針 （1）交通体系 

○自然公園などの優れた自然環境を保全するとともに、多様な公益

的機能を有する森林資源の保全・育成、体験学習などに活用する。 

○円滑な道路交通を確保し、土地の有効利用を促進するため、都市

計画道路の見直しなど総合交通体系を確立するとともに、体系的

な幹線道路網の整備、宮島口における駐車場利用システムの充実

等を図る。 

○身近な自然環境を保全するなど、地球環境保全、生活環境の保全

に配慮した都市環境の形成を図る。 

○エネルギー消費の少ない交通体系を実現するため、ＪＲ及び広電

の鉄道駅周辺、宮島航路桟橋等における乗り継ぎやバリアフリー

に配慮した公共交通機関を整備するとともに、利用を促進する。 

 

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 

（2）景観づくりの推進 （2）公園・緑地 
○本市の多様な景観特性や自然、歴史、眺望などの景観資源を生か

し、市民の日常生活を豊かにするとともに、来訪者の心に残る美

しい景観を保全・創造する。 

○緑が有する環境保全・レクリエーション・防災・景観構成の機能

に配慮し、系統的に公園を配置するとともに自然環境を生かした

空間を形成する。 
○市民との協働や、景観法など関連制度を生かした景観形成のルー

ルに基づいて建築物等の規制誘導を行う。 （3）下水道・河川 

○地域の実状に応じた効率的な公共下水道の整備など生活排水対

策、雨水排水対策を進める。 
 

７ 都市防災の方針 
○洪水や高潮の被害の防止を図る河川の改修整備を進める。 

（1）災害対策の推進 

（2）防災体制の強化 （4）港湾・漁港 
○市民の生命・財産を災害から守り、安心して暮らせるよう、「地

域防災計画」に基づいて、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地震、水害、土砂災害、豪雪等の自然災害

対策及び防災体制の整備を総合的に進める。 

○広島港廿日市地区の機能の転換・高度化を促進する。 

○厳島港の瀬戸内海観光の拠点としての環境整備を進める。宮島口

桟橋は、厳島港と一体的な役割を担うよう基盤整備を促進する。 

○漁港の適正な維持管理や災害に強い漁港施設の整備を促進する。 

 
（5）その他の都市施設 

８ バリアフリーのまちづくりの方針 ○水道：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

水源の確保、効率的な水運用などを進める。 
（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 
○廃棄物処理施設：ごみの減量化･資源化･再利用化を推進するとと

もに、効率的なごみ処理体制の確立や計画的な施設整備を進める。 

○火葬場・墓地：適正な維持管理に努めるとともに、墓苑の計画的

な整備を検討する。 

○「廿日市市移動等円滑化等基本構想」に基づいて、誰もが安心・

快適に移動できる交通環境づくりを基本理念に、交通機関と施設

が統合した「点から面への整備」を基調とした移動できる環境づ

くりを進める。 

＜2＞ 



廿日市市都市計画マスタープランの概要 

第３章 地域別構想 

地域区分 東部南 東部北 中部 西部 佐伯 吉和 宮島 

対象範囲 

※右下注参照 

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 <線引き> 

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 <線引き> 

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 <線引き>

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 <線引き>

佐伯地域全域 

 

 <非線引き> 

吉和地域全域 

 

 <都市計画区域外>

宮島地域全域 

 

 <非線引き>

地域の課題 ○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 

○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 

○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 

○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 

○地域拠点の機能強化 

○農地と都市的土地利用の混在に

対する土地利用の規制･誘導 

○地域特性を活かした農林業の振興 

○沿岸部との円滑な交通ネットワ

ークの形成 

○レクリエーション資源の有効活用 

○過疎化･高齢化に対応した定住

対策 

○西中国山地の豊かな自然の保

全､自然･文化･温泉施設等を活

かした観光･交流の振興 

○地域特性を活かした農林業の振興

○生活交通･医療､災害対策など安

全･安心の基盤強化 

○沿岸部方面との円滑な交通ネッ

トワークの形成 

○過疎化･高齢化に対応した定住

対策 

○自然･歴史･文化的資源の保全･

保存とこれらを生かした観光・

交流機能の充実 

○厳しい土地利用条件を踏まえた

効率的かつ有効な土地利用の推

進 

○生活交通､医療､高潮等災害対策

など安全･安心の基盤強化 

○人口減少･高齢化に対応した定

住対策 

地域整備の

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 

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 

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 

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 

農･住が調和し､都市的利便性を

備えた魅力ある田園居住のまち

豊かな森林文化を育み発信す

る､落ち着いたたたずまいの美

しいまち 

世界遺産と共生して安全･安心

に暮らせ､多くの人が訪れ､賑わ

いのあるまち 

地域整備の

基本方向 

◆多様な機能が集結した活力と魅

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 

◆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 

◆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 

◆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 

◆賑わいと利便性の高い地域拠点

の形成 

◆都市的土地利用と自然的土地利

用が調和した快適な住環境の形

成 

◆良好な都市基盤の整備 

◆水と緑にふれあえる環境の形成

と有効活用 

◆山林など中国山地の豊かな自然

環境や良好な営農環境の保全 

◆森と清流､田園などの自然･リゾ

ート･交流資源の活用とネット

ワーク化などによる森林文化創

出拠点の形成 

◆良好な営農環境の保全 

◆快適な田園集落の形成 

◆自然環境､歴史･文化的環境と調

和した安全で快適な住環境の形

成 

◆歴史･文化的資源､自然環境の保

全･活用 

◆国内外と交流する観光･交流拠

点の形成 

地域整備の

方針 

(主な事項) 

