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策定の背景・目的
人口減少や少子高齢化の急速な進行など社会経済情勢が大きく変化する中、持続的に
都市の活力を維持・向上していくためには、市街地の拡大を抑制し、様々な都市機能を
拠点に集積させる「集約型都市構造」への転換が求められています。
都 心 の 特 性 と 課題

また、市域を越えた地域（広島広域都市圏、広島県域、中四国地方）全体が発展し、
地方創生を実現していくためには、人口、産業、都市基盤など、あらゆる面で県内最大
の集積地である広島市の都心の中枢拠点性を更に向上させていく必要があります。
都心は、都市の活力とにぎわいを生み出す中心となる場所であり、広島市においては、

都心の将来像と目指す姿

広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区を都心の東西の核と位置付け、都市機能の集積・
強化を図ることにより、相互に刺激し高め合う「楕円形の都心づくり」を進めています。
また、広島市は、広島県と連携して広島市の都心が市域・県域の発展をけん引するとと
もに、広島広域都市圏の発展に資するよう、都心の活性化に取り組んでいます。
こうした取組をより一層推進し、国内外の人々や企業などを惹きつける都心の魅力向
上や質の高い都市環境の整備などに取り組み、都心を活性化するため、中長期的な視点
で広島市の都心の将来像や目指す姿、その具体化に向けた施策等を示す「ひろしま都心

基本方針と施策の方向性

活性化プラン」
（以下「本プラン」という。）を策定します。

具体的な施策
都心活性化の推進に向けて
資料編
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位置付け
本プランは、
「広島市基本構想」や「広島市都市計画マスタープラン」を上位計画とし
た部門計画です。
広島市は、「広島市基本構想」において、「国際平和文化都市」を都市像として掲げ、

都 心 の 特 性 と 課題

核兵器廃絶と世界恒久平和の実現、豊かな文化と人間性を育む都市づくり、世界に開か
れた活力ある都市を目指しています。また、
「広島市都市計画マスタープラン」において、
“活力”
、
“魅力”
、
“快適性”という三つの視点で、都市づくりの目標を設定しています。
本プランは、これらの都市像や都市づくりの目標を踏まえた、都心のまちづくりの方
向性として、都心の将来像・目指す姿及び具体的な施策を示すものです。なお、本プラ

都心の将来像と目指す姿

ンは、
「世界に誇れる『まち』広島」創生総合戦略」をはじめとする関連計画との整合を
図ります。

広 島 市 基 本 構 想
都市像 ： 国際平和文化都市

基本方針と施策の方向性

広島市都市計画マスタープラン
（平成 25 年 8 月 改定）

関連計画

具体的な施策

ひろしま都心活性化プラン
( 平成 29 年 3 月 )
都心活性化の推進に向けて

●「世界に誇れる『まち』広島」
創生総合戦略
●広島広域都市圏発展ビジョン
●緑の基本計画
●「水の都ひろしま」構想
●景観計画
●総合交通戦略
●環境基本計画
●地域防災計画
●住まいづくりビジョン
●自転車都市づくり推進計画
●公共交通体系づくりの基本計画
●バス活性化基本計画 等

■ひろしま都心活性化プランの位置付け

資料編
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ひろしま都心活性化プラン

都心の役割

３

昨今、人口減少・少子高齢化が急速に進行する中、都心からおおむね 60km の圏内に
あって、経済面や生活面で深く結び付いている広島市と近隣 23 市町で構成する広島広域
都市圏全体の持続的な発展を図るため、広島市は、圏域経済の活性化と圏域内人口 200
都 心 の 特 性 と 課題

万人超の維持を目指す「200 万人広島都市圏構想」の実現に向け、誰もが“住み続けた
い”
“住んでみたい”広島広域都市圏の形成に取り組んでいます。
市域においては、広島市の都市構造を踏まえ、「デルタ市街地」、
「デルタ周辺部」、
「中
山間地・島しょ部」という三つのエリアを設定し、具体的な活性化策を推進するととも
に、ヒト・モノ・カネ・情報の好循環を生むための“公共交通を中心とした四つの循環”
（「バスによる循環」「路面電車による循環」、「西風新都内の循環」、
「西風新都・デルタ

都心の将来像と目指す姿

間の循環」）の形成等、「世界に誇れる『まち』広島」の実現に向けた取組を進めていま
す。
こうしたことを踏まえ、
「デルタ市街地」に位置する都心は、中四国地方の中枢として、
引き続き、市民はもとより、国内外から多くの人を惹きつけ、市域を越えた地域全体に
活力とにぎわいを生み出す中心的な役割を担っていく必要があります。

