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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 122 ha

平成 20 年度　～ 平成 24 年度 平成 20 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人／日 H19年 H24年

％ H19年 H24年

人 H19年 H24年

％ H19年 H24年

％ H19年 H24年

都道府県名 広島県 廿日市市
は つ か い ち し

廿日市
はつかいち

地区
ち く

計画期間 交付期間 24

”～廿日市市中心拠点のにぎわい再生～”
　廿日市市の中心拠点にふさわしい魅力として、旧市街地に隣接する、JR廿日市駅、広電廿日市駅及び広電廿日市市役所駅前へのアクセシビリティー向上と、公共施設の集約化によるにぎわいスポットの創出及び地域住民が安心し安全に生活できる良好な市街地の居住環境づくりにより、廿日市市の
中心拠点にふさわしい活気に満ちたまちづくりを推進する。
　【目標１】　地元住民の生活利便性・快適性の拡充による居住環境の向上
　【目標２】　市全域の人々が集う交流拠点の強化によるにぎわいづくりの促進

□都市構造の現況
・本市の沿岸部については、広島圏都市計画区域が指定されているほか、単独都市圏として佐伯都市計画区域（非線引きの用途指定地域指定）及び宮島都市計画区域（非線引きの全域都市計画区域）が指定されており、三つの都市圏を持つ人口約11万8千人の市である。都市計画区域内人口は本市
全人口の96.8%である。市街化区域は、広島圏都市計画区域内に2,082.1ｈａが指定され、市街化区域内人口は全人口の86.8%、人口密度47.8人/ｈａで市街地としての水準を形成している。人口集中地区は沿岸部に形成され、人口密度は54.0人/ｈａで中程度の密度である。
□区域の現況
・本区域は南の臨海部に木材港を中心とする工業地が位置し、海岸線に沿った形で既成市街地、河川沿いの平坦地に新興市街地、北の丘陵地には大規模開発等による住宅団地や中小規模の団地が形成されている。既成市街地、進行市街地ともに都市基盤の整備による良好な市街地環境の確保が
求められており、都市基盤の整備を進め、住環境の改善や秩序ある市街化の促進に取り組んでいくことが必要である。
・本区域は、本市の拠点地区として位置づけられる新宮地区やＪＲ広電各駅周辺地区を含み、広域的なサービス施設の立地・整備、土地区画整理事業の実施や交通施設の整備が進みつつあり、今後とも、土地の有効・高度利用や都市基盤の整備により都市機能を強化し、魅力ある拠点づくりを進めて
いくことが必要である。
・総合計画と都市計画マスタープランでは、「コンパクトな市街地」と「JR廿日市駅周辺地区」で既存の都市構造とその強化方針を位置づけている区域となる。
□本地区の特徴
・本地区は本市の東の玄関口として、ＪＲ山陽本線廿日市駅や広島電鉄宮島線廿日市駅、廿日市市役所前駅、及び国道２号線に接しており、周辺の短大や高校の最寄り駅として通学に多くの若者が利用、また広島市のベッドタウンとして多くの勤労者が通勤に利用されている。
・ＪＲ廿日市駅南側は、ＪＲ廿日市駅を中心として、生活道と一体となった駅通商店街、本通商店街が形成され、住居・商業が密集した、昔ながらの街並みを残している。（多数の寺院がそれぞれサロン化し、婦人コーラスや子ども会の行事が行われており、地域活性化の中で、広島電鉄廿日市駅舎など、
昔ながらの景観資源も点在しており、貴重な存在となっている。）
・南側は生活道ともなっている商店街の通りに自動車が流入するため、歩行者や自転車は自動車を避けながらの通行となる。また、住居・商業系の建物が密集している場所でもあるため、火災時等の緊急車両等の到達時間の短縮に向け、広域道路網等の整備が求められている。
・本地区南側に公共施設（合同庁舎や市役所、郵便局等）を集約させるシビックコア地区を指定しており、人の集まるにぎわいスポットの創出を図っている。
・北側は現在区画整理事業区域内であり、将来において宅地化による人口の増加が見込まれている。
□まちづくりの体制
・ＪＲ廿日市駅南地区には、地元住民による「廿日市駅南地区新まちづくり協議会」が設立、地域のマップを作成している。また、同駅北側区画整理地内には、「廿日市駅北街づくり推進協議会」が設立され、将来の市街地形成に向け積極的なまちづくり活動を展開している。
・平成１５年１１月、廿日市駅南地区まちづくり協議会において、廿日市駅南地区まちづくり計画の取りまとめが行われ、活性化のためには公共施設や商業施設を含め南北が連携し、駅前拠点ゾーンとしてのまちづくりを行うことが必要との意見があった。
（ＪＲ駅橋上化促進や、歩行者用デッキの設置することなど）
・本地区南側には国・県・市・地元代表者等をメンバーとする「廿日市市シビックコア地区整備計画推進連絡協議会」が設置されシビックコア地区整備計画の一体的な整備を推進してきた。
・本地区には駅通り商店会や本通り商店会、保育園保護者会、PTA、コミュニティー推進協議会等２４の組織が設置されており、廿日市地区をより良することを目的として、環境、文化、友愛、安全の４つの部会の中で話し合いが提案されている。