・都市基盤の整備水準が低い住宅

団地の改善 

・シビックコア地区における賑わ

いと親しみが感じられるまちづ

くりの推進、下平良二丁目地区

埋立事業の推進 

・廿日市駅北土地区画整理事業の

推進 

・既存商店街の活性化 

・ＪＲ宮内串戸駅周辺の賑わいの

ある商業地づくりの推進 

・国道２号沿道の商業系土地利用

の推進 

・木材港の高度利用･機能転換の検

討･誘導 

・平良･佐方地区における新機能都

市開発構想の具体化の検討 

・広島南道路､国道２号西広島バイ

パス廿日市高架橋､(臨)廿日市

草津線､(都)佐方線・廿日市駅通

線の整備促進 

・(都)榎之窪昭北線・畑口寺田線

・地御前串戸線の整備 

・廿日市駅南地区整備事業の推進

(交通環境等の改善) 

・住宅団地における団地の成熟化

に対応した環境整備 

・進行市街地における良好な市街

地の形成 

・(主)廿日市佐伯線沿いにおける

にぎわいエリアとしての商業系

土地利用の誘導 

・平良･佐方地区における新機能都

市開発構想の具体化の検討 

・新規開発を具体化する際の計画

的な誘導(上平良二重原地区､宮

内六本松地区) 

・良好な田園集落地の形成(原地

区) 

・森林の育成保全 

・宮島スマートＩＣの機能拡充と

アクセス道路の整備 

・国道２号西広島バイパス廿日市

高架橋､国道 433 号､(一)廿日市

環状線の整備促進 

・市道地御前宮内線の整備 

・地御前公園(近隣公園)の整備 

 

・住宅団地における団地の成熟化

に対応した環境整備等 

・進行市街地における良好な市街

地の形成 

・宮島口における、宮島の玄関口

にふさわしい市街地形成 

・宮島口以南の海辺市街地におけ

る観光サービスを中心とした土

地利用、宮島の対岸にふさわし

い都市空間の形成 

・ＪＲ阿品駅及び周辺のにぎわい

エリアとしての整備 

・ちゅーピーパーク周辺における

交流レクリエーションエリアと

しての機能拡充を具体化する際

の計画的誘導 

・良好な田園集落地の形成(中山地

区) 

・防災や宮島からの景観に配慮し

た森林の保全 

・沿岸部の浸水常襲地区での浸水

対策 

・利便性の高い住宅地の形成(中央

地区土地区画整理区域) 

・専用住宅地における良好な環境

を備えた住宅地の形成 

・進行市街地における良好な市街

地の形成 

・魅力ある地域拠点(大野中央地

区)の形成 

・宮浜温泉地区における健康的で

品格のある健康保養エリアの形

成 

・大規模未利用地の有効利用の促

進 

・防災や宮島からの景観に配慮し

た森林の保全 

・(都)深江林ケ原線・筏津郷線の

整備 

・ＪＲ大野浦駅及び周辺整備 

・永慶寺川の整備の促進 

・鳴川海岸周辺における、海辺の

レクリエーションエリアとして

保全・整備・活用 

・住宅団地における良好な居住環

境の維持 

・賑わいと利便性の高い地域拠点

(津田地区)の形成 

・(主)廿日市佐伯線沿道への商業･

沿道サービス施設等の立地促進

・生産流通エリアである佐伯工業

団地における企業立地の促進 

・レクリエーションの場としての

活用(岩倉温泉地区) 

・潤いのある田園集落地の形成 

・都市的土地利用の混在等に対応

する特定用途制限地域の導入の

検討 

・豊かな森林の保全・育成 

・地域拠点(吉和地区)の形成 

・森林文化創出拠点の形成 

・良好な田園集落地の形成  

・良好な別荘地の形成  

・西中国山地国定公園等の保全･活

用 

・国道 488 号の改良整備の促進 

・安全で快適な住宅地の形成(町家

通り周辺) 

・自然と調和した良好な住宅地の

形成(杉之浦地区) 

・門前町としてのまちなみ保全な

ど、歴史･文化的環境の保全･整

備 

・魅力ある参道商店街の形成 

・自然環境の保全・活用 

・宮島らしい景観の保全 

・宮島桟橋周辺の整備 

・紅葉谷公園等自然に親しむ場と

しての利用促進 

・包ヶ浦自然公園における自然体

験･学習拠点としての活用 

・浸水、土砂災害等への対策 

注（対象範囲にかかる都市計画区域に関する表記について） 

線引き ：市街化区域と市街化調整区域との区域区分を行う都市計画区域が指定されている。 

非線引き ：上記の区域区分を行わない都市計画区域が指定されている。 
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廿日市市都市計画マスタープランの概要 