基本方針と施策の方向性

【広島広域都市圏等】
市域を越えた地域（広島広域都市圏、
広島県域、中四国地方）の発展
【広島市域】
世界に誇れる「まち」広島の実現

北広島町
安芸太田町

【都 心】

安芸高田市

廿日市市

広島市
坂町

岩国市
和木町
江田島市

田布施町

世羅町
東広島市

熊野町
呉市

具体的な施策

府中町
海田町

大竹市

市域を越えた地域全体に
活力とにぎわいを生み出
す中心的な役割を担う。

三原市
竹原市

柳井市
大崎上島町

平生町
周防大島町
上関町

都心活性化の推進に向けて

【広島広域都市圏発展ビジョン】
【「世界に誇れる『まち』広島」創生総合戦略】
【ひろしま都心活性化プラン】

資料編
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４

目標年次
本プランでは、被爆 100 周年（平成 57 年（2045 年））を見据えて、都心の将来像
や目指す姿を描きます。
また、その具体化に向けた施策については、広島市都市計画マスタープランの目標年

都 心 の 特 性 と 課題

次である平成 42 年（2030 年）に向けた取組とします。

平成28年度
（2016年度）

平成42年
（2030年）

平成５7年
（2045年）
目標年次

プランの策定

都心の将来像と目指す姿

具体的な施策
・・平成42年（2030年）までの取組

平成57年（2045年）に向けた取組

■ひろしま都心活性化プランの目標年次
５

対象範囲
本プランの対象範囲は、広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区を東西の核とする「楕
円形の都心」とします。

基本方針と施策の方向性
具体的な施策

広島駅周辺地区
紙屋町・八丁堀地区

都心活性化の推進に向けて

■「楕円形の都心」のイメージ
資料：広島市都市計画マスタープラン

資料編
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６

構成
本プランは、都心の活性化に向けた中長期的なまちづくりを進めていくために、共有
すべき広島市の都心の「将来像」や目標となる「目指す姿」
、その実現に向けた施策の考
え方である「基本方針と施策の方向性」と「具体的な施策」等により構成します。
都 心 の 特 性 と 課題

ひ ろ し ま 都 心 活 性 化 プ ラ ン の 構 成
ひろしま都心活性化プランについて （第 1 章）
本プランの背景、目的、位置付け、目標年次、対象範囲等を示します。

都心の将来像と目指す姿

都心の特性と課題 （第 2 章）
活性化を考える上で前提となる、これまでのまちづくりの歩みと都心の特性・課題を示します。

都心の将来像と目指す姿 （第 3 章）
被爆 100 周年に向けて、都心のまちづくりの理念となる都心の将来像と目指す姿や
ゾーンごとの将来イメージ等を示します。

基本方針と施策の方向性

基本方針と施策の方向性 （第 4 章）
都心の将来像や目指す姿の実現に向けた施策の考え方を示します。

具体的な施策 （第 5 章）
基本方針と施策の方向性を踏まえ、都心の将来像や目指す姿の実現に向けた具体的な施策を示します。
具体的な施策

都心活性化の推進に向けて（第 6 章）
各取組を推進していくための市民、企業、行政の役割等についての考え方を示します。

都心活性化の推進に向けて
資料編
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都 心 の 特 性 と 課題

都心の将来像と目指す姿

基本方針と施策の方向性

具体的な施策

都心活性化の推進に向けて

資料編
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都心の特性と課題
都心におけるまちづくりの歩み

1

これまで、広島市の都心については、広島市基本計画や広島市都市計画マスタープラ
ンなどを踏まえ、地域地区（用途地域・特定街区等）、都市施設（道路・公園等）及び地
都 心 の 特 性 と 課題

区計画などを定め、都市機能の充実・強化を図るとともに、都心居住の推進や水の都ひ
ろしまの特性を活かした都市環境の形成等の施策に取り組んできました。
こうした取組は、４つの時期（①戦後復興期、②高度経済成長期から政令指定都市移
行期、③広島アジア競技大会開催を契機とした時期、④近年）に大別することができま
す。また、場所による変遷で見ると、戦後、広島市の都心は、主に紙屋町・八丁堀地区
を中心に、都市機能が充実・強化され、広島アジア競技大会後、広島駅周辺地区におい
れ、都市機能の充実・強化が図られています。
S20 年