□交通アクセスに関する課題
・アクセシビリティー向上により都市の拠点性を向上させるため、自動車利用者のアクセス性の向上やバスと電車との結節強化を図るとともに、地区内の歩行者・自転車の安全性の向上に向け、幹線道路とＪＲ廿日市駅及び広島電鉄廿日市駅とを結ぶ道路や駅前広場の整備などによる交通結節機能の
強化を図る必要がある。
・区域の住民が、ＪＲ、広電廿日市駅、広電廿日市市役所前駅を生活の足として利用する際や、区域外の人々が地区内に来訪する際のアクセス性の向上に向け、駅前広場を含め移動円滑化のための整備が必要である。
・地区周辺における連続した広域交通網の実現と国道２号の慢性的な渋滞の解消に向け、畑口寺田線、ＪＲ広電各駅前、ＪＲ廿日市駅自由通路、佐方線、国道２号線の歩行エリア、及び廿日市駅通線をユニバーサルデザインの思想を持って整備することで広域交通網の実現を図る必要がある。
□居住環境に関する課題
・ＪＲ廿日市駅北側において区画整理事業の推進と伴わせて、公園整備を行い、地域の潤いある居住環境づくりを進める必要がある。
・本区域南側に接するシビックコア地区において、公共施設を移転集約させることで、駅北の区画整理事業進捗により人口が増加すれば、その中央に位置する古い商店街が人の集まりやすい区域となり、中心市街地活性化の誘導を図ることが可能となる。
・現状の商店街への自動車流入交通量低減を含めた自動車動線の整備を行うことで、廿日市地区を訪れた人々が安全かつ快適に地区の商店街などを歩いて散策でき、また古い町並みで地元の人々になじみのある寺院やランドマークへの散策をより円滑に行えるようにすることで、地域活動の支援を行
い地域力の活性化につなげる必要がある。
・住宅が密集し、狭隘な道路が点在する地区内において、公共交通、交通道路網を整備することで歩道動線を確保し、安全安心な都市構造にする必要がある。

・廿日市市内の市全域の人々が集う拠点となるよう、多くの人が訪れやすい、そして利用しやすい快適なまちづくりとする。
・廿日市市、大野町合併建設計画（平成16年）において、「各種都市機能の集積整備や都市基盤の整備を進め、潤いのある都市空間、良好な市街地の形成を図り、市民活動及び都市活動の拠点、多様な都市居住の場として形成する」と位置付けられている。
・「第５次廿日市市総合計画及び廿日市市都市計画マスタープラン」において、「■都市構造の強化、■多様な都市機能が集積した市街地、■廿日市市東の玄関、■商業系の機能の誘導、集積拠点」として位置づけられている。
・本区域南側において、広島都市圏西部地域の拠点都市としての役割を果たしていくため、国や市などの公共施設と民間施設、関連都市整備事業が連携するシビックコア地区整備計画を策定している。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

イベント時の来訪者数
各イベント（廿日の市と二百廿日豊年記念祭と洞雲寺の花祭り）
の一日あたりの参加人数

中心市街地のにぎわい再生のため、JR廿日市駅と広電廿日市駅と広電廿日市市役所前駅周辺整備に基づくアクセシビリティー向上による他地区からの
訪問者の増加を図り、洞雲寺周辺における公園整備事業によるにぎわいスポットの創出及び本事業の提案事業に伴う地域住民の啓発等により、近年の
各イベント時の参加人数（参加人数は横ばい傾向（廿日の市平均1,000人、二百廿日豊年記念祭一日平均5,000人、洞雲寺の花祭り2,500人））の総合計
の増加（洞雲寺の花祭りの目標値をH19年2500人からH24年3,000人で500人増を見込む）を見込みにぎわい創出を目指す。

8,500 9,000

安全・快適な市街地の整備状況満
足度

住民意識調査による都市基盤整備の満足度
本地区南側中心市街地の交通結節機能拡充による商店街への自動車交通量低減の誘導と、本地区北側の区画整理地内の生活道路と待避所ともなる
公園を整備することで、安全性を向上させ、提案事業になる洞雲寺近辺でのワークショップによる住環境の啓発事業により、安全・快適性の満足度の向
上を目標とする。

