
廿日市市緑の基本計画の概要 

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

緑に係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 ○緑地の保全及び緑化の推進に係る諸施策を総合的

・計画的に推進するための指針 

○市民・事業者・行政が協力して緑地の保全及び緑化

の推進に係る取組みを進めていくための指針 

位置づけ ○｢第５次廿日市市総合計画｣に即し、｢廿日市市都市

計画マスタープラン｣に適合する。 

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 

計画の目

標と方針 

○上位計画を踏まえて《緑のまちづくり》に関する目

標を定める。 

○緑地、都市公園等の確保すべき目標水準と施策の方

針を定める。 

緑地の配

置計画 

○緑地が有する各種機能を確保するための、都市全体

の保全緑地や都市公園等の配置の方針を定める。 

緑化重点

地区の計

画 

○市街地において重点的な緑化を進める地区を設定

し、緑の骨格形成又は面的な緑化の充実に向けた取

組み方針を定める。 

緑地の整備・保全 

及び緑化の推進の

ための施策の方針 

○上の二つの計画を踏まえ、本計画の目標実現に向け

て、都市公園等の施設緑地の整備、地域制緑地の指

定・保全、都市緑化の推進に係る施策を定める。 

計画の推

進方策 

○本計画を具体化するための市民と行政との協働、関

連制度の活用、推進体制等について定める。 

５ 計画策定の視点 

○地域特性の活用､継承 

○環境･景観形成への配慮 

○多様な余暇･レクリエーション活動への対応 

○安全･安心の確保 

○市民､事業者､行政の協働による緑のまちづくり 

 

第１章 緑地の現状と課題 

 

主な課題 

◇都市公園等の整備 

◇良好な自然環境の保全・活用 

◇良好な景観を構成する緑地の保全 

◇市街地における緑の確保 

◇防災性の向上 

◇地域特性を生かした緑のまちづくりの取組み 

第２章 計画の目標と方針 

１ 緑のまち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の実現をめざし、また廿

日市市都市計画マスタープランにおける理念を踏まえて、緑のまち

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（廿日市市都市計画マスタープラン） 

・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 

 

【緑のまちづくりの理念とテーマ】 【緑のまちづくりの目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 緑地の確保目標 

（1）将来人口の設定 

現状の人口の維持を図る。 

平成27（2015）年の人口：11万６千人 

（2）緑地の確保目標 

市街地における緑地割合は市街地に接続する樹林地等を含め、ま

た農地転用等のよる減少を見込んで設定する。 

 将来市街地 都市計画区域 

緑地の確保目標量 概ね 700 ha 概ね 9,400 ha 

緑地の割合 概ね 30 ％ 概ね  80 ％ 

（3）都市公園等として確保すべき緑地の目標 

年  次 平成 22 年 平成 32 年 長  期 

都市公園 
43.9 ㎡／人
( 7.4 ㎡／人)

44 ㎡／人 
( 8 ㎡／人) 

53 ㎡／人 
(17 ㎡／人) 

都市公園等 
(※) 

50.4 ㎡／人
(13.9 ㎡／人)

51 ㎡／人 
(15 ㎡／人) 

60 ㎡／人 
(24 ㎡／人) 

※都市公園等＝都市公園＋学校グラウンド等公共施設緑地 

 

３ 施策の方針 

（1）緑地の保全 

●良好な環境を有する緑地の保全････宮島､極楽寺山､西中国山地国

定公園などの優れた自然環境、文化的資産と一体的な緑地、自然

環境上の特性を有する緑地などを保全する 

●良好な景観を構成する緑地の保全････宮島と対岸の景観、市街地

の背景を構成する緑地などを保全する。 

●防災機能を有する緑地の保全････土砂災害などに対する防災機能

を有する緑地などを保全する。 

●市街地内の緑地の保全････市街地の良好な環境や景観の形成に寄

与する樹林などを保全する。 

 