第４章 重点地区整備構想 

重点地区 シビックコア周辺地区等 宮島口地区 

対象範囲 
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) 

 

 

 

 

 

国道２号と主要

地方道厳島公園

線の交差点を中

心とする半径約

300ｍの範囲 

 

地区の課題 

(主な事項) 

○複数の拠点性を持つ市街地の整備と、地区全体の一体性の形成 

○広島都市圏で広域的な役割を発揮するための幹線道路網の形成 

○高齢化を考慮した交通環境の充実（公共交通、歩行者、自転車等） 

○利便性を生かした居住市街地としての土地利用、環境整備 

○歴史性のある環境、水辺などを生かした魅力づくり 

○鉄道駅と宮島口桟橋を中心とした来訪者の移動環境の充実 

○自動車による来訪者のための交通環境の充実 

○主要地方道厳島公園線の沿道をはじめ、宮島の玄関口にふさわしい

優れた景観の形成 

○沿岸部や港湾施設、住宅地等の防災対策 

整備の目標 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 
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 

基本方針と 

整備・誘導 

方針 

●多くの人が集い、行き交う賑わいのあるまちを創る 

・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 

ＪＲ廿日市駅周辺、ＪＲ宮内串戸駅周辺 

既存商店街 

・次代の活力をけん引する産業の再生・創出 

木材港、新機能都市開発構想（法花山） 

・広域道路網の形成 

・市街地を支える幹線道路網の形成 

 

●利便性の高い快適なまちなか居住を実現する 

・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 

・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 

・良好な居住市街地の形成 

・まちなか居住を支える交通環境の整備 

・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 

 

●｢都市拠点｣・｢まちなか｣としての一体的な市街地を形成する 

・地区内の市街地を連結する幹線道路網の形成 

・幹線道路網の沿道土地利用の増進 

・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 

 

●宮島への安全で、わかりやすいアクセスを確保する 

・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 

・フェリ－乗場の機能強化など港湾の総合的な再編整備 

・自動車によるアクセスを円滑にする環境の整備 

・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） 

 

●宮島口の魅力を高め、楽しめる環境・空間を創る 

・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 

・海辺に親しめる空間の創出 

・緑による潤いのある都市空間の形成 

・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 

 

●宮島口に安心して住める住環境を整備する 

・公共交通機関の地域住民の利用利便性の向上 

・総合的な道路交通対策の推進 

・良好な市街地の形成と生活環境の充実 

・防災対策の充実 

第５章 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 

（1）情報提供の充実 

○情報提供、広聴システムの充実よる市民ニーズの把握 

（2）協働システムの整備 

○市民参加の場の拡充 

○｢市民円卓会議｣、｢地区のプランづくり｣などとの連携、市民の学

習機会の提供 

○市民センター(公民館)及び支所のまちづくりのための機能拡充 

○民間活力の導入 

（3）市民主体のまちづくり活動の推進 

○まちづくり活動への支援体制の充実 

○市民による都市計画提案制度の積極的な活用 

 

２ 都市整備の推進 

（1）選択と集中による都市整備の推進 

○地域の実状に配慮し、費用対効果を踏まえた効率的な都市整備 

（2）ハードとソフトが連携した都市整備の推進 

○ソフトのまちづくりを積極的に導入した事業効果の向上 

 

３ 計画の適切な運用 

（1）計画の周知 

○多様な機会を通じた計画内容の公開・説明 

○学校教育などを通じたまちづくりに関する講座、情報提供等 

（2）計画の運用 

○緑の基本計画、景観計画、総合交通体系計画等の関連計画との整

合性、投資経費の配分など総合的な調整を踏まえた事業展開 

○都市計画諸制度の積極的な活用による都市計画の充実 

・市街化区域と市街化調整区域の区域区分や用途地域などの見直

し、市街化調整区域の地区計画・開発許可制度の運用方針の作

成等を通じた土地利用誘導 

・特定用途制限地域（佐伯都市計画区域）、緑地保全や緑化に関

する地域指定、宮島地域のまちなみの形成・歴史的風致の維持

向上にかかる都市計画制度等の検討 

・市民主体のまちづくり活動を基本とした、地区計画制度の活用 

・未整備の都市計画道路に対する事業効果等に基づいた見直し 

・港湾区域の指定（宮島口地区）と連携した効果的な都市計画、

その他社会経済の状況を踏まえた都市施設の計画 

（3）計画の進行管理と見直し 

○適切な進行管理、社会経済環境の変化に応じた必要な見直し 

（4）推進体制の確立 

○庁内での連携強化、事務権限の移譲に対応した執行体制の強化 

（5）国・県等との連携・協力 

○国・県等が主体となる事業にかかる連携・協力 

○周辺都市との連携・協力 
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