昭和 40 年頃
（被爆 20 周年）

昭和 60 年頃
（被爆 40 周年）

平成 7 年頃
（被爆 50 周年）

時期

戦後復興期

現在
（被爆 70 周年）

近年

都心の将来像と目指す姿

て、広島駅南口、若草町地区及び二葉の里地区の再開発、広島市民球場の建設が進めら

・都市基盤の整備
(
)

・

・
・

主

・

・

・
・
・

・
・

・
・
・
・

・中央公園の整備
・
・

・
・
・
・
・
・
・

・

等

都心活性化の推進に向けて

な 取 組

・

等

・市街地の再開発
・都心居住の推進

・

具体的な施策

取組のテーマ

基本方針と施策の方向性

時代背景

戦災復興

等

等

資料編
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（１）戦後復興期（昭和 20 年～昭和 40 年頃）
この時期には、広島平和記念都市建設計画に基づき、道路、公園、下水道などの都
市基盤が整備されて復興が進められ、広島平和記念資料館、旧広島市民球場、広島県
庁舎本館等が整備されました。
都 心 の 特 性 と 課題
都心の将来像と目指す姿

■平和記念公園

基本方針と施策の方向性

■広島平和記念都市建設計画（昭和 27 年）
■旧広島市民球場

（２）高度経済成長期から政令指定都市移行期（昭和 40 年頃～昭和 60 年頃）
高度経済成長期に入り、鉄道やバスターミナルなどの交通施設、百貨店などの商業

具体的な施策

施設などが整備されて様々な都市機能が充実・強化されるとともに、基町地区再開発
事業や河岸緑地の整備、都市美計画の策定や景観協議制度の創設等、良好な都市環境
形成に向けた取組が行われました。

都心活性化の推進に向けて
資料編

■基町アパートと中央公園
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ひろしま都心活性化プラン

■河岸緑地

（３）広島アジア競技大会を契機とした時期（昭和 60 年頃～平成 7 年頃）
この時期には、平成 6 年の広島アジア競技大会の開催を契機として、戦後に整備さ
れた施設の更新、宿泊施設やホール・会議場の整備、新交通システムの整備等が行わ
れ、都心が大きく変貌しました。
都 心 の 特 性 と 課題
都心の将来像と目指す姿

■広島県立総合体育館と NTT クレド基町ビル

■アストラムラインの開業

（４）近年～現在（平成 7 年頃～平成 28 年）
近年は、低成長時代に入ったものの、戦後の老朽化した建物の更新、宿泊施設の整

基本方針と施策の方向性

備、都市型住宅の供給、交通ネットワークの強化、景観条例に基づく都市景観の形成
等、各種都市機能の充実・強化や良好な都市環境形成の取組が行われています。

具体的な施策

■水辺のオープンカフェ

■広島市民球場（マツダスタジアム）

都心活性化の推進に向けて
資料編

■広島駅南口Ｂ・Ｃブロック市街地再開発事業
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都心の特性と課題

（１） 業務・商業
広島市の都心には、企業の本社・支社、官公庁施設等の業務機能が集積しており、
特に、紙屋町・八丁堀地区は広島市を代表するオフィス街となっています。
都 心 の 特 性 と 課題

オフィスの空室率は平成 23 年以降低下し、需
給均衡の目安とされる 5％を割り込んでおり、オ
フィス需要は高まっていますが、ここ数年はオフ
ィスの新規供給（延床面積 1,000 坪以上）が進ん

都心の将来像と目指す姿

でいません。また、更新時期を迎える建築物が多
いものの、更新はあまり行われていません。
■多様な企業が集積する相生通り

商業機能は主に、紙屋町地区、八丁堀地区、広島駅周辺地区の 3 地区を中心に集積
しており、コンパクトなエリアに、商業施設、飲食施設等の様々な施設が立地してい
ます。
近年、周辺部への大規模商業施設の立地等により、紙屋町・八丁堀地区及び広島駅

基本方針と施策の方向性

周辺地区の商業施設の利用は減少しましたが、一方で、都心には中四国地方で最大の
通行量を誇る商店街や、陸の玄関である広島駅などがあり、その個性、魅力を発揮す
ることで、より広域的な集客が可能となるポテンシャルを有しています。