（2）施設系緑地の保全 

●身近な公園の確保････街区公園、近隣公園、地区公園を確保する。 優れた自然と多彩な

文化を育むまち ●スポーツ・レクリエーションの場の確保････佐伯総合スポーツ公園を活用する

ほか､本市の特性を生かしたスポーツ・レクリエーションの場を確保する。 

●自然とのふれあいの場の確保････既設の施設を活用するほか、自

然・歴史的資源を生かした公園、ハイキングコース等を整備する。 

●公共施設緑地の活用････既設の公共施設の活用や公立学校の校庭

の開放を進める。 

●民間施設緑地の活用････私立学校の校庭等の活用を図る。 

●歩行者空間等のネットワーク化････歩道、緑道などを生かし、公

園など緑地を結ぶ歩行者空間等のネットワークを形成する。 

 

（3）都市公園等の機能の充実 

●都市公園等のバリアフリー化等････全ての市民が安全で快適に利

用できるようバリアフリー化を進める。 

●都市公園等の防災機能の強化････近隣公園、地区公園、運動公園、

小中学校等を避難地として位置づけ、防災空間として整備する。 

 

（4）都市緑化の推進 

●都市公園の緑化････既設都市公園における緑化率の向上を図る。 

●公共施設等の緑化････道路、河岸、海岸線沿い、下水処理施設、

官公庁、公共賃貸住宅、教育施設等の敷地の緑化を進める。 

●民有地の緑化････住宅地、商業地、工業地の緑化を促進する。 

 

（5）緑のまちづくりへの市民参加 

●市民参加による都市公園の管理等････市民ニーズに対応した都市

公園の整備、市民の参加・協力による公園の管理・運営などを進

める。 

●市民、民間事業者等の参加の支援････緑化活動団体や緑化等に関

する各種情報提供、活動団体の育成などを進める。 

安全・安心で快適に暮

らせるまち 

地球環境に優しく持

続性のあるまち 

市民がつくり育てる

緑のまち 

交流の盛んな活力に

満ちたまち 

多様な資源の

継承、活用に

よる交流豊か

で活力のある

まちづくり 
自然と文化

に育まれた

緑の快適都

市づくり 
市街地の緑の

育成による誰

もが安全で快

適に暮らせる

まちづくり 
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第３章 緑地の配置計画 

１ 緑地の配置の方針 

（1）基本方針 

●環境保全機能を有する緑地の保全 

●市民ニーズに対応した多様なレクリエーション空間の確保 

●緑地の保全、整備による防災性の向上 

●緑豊かな景観の形成 

●緑のネットワークの形成 

 

（2）系統別の緑地の配置方針 

環境保全

系等 

・都市の骨格を形成する緑地の保全 

・優れた自然の保全 

・歴史的・文化的資産と一体的な緑地等の保全 

・山林、河川・湖沼等の保全 

レクリエ

ーション

系等 

・都市公園の確保 

・公共施設緑地の活用 

・レクリエーション地の活用 

・歩行者空間等のネットワークの形成 

防災系統 ・避難空間の確保（避難地及び避難路） 

・自然災害、公害の防止に資する緑地の確保 

景観構成

系等 

・都市の景観を特徴づける緑地の保全 

・市街地、集落地の良好な景観を構成する緑地の保全 

・市街地開発事業等における良好な景観の誘導 

 

 

 

２ 緑地の配置計画 

（1）保全系緑地の配置方針 

○良好な自然環境の保全 

・尾根筋、市街地外郭の緑地など都市の骨格を形成する緑地 

・世界文化遺産を擁する「宮島」をはじめとする本市を代表する

自然環境や史跡・名勝・天然記念物などの貴重な自然資源 

・歴史的・文化的資産と一体化した緑地、特性を有する緑地 

・水源かん養、大気の浄化などの環境保全機能を有する一団の緑

地、河川・湖沼、良好な環境を有する海岸線など 

○公害・災害の防止 

・既設の緩衝緑地 

・山陽自動車道と市街地の間の緑地 

・土砂災害警戒区域周辺の緑地、保安林、河川区域等の法指定地 

・市街地内及び周辺に分布する急傾斜地等の樹林地、海岸線など 

○良好な景観を構成する緑地の保全 

・既設の緩衝緑地 

・山陽自動車道と市街地の間の緑地 

・土砂災害警戒区域周辺の緑地、保安林、河川区域等の法指定地 

・市街地内及び周辺に分布する急傾斜地等の樹林地、海岸線など 

 

