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（１）埋立工事の進捗状況について              資料３ 

 

 

４ 閉 会  



議事（１）募集要項公開について 

資料１ 
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●募集要項概要（提案内容と提出物） 

○提案内容（求める提案） 
 ①まちづくりコンセプト及び全体デザイン 
 ②アーバンデザイン及び施設・機能の具体的アイデア 
 ③事業推進の工夫 

○提出物（赤線枠内が審査対象） 

冊子（論文） パネル 論文要約版 電子データ 

提案内容の背景、基本
的な考え方などを小論
文形式で記したもの。 

具体的な提案内容
を自由にビジュアル
表現したもの。 

論文をとりまとめた
もの。 

提出物の電
子データ
（PDF等） 

A4サイズ 
3ページ以内 

A1サイズ（横型） 
2枚以内 

A4サイズ 
1ページ 

CD 
1枚 
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●募集要項概要（応募資格） 

○応募資格 
 国籍、資格は問いません。 
 
○使用言語 
 日本語または英語 
 
○応募者、協力者資格の制限 
 ①個人または個人のグループ単位での応募に限ります（法人・企業名等で 
  の応募はできません）。 
 ②同一個人・同一グループでの複数応募は認めません。 
 ③以下の方々は応募できません。また応募者は以下の方々から協力、助言、 
  援助などを受けることはできません。 
  ａ．宮島口まちづくり国際コンペ委員会委員及び委員会委員が自ら経営 
    する組織などの職員 
  ｂ．実施主体（主催・共催）を構成する組織の職員及び社員（但し、教 
    育公務員特例法に定める職員を除く）、事務局関係者及びその家族 
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●募集要項概要（委員会） 

   
■委員長 
  岸井 隆幸    日本大学理工学部教授 
  日本都市計画学会会長，東京都「景観審議会」会長，新国立競技場基本構想国際デザイン競技 

  委員，熊本県「熊本駅周辺地域都市空間デザイン会議」座長等を歴任。         
 
■委員    
  安藤 忠雄    建築家 
  11年東日本震災復興構想会議議長代理を歴任。79年「住吉の長屋」で日本建築学会賞，93年 

  日本芸術院賞，10年文化勲章，13年フランス芸術文化勲章コマンドール等を受賞。          
 
  石川 幹子    中央大学理工学部教授 
  東京都「公園審議会」，横浜市「緑の審議会」の各委員，宮城県岩沼市震災復興会議議長等を  
    歴任。08年土木学会デザイン賞最優秀賞「各務原（学びの森）」等を受賞。 

  
  上田 宗冏    茶道上田宗箇流 家元 
  青少年育成広島県民会議会長，広島市文化財団理事等を歴任。87年中国重慶市の日本庭園内 
  茶室指導監修，88年広島市がドイツ・ハノーバー市に寄贈した茶室「洗心亭」の設計。 

     
   

※敬称略 

本審査等を行う委員会は日本を代表する様々な分野の有識者等（8名）で構成 
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●募集要項概要（委員会） 

   
■委員 
  橋爪 紳也    大阪府立大学21世紀科学研究機構教授 
  国際日本文化研究センター客員教授，大阪府市「文化振興会議」会長，大阪府市「都市魅力戦略 
  推進会議」会長，大阪市「都市計画審議会」副会長，京都市観光振興審議会会長等を兼職。 

   
  堀    繁       東京大学アジア生物資源研究センター教授 
  国土審議会，歴史的風土審議会，埼玉県「景観審議会」会長，千葉県成田市「景観計画策定審議 
  会」会長等を歴任。商店街・観光地等の集客地の活性化，街路・公園等公共施設の魅力づくり 
  のアドバイザーとして活躍。 

   
  本保 芳明    首都大学東京都市環境学部教授 
  国土交通省観光庁長官に就任。退職後，2010年より現職。2013年より世界観光倫理委員会 
  委員。2014年1月観光庁参与、同11月東京工業大学特任教授に就任。 

   
  眞野 勝弘    廿日市市長 
 

     
   