具体的な施策
都心活性化の推進に向けて

■本通り商店街

資料編
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ひろしま都心活性化プラン

■中四国地方最大の業務・商業集積地である広島市の都心

都 心 の 特 性 と 課題

■都心部における建物の築年数の割合
■オフィス空室率・新規需要・新規供給

※延床面積 1,000 坪以上で新耐震基準に準拠したビルを対象に調査したもの

（資料提供：CBRE）

（平成 27 年は９月時点の数値）

）
）

都心の将来像と目指す姿

（資料：平成 26 年度広島市都心部実態調査（

基本方針と施策の方向性
具体的な施策

■最も利用する繁華街の推移
（資料：広島市広域商圏調査（中国新聞社（H28.11.22））

更新時期を迎える建築物の建替えを促進するとともに、建替えに合わせた土地
の高度利用、業務・商業機能の充実・強化等により、都心にふさわしいにぎわい
あふれる空間を創出する必要があります。

都心活性化の推進に向けて

都心の役割を担うために取り組むべき課題１

資料編
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（２） 観光・水と緑等
広島市の都心は、原爆ドーム（世界文化遺産）
、平和記念資料館、広島城、美術館等
の歴史的・文化的な観光資源が多数あり、国内外から多くの人を惹きつける魅力を備
えています。近年、欧米豪からの旅行者を中心とした外国人観光客が増加するなど、
都 心 の 特 性 と 課題

広島市を訪れる観光客数は、平成 23 年から５年連続して過去最高を記録するなど、
年々増加しています。
一方で、原爆ドーム・平和記念公園を中心に観光する観光客が多く、広島城など他
の観光資源を十分に活用できていない状況が見受けられます。

都心の将来像と目指す姿
基本方針と施策の方向性
具体的な施策

■平和記念資料館来館者の市内立ち寄り先
（資料：平和記念資料館における平成 26 年度来訪者アンケート調査により作成）

都心活性化の推進に向けて
資料編
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ひろしま都心活性化プラン

都心には、中央公園や比治山公園等の大規模な公園が立地しており、平和大通りの
街路樹とともに、広島の平和を象徴する都市に潤いをもたらす貴重な空間となってい
ます。また、水辺においては、河岸緑地や環境護岸の整備、水辺のオープンカフェの
設置など、広島ならではの魅力的で良好な都市環境が形成されています。
都 心 の 特 性 と 課題

中央公園

縮景園

比治山公園

■公園の分布

■水辺の状況

広島市では昭和 56 年に「広島市都市美計画」を策定し、以後、建築物や屋外広告
物等に係る景観協議制度などにより、美しい都市景観の形成に取り組んでおり、広島

都心の将来像と目指す姿

袋町公園

市への来訪者からも「きれいな街」といった声が多く挙げられています。中でも、平
方針」において、
「世界遺産である原爆ドームを頂点とした軸線上の見通しを大切に
するとともに、原爆死没者慰霊碑を中心に、慰霊・鎮魂のための「聖域」としての静
けさや雰囲気を確保する」ことなどを掲げ、平成 26 年度に策定した景観計画に基づ
き、平和都市広島を象徴する景観づくりを行っています。

基本方針と施策の方向性

和記念公園とその周辺については、平成 18 年に策定した「平和記念施設保存・整備

具体的な施策

都心の役割を担うために取り組むべき課題２
都心が、これまで以上に国内外の人を惹きつけ、広島の魅力と平和への思いを広
げていく拠点となるよう、広島ならではの個性的で魅力ある空間を創出する必要が

都心活性化の推進に向けて

■都心を潤す水と緑（京橋川・河岸緑地・比治山）

あります。
資料編
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（３） 道路・交通
都心における公共交通は、ＪＲやアストラムライン、路面電車、路線バスによる多
様なネットワークが形成されており、利便性の高い交通環境が整備されています。広
島駅は、市内外から来訪者が集まる陸の玄関となっています。
都 心 の 特 性 と 課題

また、モータリゼーションの進展により、都心では多くの駐車場が供給されている
一方で、十分に駐輪場が整備されておらず、歩道上に自転車が放置されている箇所も
多く、歩行者の安全な通行を妨げるだけでなく、都市景観の阻害要因になっていると
ころもあります。