（2）都市公園等の施設系緑地の配置方針 

○都市公園の確保 

・既設公園の維持、不足地区における計画的整備。 

○公共施設緑地の活用 

・小中学校グラウンド、公共施設の緑地のレクリエーション空間

としての活用。 

○レクリエーション地の活用 

・自然公園、自然レクリエーション地の活用。 

・自然環境とのふれあい軸と観光・交流軸 

○避難空間の確保 

・一次避難地････近隣公園･地区公園､小中学校､公共施設の緑地 

・広域避難地････阿品公園、峰高公園、大野中学校周辺、佐伯総

合スポーツ公園など 

・避難路････都市計画道路（ネットワーク化） 

 

（3）緑のネットワークの形成 

○歩行者空間、緑道等を活用し、都市公園、公共施設緑地、自然歩

道などを結ぶネットワークの形成。 

■緑地の配置計画図 

 

第４章 緑化重点地区の計画 

１ 緑化重点地区の指定 

本市域の中で特に重点的な緑化を進めることにより、緑のネット

ワークの形成や面的な緑化の充実など、緑豊かな潤いのあるまちづ

くりを先導する地区として緑化重点地区を位置づける。 

●指定地区：①都市計画マスタープランに位置づけられる拠点地区

等のうち、都市整備上の重要性が高い地区、かつ、②地元住民な

ど民間による緑化等の取組みと行政による取組みが連携すること

で、地区の良好な環境の形成に大きな効果が期待される地区 

●候補地区：住民提案など地元の機運を考慮して段階的に指定 

 

２ 緑化重点地区の緑化の方針 

区分 地区名 緑化の方針 

シビック

コア周辺

地区 

○既存の環境ストックと今後の都市整備の動向を活かした緑

の骨格のネットワークを形成する。 

・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(駅北､駅南)､畑口寺田線 

・宮内串戸駅周辺 ・国道２号沿道 

・市役所～市民活動センター等 ・住吉桜並木､潮まわし

・西国街道沿道､天神の寺社等 ・可愛川沿い 

木材港地

区 

○今後の土地利用転換の可能性がある木材港北地区を中心

に､企業の施設整備に連動した緑化を促進する。（シビック

コア周辺地区と連携） 

大野中央

地区 

○街路や河川整備に合わせた潤いのある空間整備と既存の公

共公益施設の緑が連携した緑の骨格を形成する｡ 

○中央土地区画整理区域における面的な緑化促進 

津田地区 ○公共公益施設と公共空間を中心に、民間施設敷地が連携し

た緑の骨格を形成する｡ 

宮島口周

辺地区 

○宮島への玄関口として、観光客への｢もてなし｣の場となり、

厳島神社周辺の景観の形成に資する緑の空間を充実させ

る｡ 

・宮島口駅と桟橋を結ぶ軸線の景観 

・国道２号からアプローチする道路周辺の景観 

・海上や対岸から見られる海岸部の景観形成 

指定

地区

宮浜温泉

周辺地区 

○温泉地としての潤いある環境と国道２号からの入口環境を

整えていくための緑化を促進する。 

住宅団地

地区(*) 

○住宅団地の環境・コミュニティの維持・再生につながる取

組みとして、緑化等を進める。 

・団地の状況に応じたルールづくりや公園再生 

・住民の自主的な取組みへの支援 

JR前空駅

周辺地区 

○駅前広場周囲や国道２号沿いの土地の有効利用と緑化を促

進し、緑の玄関口を形成する。 

候補

地区

宮内工業

団地 

○山林や緑化法面を継承する。 

○工場等の施設敷地や公園の充実により､生産活動の場にふ

さわしい環境を形成する｡ 

(*)四季が丘､宮園､陽光台､阿品台､阿品ハイツ､青葉台､宮島口団地､宮島口

グリーンハイツ､ふじタウン､宮島ニュータウン､前空台
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１ 施設緑地の整備等 