※敬称略 

本審査等を行う委員会は日本を代表する様々な分野の有識者等（8名）で構成 



 
■部会長 
  橋爪 紳也    （委員会委員と兼任） 
 
■部会委員   
  市川 尚紀    近畿大学工学部建築学科准教授 
  日本建築学会「都市の水辺小委員会」主査などを歴任。研究テーマは「伝統的集落の空間構成」 
  「パッシブデザイン」「水辺の社会実験」「古民家再生」等。 

   
  今川 朱美    広島工業大学工学部都市デザイン工学科准教授 
  広島県景観アドバイザー等を歴任。研究テーマは「持続可能社会と環境共生地域づくり」 
  「美しいまち（都市デザイン）について」「愛されるまち（コミュニティー）について」等。 

   
  フンク･カロリン   広島大学大学院総合科学研究科教授 
  広島県「観光立県推進会議」委員などを歴任。現在の主なフィールドは瀬戸内海。研究テーマは 
  「持続可能なツーリズム」「日本における観光開発」等。 

   
  石岡 輝久    広島県土木局都市技術審議官 
   
  原田 忠明    廿日市市副市長 

7 

●募集要項概要（部会） 

※敬称略 

予備審査を行う部会は広島の実情に精通した各分野の有識者等（6名）で構成 



●応募要項概要（審査） 
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①予備審査 
 全応募作品から１００作品程度を選出 

②本審査【第1次審査】 
 予備審査を通過した作品から８作品程度を選出（特別賞についても検討） 

③本審査【最終審査】 
 第1次審査を通過した８作品の公開プレゼンテーションを行い、優秀賞３作品
を決定します。 
 この公開プレゼンテーションは、市民の皆様にも応募者の説明を傍聴できるよ
う「はつかいち文化ホールさくらぴあ大ホール」で行います。 

部会 

委員会 

委員会 

 市役所ロビーで受賞８作品等を展示 

特別賞については、公開プレゼンの審査時間を利用し、紹介を
検討 



●今後のスケジュール 
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平成27年2月3日 募集要項の公開（専用サイト） 

平成27年2月6日～平成27年3月27日 登録受付期間 

平成27年5月11日～平成27年6月30日 作品受付期間 

平成27年7月～ 予備審査実施 

平成27年１０月17日 公開プレゼンテーション、最終審査 
    （はつかいち文化ホールさくらぴあホール） 

平成27年度末 グランドデザインの作成 

宮
島
口
ま
ち
づ
く
り
国
際
コ
ン
ペ 



議事（２）コンペ提案作品の活用について 
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資料２ 



・市総合計画 
・都市マス 
・観光振興計画 
・景観計画 等 

概ね２０年後の 

まちづくりの姿 
（コンセプトと具
体なアイデア） 

グランド 
デザイン 

整備計画 

○上位計画 

（アイデアコンペ） （コンセプト） 

○実施 

①コンペで得られたコンセプトやアイデアは、グランドデザインの作成に 
 活用する。 
 （コンペで得られたイメージ図がそのまま事業化されるものではない） 
 
②進め方としては、「コンペ → グランドデザイン→ 整備計画」の順に 
 関係者と意見交換しながら計画の熟度を段階的に高めていく。 
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●コンペの基本事項について 

○まちづくりの構想 



まちづくりの構想 

 
グランドデザイン（全体構想） 

●グランドデザインの位置づけ 
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上位計画（目標） 
 廿日市市総合計画 

未来はこうありたい 【廿日市市全体】 

アイデア 

ビジュアル化 

実現化の検討 
 ○景観形成  ：対象エリア・高さ(案)、景観誘導・制限を行う項目(案)の抽出 
 ○賑わいの導入：土地利用の方針（案）、旅客ターミナル内とその周辺におけ 
         る機能の導入(案)の検討 
 ○交通円滑化 ：国道２号、ＪＲ駅など、大規模インフラの将来像(案) 
         地区内の歩行者動線計画（案）の検討 