44 50

居住人口 地区内における人口減少の抑制

本地区北側の土地区画整理事業による宅地の整備、南側のシビックコア（合同庁舎（労働基準監督署、税務署、法務局）及び市役所、郵便局、さくらぴ
あ、図書館など公的機関の集積化を図る）による整備を進める中で、本地区の中心部に位置する旧市街地はいわゆる「シャッター通り」で人口の減少傾
向（市全体での人口増加率は毎年微増の傾向にあるが、本地区中心部廿日市一丁目、廿日市二丁目の人口は１０年前に比べ１０%減少している）にある
が、前述の整備と幹線道路とJRと広電の各駅前へのアクセス性向上、旧市街地の民間開発（マンション等）の想定及び地域活性によるにぎわいづくりに
より、中心部の人口減少基調の抑制をはかり、これをもって地区内の人口減少の抑制を目指す。

7,800 7,800

ＪＲ駅・広電駅周辺の利便性満足度
ＪＲ廿日市駅と広電廿日市駅及び広電廿日市市役所前駅の各駅
及び駅前周辺を含めた整備による利便性の満足度

多くの人の集う拠点として、また、地元住民の足ともなる広電やJR各駅周辺へのアクセス性を向上させることで、利便性満足度の向上を目標とする。 12 30

商業施設（既存商店街含む）等の
充実満足度

商業施設（既存商店街含む）の活性化による充実満足度
（その地区の人の居心地まちの利便性快適性向上）

区画整理の整備とシビックコア地区の整備及び交流拠点となる商店街住宅街通りゾーンの地域振興啓発事業や地域支援事業実施による複合的効果に
より商業施設等の充実させ満足度の向上を目標とする。

10 20



様式２　整備方針等

計画区域の整備方針 方針に合致する主要な事業
整備方針１（交通結節機能の形成）
① 広電廿日市駅周辺における移動円滑化のための道路整備を進め、利用者の安全確保と利便性の向上を図る。
② JR廿日市駅及び広電廿日市駅周辺における駐輪場の整備により、周辺環境の向上を図る。
③ JR廿日市駅と広電廿日市駅において、周辺の幹線道路と一体的となった駅前広場の整備を行い、交通結節点の
強化を図る。
④ JR廿日市駅において自由通路などの整備を実施し、JR廿日市駅の利便性の向上を図るとともに、南北の連絡機
能を強化する。

【基幹事業】
市道廿日市２－１号線（道路）
駐輪場（地域生活基盤施設）
福祉便所、インター舗装、花壇、ベンチ
照明施設、シェルター
【提案事業】
バス待合所（地域創造支援事業）

【関連事業】
ＪＲ廿日市駅自由通路（道路）
ＪＲ廿日市駅前広場（南側、北側）（道路）
廿日市駅北線
廿日市駅前自転車駐車場整備事業（JR廿日市駅南側）

整備方針２（旧市街地の活性化）
①広域交通網である佐方線、畑口寺田線、廿日市駅通線の整備を進め、連続した交通動線とし、アクセシビリティー
の向上を図る。
②本地区北側の土地区画整理事業により良好な住環境を整備し、南側に位置するシビックコア地区に公共機関（合
同庁舎や市役所、郵便局等）の集約化を図り来訪者等の利便性の向上を図る中、この地区の中心市街地の移動円
滑化を図るため、あんしんに歩ける歩道空間を確保、また駐車場を整備することで、相乗効果により旧市街地の活性
化を図る。
③商店街住宅街の通りとなる東西の「とおり」と南北の「とおり」において、歩行空間の確保と地域振興の啓発事業を
行うことで、商店街の再構築につなげ、買物客や地域住民が安心して通行できる空間の創出を図る。
④土地区画整理事業地内における生活道の整備と併せて公園の整備を行い、地域の潤いある居住環境づくりを進め
る。

【基幹事業】
区画整理事業地内街路整備（道路）
公園整備事業（公園）
駐車場整備事業（地域生活基盤施設）
カラー舗装（高質空間形成施設）
【提案事業】
防火水槽設置（地域創造支援事業）
【関連事業】
廿日市駅北土地区画整理事業
佐方線
畑口寺田線
廿日市駅通線
あんしん歩行エリア整備事業（国道）
あんしん歩行エリア整備事業（市道）
合同庁舎建設事業（国）