都心の将来像と目指す姿

このほか、歩行空間における歩行者の安全や休憩施設についての改善を望む意見も
多く挙がっています。

基本方針と施策の方向性

■路面電車（被爆電車とグリーンムーバーマックス）

具体的な施策
都心活性化の推進に向けて

■都心で見られる放置自転車

資料編
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■路上に整備された駐輪場

※自由意見の内容を踏まえ分類
Q11-6
改善すべき点
0

10

20

30

40

歩行者の安全
道路の安全性

60

・メイン通りをはずれると、道
幅が狭く、歩行者と車が一緒
になり危険

33

休憩施設(ベンチ・喫煙所)
12
17

その他

・本通り周辺にベンチなどの休
憩施設が足りない

都 心 の 特 性 と 課題

21

自由意見の主な内容（抜粋）

17

景観

特になし

50
49

店舗等の魅力

アクセス性

（件）

10

（資料：平成 26 年度広島市都心部実態調査（都心の来訪者に対してのアンケート））

都心の将来像と目指す姿

■都心の通りで改善すべき点（都心の来訪者に対してのアンケート【自由意見】
）

基本方針と施策の方向性
具体的な施策

世界中から訪れる人が、都心を安全で快適に回遊できるよう、歩きやすく移動し
やすい交通環境を形成する必要があります。

都心活性化の推進に向けて

都心の役割を担うために取り組むべき課題３

資料編
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（４） 安全・居住等
都心にある建築物の多くは、高度経済成長期の昭和 40 年代に建設されており、老
朽化が進んでいる上に、木造建築物の多い地域も見受けられます。

都 心 の 特 性 と 課題

また、合流式下水道で整備している中心市街地では、都市化の進展に伴う雨水浸透
域の減少や局所的な集中豪雨により、浸水被害が発生しています。
さらに、都心は、社会経済活動が集中していることから、エネルギーの消費が大き
く、多くの温室効果ガスを排出していることが懸念されます。

都心の将来像と目指す姿
基本方針と施策の方向性

■建物の建築年数（街区単位）

■木造建物の割合（街区単位）

（資料：平成 26 年度広島市都心部実態調査（不動産登記事項証明書より作成）
）

具体的な施策
都心活性化の推進に向けて

■中心市街地の浸水状況
（平成 26 年 7 月 7 日）

資料編
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広島市は、これまで都心住居地域地区計画を定めるなど、地域の活力・コミュニテ
ィの維持や利便性の高さを生かすといった観点から、都心居住を推進しています。近
年、都心の居住者は、利便性の高さや広島の特徴である豊かな水と緑に囲まれた住み
やすさ等から、増加傾向にあるとともに、今後、高齢化の進展により、都心における
都 心 の 特 性 と 課題

高齢者の増加も予想されます。
（万人）

1760
1659

旧市内（中区、東区、南区、西区）

都心

1558
1457

都心の将来像と目指す姿

1356
1255
1154
1010
99
88
S60

H2

H7
H12
■都心の人口推移

H17

H22

（資料：国勢調査により作成）

人口（万人）

割合

25%

15
12

17%

20%
15%

12%
10%

10%
5%

0

0%
S60
老年人口

H2

H7
生産年齢人口

H12

H17

H22

年少人口

老年人口割合

■中区の年齢３区分別人口と老年人口割合の推移

（資料：国勢調査により作成）

都心の役割を担うために取り組むべき課題４
く、環境にも配慮した都市環境を形成する必要があります。
ひろしま都心活性化プラン 17

資料編

都心に暮らす多様な世代の人たちが、快適で穏やかに過ごせるよう、災害に強

都心活性化の推進に向けて

3

具体的な施策

14%

9
6

20%

19%

基本方針と施策の方向性

77

都 心 の 特 性 と 課題

都心の将来像と目指す姿

基本方針と施策の方向性

具体的な施策

都心活性化の推進に向けて

資料編
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都心の将来像と目指す姿
１

都心の将来像と目指す姿
都心の特性と課題等を把握するとともに、広島市の上位計画や都心の役割を踏まえ、
「水と緑が豊かなまち」、「コンパクトなまち」及び「国際
広島市の都心の特徴※である、

※ 広島市の都心の特徴は、「都心のまちづくり“ひろしまワールドカフェ”」での意見等から絞り込んだものです。

【都心の将来像】
ま

都 心 の 特 性 と 課題

的な知名度」を考慮して、広島市の都心の将来像と目指す姿を以下のように掲げます。

ち

～様々な人が平和と文化の架け橋となり、
国内外から人を惹きつけ、世界に広島を発信する～

【目指す姿】

都心は、市民はもとより、国内外から多くの人を惹きつけ、市域を越えた地域全体の
活力とにぎわいを生み出す中心的な役割を担っています。
そうした広島市の都心が、特徴である水と緑の豊かさやコンパクトさを生かし、訪れ