【宮島口地区】 

アイデア アイデア 

部分最適の集合体は全体
最適にはならないため、個
別の方策や手段を考える
前に、全体構想を検討する 

まちづくりの核とな
る部分のアイデアを
募集するため、幅
広い視点で多くの
アイデアが必要 

 まちづくりの実施 
（整備計画 ） 

コンセプト 



○具体的な取組みと主体 

○整備計画 

グランドデザインを基に、まちづくり誘導施策（ガイドライン）を作成 

13 

●整備計画について 

①交通円滑化（インフラ整備）・・・・・・・・・・行政、民間（事業者） 

②賑わい創出（お砂焼きなどの地域の取組み）・・・民間 

③景観形成（外観の修景など）・・・・・・・・・・行政（支援策含む）、民間 

みんなで共有 

○ハード整備 
 デザインや規模感を決定し、具体なスケジュールを示します。 
 
○ソフト対策 
 ・景観については、具体的に取組むためのルールを検討します。 
 ・賑わいについては、滞在時間を延ばすための取組みを検討します。 



〇メインテーマ 
 「世界遺産・宮島（嚴島神社）」の玄関口 
  ～宮島口を魅力ある未来と世界へつなぐ～ 
○サブテーマ 
 テーマ１：景観形成（建築物、施設、空間のあり方、外観など） 
 テーマ２：賑わい創出（新しい機能、まち全体の回遊性・滞留性など） 
 テーマ３：アメニティ向上（交通円滑化、人の動線、環境など） 

〇開催趣旨 
 宮島口地区を「世界の人々を迎えるにふさわしいまち」へと創りかえる
ために、世界の皆様から様々なアイデアを募る「宮島口まちづくり国際コ
ンペ」を開催します。 

○グランドデザイン策定に向けてまちづくりのアイデアを募集 
 ①まちづくりのコンセプト及び全体デザイン 
 ②アーバンデザイン及び導入を図るべき施設・機能の具体的なアイデア 
 ③事業推進の工夫 
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●「宮島口まちづくり国際コンペ」（再掲） 
動機付け 

視 点 

求めるもの 
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（コンセプト、ゾーニング） ●グランドデザイン例（１） 

15 

顔づくりのコンセプト ゾーニング 
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●グランドデザイン例（１） 

⑤地図周辺との連携 

①賑わいゾーンの形成 

④街区公園1，3号の整備 

②安らぎゾーンの形成 

③畑口寺田線の景観形成 

アイデア（具体案） 

（アイデア） 



（コンセプト、全体イメージ） 
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●グランドデザイン例（２） 



（カットイメージ） 
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●グランドデザイン例（２） 



●グランドデザイン例（３） （コンセプト、全体イメージ） 
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グランドデザイン 



●グランドデザイン例（３） （カットイメージ） グランド 
   デザイン 

整備計画 
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地方港湾厳島港 宮島口地区港湾整備事業 埋立工事の進捗状況報告について 

 

               平成２５年 ９月１７日 埋立工事着手 

        平成２６年 ９月 ９日 埋立１工区 埋立竣功（面積８５６㎡） 

        平成２６年 ８月２１日 松大カーフェリー桟橋移設 

              １０月２８～２９日 ＪＲフェリー及び松大旅客フェリー桟橋移設 

            現在，工事中。平成２８年秋頃埋立竣功予定。                     

        平成２６年１２月 護岸部の地盤改良工事（深層混合処理）が完了 

        平成２７年 １月 護岸ブロックの製作が完了 

             
埋立２工区　今後のスケジュール（予定）

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月

埋立護岸工 発注済

護岸上部工

埋立工

仮設通路工

Ｈ26年度
工種 備考

Ｈ27年度 Ｈ28年度

注）「埋立工事の進捗状況」については，広島県のホームページで紹介しています。（広島県HPのURL http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/211/miyajimakuchi-port-development.html）    
  トップページ➡まちづくり・地域振興➡空港・港湾➡港湾➡厳島港宮島口地区港湾整備事業について 

            平成２８年秋～平成３１年上半期（予定） 

            現在，契約手続き中 

        

資料３ 

 【埋立工事の進捗状況】 

●宮島口地区の埋立工事については，現行の旅客埠頭機能を確保しながら実施する必要があるため，全体を３工区に分割することとしています。 

●このうち埋立１工区については，平成２６年９月９日に埋立竣功し，現在，埋立２工区の工事を実施中です。 

             

○埋立１工区  

○埋立２工区  

○埋立３工区  

○統合桟橋製作  

統合桟橋 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/211/miyajimakuchi-port-development.html
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http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/211/miyajimakuchi-port-development.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/211/miyajimakuchi-port-development.html
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