その他
・本地区北側は土地区画整理事業を施行中で良好な住環境を目指しており、南側はシビックコア地区整備計画を作成し、公共機関の集積化により行政サービスの向上、利便性向上をめざしている。
こうした整備状況の中、本地区の中心となる旧市街地はシャッターどおりにもなり、人口の空洞化が著しい状況である。
南北両方の整備を進めることで、その相乗効果により中心市街地の活性化を図る。
・事業期間内においてモニタリングを実施予定。
・事業終了後においても駅通り商店会や本通り商店会、保育園保護者会、PTA、コミュニティー推進協議会等２４の団体との協働を進め、自立的なまちづくりを展開する。



交付対象事業等一覧表

] （金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

市 直 117m H22年度 H24年度 H22年度 H24年度 52.6 52.6 52.6 52.6

市 直 143m H20年度 H24年度 H20年度 H24年度 185.4 185.4 185.4 185.4

市 直 29m H23年度 H23年度 H23年度 H23年度 1.1 1.1 1.1 1.1

市 直 243m H20年度 H23年度 H20年度 H23年度 317.5 317.5 317.5 317.5

市 直 124m H20年度 H23年度 H20年度 H23年度 167.3 167.3 167.3 167.3

市 直 178m H20年度 H24年度 H20年度 H24年度 371.1 371.1 371.1 371.1

A=1,000㎡ H22年度 H23年度 H22年度 H23年度 19.8 19.8 19.8 19.8

A=2,900㎡ H22年度 H24年度 H22年度 H24年度 74.0 74.0 74.0 74.0

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 市 直 A=1000㎡ H20年度 H20年度 H20年度 H20年度 11.0 2.75 2.75 2.75

地域生活基盤施設 市 直 A=120㎡ H24年度 H24年度 H24年度 H24年度 8.0 8.0 8.0 8.0

高質空間形成施設 市 直 福祉便所等 H22年度 H24年度 H22年度 H24年度 36.0 36.0 36.0 36.0

高質空間形成施設 市 直 インター舗装等 H21年度 H24年度 H21年度 H24年度 27.6 27.6 27.6 27.6

高次都市施設

既存建造物活用事業

都市再生交通拠点整備事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型
密集住宅市街地整備型
耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備
防災街区整備事業
合計 1,271.4 1,263.2 1,263.2 1,263.2 …A

交付対象事業費 1,295.6 交付限度額 518 国費率 0.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

道路

区画道路６－３ 0.0

区画道路６－４ 0.0

区画道路６－５ 0.0

区画道路６－６ 0.0

区画道路６－７ 0.0

市道廿日市２－１号線 0.0

公園 平良山手公園 0.0

城内第１公園 0.0

駐車場 0.0

駐輪場 0.0

歩行支援施設、障害者誘導施設等 0.0

緑化施設等 0.0

住宅市街地
総合整備
事業

0.0



提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
市 直 24 24 24 24 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5

駅周辺 市 直 3基 22 24 22 24 17.7 17.7 17.7 17.7
市 直 1箇所 23 24 23 24 14.2 14.2 14.2 14.2

合計 32.4 32.4 32.4 32.4
合計(A+B) 1,295.6 …B

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
廿日市駅北土地区画整理事業 ＪＲ廿日市駅北側 市 市 16.2ｈａ ○ Ｈ12年度 Ｈ29年度 9,449

県 国土交通省 321m ○ H17年度 H28年度 2,250

市 市 Ａ＝3,000 ○ H22年度 H28年度 2,559

県 国土交通省 670ｍ ○ H20年度 H24年度 6,480

県 国土交通省 540ｍ ○ H20年度 H24年度 2,183

市 市 ○ H12年度 H23年度 1,400

市 県 ○ H18年度 H20年度 65

国 国土交通省 ○ Ｈ１８年度 Ｈ２０年度 1,170

合計 14,937

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分
事業活用
調査

事業効果分析調査

まちづくり活
動推進事業

地域創造支
援事業

防火水槽設置 0.0
バス待合所設置 駅周辺 0.0

0.0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

道路事業 廿日市駅通線

道路事業
街路廿日市駅通線（駅前広場・
自由通路）

道路事業 佐方線

道路事業 畑口寺田線

あんしん歩行エリア事業（歩車共存） 旧国道線

あんしん歩行エリア事業（歩車共存） （県）停車場線

合同庁舎建設事業 シビックコア地区



都市再生整備計画の区域

廿日市
は つ か い ち

地区
ち く

（広島
ひ ろ し ま

県廿日市市
は つ か い ち し

） 面積 122 ha 区域
廿日市市佐方の一部、城内一丁目、廿日市一丁目、廿日市二丁目、天神、駅前、桜尾本町、大東、河愛、須賀、新宮一丁
目、新宮二丁目、平良一丁目の一部、平良二丁目の一部、平良山手

廿日市地区（廿日市地区（廿日市地区（廿日市地区（122ha122ha122ha122ha））））