（1）都市公園 

整備目標：平成32年に都市計画区域人口１人当たり44㎡確保 

・住区基幹公園：次の配置標準に基づいて整備することとし、不

足している地区を対象として計画的に整備する。 

種 別 
対象人口 

(利用圏の人口) 
誘致距離 
（利用圏） 

人口１人 
当たり面積 

１か所の面積 

街区公園 
1,000 
～2,500 人 

250ｍ 1.0 ㎡ 
0.1 
～0.25ha 

近隣公園 
5,000 
～10,000 人 

500ｍ 2.0 ㎡ １～２ha 

地区公園 40,000 人 1,000ｍ 1.0 ㎡ ４ha 

・都市基幹公園：佐伯総合スポーツ公園を維持・活用する。 

・特殊公園：宮島公園、妹背の滝風致公園を維持・活用する。 

・都市緑地：既設の緩衝緑地、都市緑地、緑道を維持・活用する。 

（2）公共施設緑地 

・公立小中学校のグラウンド、スポーツ施設、下水道処理場に併

設されている緑地などの市民の運動、休息などの場として活用 

・アルカディア・ビレッジ、さくらの里、おおの自然観察の森、

宮島包ヶ浦自然公園、吉和魅惑の里、もみのき森林公園などの

レクリエーション地の、自然とのふれあいの場としての活用 

（3）民間施設緑地 

・私立学校のグラウンド、民間のスポーツ施設などの、市との利

用協定の締結などに基づく、市民の運動などの場としての活用 

 

２ 地域性緑地の指定等 

（1）風致地区等の地域指定 

指定目標：平成32年までに概ね100ha指定 

（特別緑地保全地区､緑地保全地域または風致地区） 

特に良好な景観を構成する緑地を優先的に指定する。 

（2）その他の規制による緑地の保全・活用 

・保安林、自然環境保全地域、自然公園、保存樹木・保存樹林な

どの地域指定などによる保全 

・市民参加による森林づくり、里山の保全などの取組みを支援す

るなど、市民との協働による森林の保全 

 

３ 都市緑化の推進 

（1）緑化の目標水準 

緑化率の目標：次表のとおりとする。 

区 分 長 期 区 分 長 期 

街区公園 30％以上 都市計画道路 100％ 

近隣公園 50％以上 

公共 
施設 公共建築物 25％以上 

地区公園 50％以上 住宅地 10～20％以上 

運動公園 30％以上 商業施設 10～20％以上 

都市 
公園 

その他の公園 70％以上 

民有 
地 

工業地 20％以上 

※都市計画道路は延長、その他は敷地面積に対する割合。民有地は市街化区域内。 

 第５章 緑地の保全及び緑化の推進のための施策の方針 

 

（2）緑化の推進施策 

○都市公園の緑化 

・既設の都市公園の緑化推進 

・樹木の管理体制の充実、市民・民間事業者と連携した育成等 

○公共施設等の緑化 

・道路への植樹、樹木の育成に配慮した透水性舗装等の推進 

・河岸・海岸の緑化、多自然型川づくり、親水護岸整備 

・各種公共施設の敷地の緑化、屋上・壁面等の緑化の検討 

○民有地の緑化 

・地区計画、緑地協定、市民緑地制度、緑化地域制度など関連制

度の活用→住宅地の生垣化、敷地内の植栽促進／商業地での壁

面後退等、オープンスペース緑化／工業地での敷地内緑化、臨

海工業地の海岸沿い緑化 など 

・屋上・壁面等の緑化支援 

○市民・企業等の緑化活動等の促進 

○緑化重点地区の緑化 

■実現のための施策の方針図 

 

第６章 計画の推進方策 

１ 市民等との協働による緑のまちづくりの推進 

（1）情報提供の充実 

○広報、出前講座等による情報提供、都市計画や緑化施策に関する

周知 

（2）市民等との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 

○市民センター(公民館)、支所のまちづくりのための機能拡充 

○市民の学習機会の提供 

（3）市民等の緑化の取組みの促進 

○情報提供、団体の育成などの支援 

○緑化重点地区の指定、重点的な取組み 

 

２ 計画の適切な運用 

（1）計画の運用 

○上計画、関連計画との総合的な調整を踏まえた事業展開 

○都市計画の関連制度の活用 

・都市公園等の整備 

・緑地の保全に係る地域指定 

・緑化の推進に係る地区計画 など 

○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）推進体制の充実 

○庁内の都市緑化担当部局における執行体制の充実、関係部局によ

る連携強化 

（5）国・県等との連携・協力 

○緑化に係る各種事業の実施に関する県との連携 

○国・県等が管理者となる公共施設の緑化等に関する連携 

○周辺都市との連携・協力 

 

＜3＞ 