基本方針と施策の方向性

① 広島の魅力が人を惹きつけ、にぎわいと交流を生み出す
② 市民や世界中からの来訪者も往来しやすく回遊できる
③ 豊かな水と緑に囲まれ、多様な世代が安全・安心で快適に生活できる

都心の将来像と目指す姿

誰もが集える、にぎわいと交流の都心”ひろしま”

る人にとっては、往来しやすく回遊できるまち、住む人、働く人、学ぶ人にとっては、
安全・安心で快適に生活できるまちになるとともに、国際的知名度を生かして、世界中
を将来像として掲げます。
さらに、都心に集う、市民、企業、行政などの多様な人や主体が、自分たちのまちに

具体的な施策

から訪れる人と生活する人の誰もが集える、にぎわいと交流を生み出すまちとなること

郷土愛をもち、積極的にまちづくりへ関わり、広島の平和と文化を伝える架け橋となっ
て、持続的に国内外から人を惹きつけ、世界に広島の魅力を発信していくことを目指し
都心活性化の推進に向けて

ます。

資料編
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２

ゾーンごとの将来イメージ
ま

ち

広島市の都心が、
「誰もが集える、にぎわいと交流の都心」になるためには、地域の特
性や役割に応じた取組を展開し、広島ならではの魅力をより一層高めていくことが必要
になります。
都 心 の 特 性 と 課題

このため、これまでのまちづくりの歩みや都心の現状を踏まえ、広島の都市のイメー
ジとして定着している「平和」など、地域の特性をテーマとして、都心を６つのゾーン
に区分し、各ゾーンの目指す将来イメージを描きます。

都心居住ゾーン
都心の将来像と目指す姿

広島城

縮景園

広島の陸の玄関ゾーン

歴史・文化・スポーツ交流ゾーン

広島市民球場

ボールパークゾーン
原爆ドーム

中四国地方最大の
業務・商業ゾーン

基本方針と施策の方向性

平和記念公園

比治山公園

平和への思いを共有するゾーン
中四国地方最大の業務・商業ゾーン
都心居住ゾーン
主な地域資源

平和への思いを共有するゾーン
具体的な施策

・特徴
世界遺産「原爆ドーム」や平和記念資料館を含む平和記念
公園、平和大通り、比治山公園などの地域資源があり、平和
と復興を感じることができます。
・将来イメージ
平和を願う世界中の人々が出会い、交流し、平和への思い
を共有するとともに、被害から復興した広島を実感できる空
間となっています。また、平和記念公園と比治山公園をつな
ぐ平和大通りの空間を活用し、新たなにぎわいを生み出して
います。

都心活性化の推進に向けて

広島の陸の玄関ゾーン

資料編

・特徴
広島駅周辺地区においては、交通拠点である広島駅の利便
性を生かして、再開発が進み、エリアマネジメントの体制づ
くりが進められています。
・将来イメージ
広島の陸の玄関である広島駅の交通機能を最大限に生かし
て、広域的な商業・業務機能等が集積し、おもてなしの心が
感じられる、新たなにぎわいと交流を生み出しています。

20 ひろしま都心活性化プラン

中四国地方最大の業務・商業ゾーン

ボールパークゾーン

ひろしま都心活性化プラン 21

資料編

※イメージ

・特徴
都心の東西の核である、「広島駅周辺地区」及び「紙屋町・
八丁堀地区」の周辺に位置し、高い生活利便性を享受できる居
住環境です。
・将来イメージ
医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能を有する生活利
便性の高い施設が近接し、高齢者がひとりでも不自由なく安心
して生活でき、子どもたちがのびのびと育つ環境が整い、様々
な人が住みたいと思うまちになっています。

都心活性化の推進に向けて

都心居住ゾーン

具体的な施策

・特徴
広島市民球場を核とし、国内外から人々が訪れ、周辺施設と
一体となって、新たな広島の元気を生み出しています。
・将来イメージ
広島の新たなシンボルである広島市民球場を中心に、広域的
な集客による、にぎわいを創出しています。

基本方針と施策の方向性

・特徴
広島城、縮景園、西国街道などの歴史資源やひろしま美術館、
広島県立美術館、広島県立総合体育館などの文化・スポーツ施
設があり、中央公園、基町環境護岸や京橋川の河岸緑地など水
と緑にふれることができます。
・将来イメージ
歴史・文化・スポーツ施設といった多くの地域資源を生かし
て、広島ならではの水と緑豊かな都心のオアシスが形成され、
人々が集い、憩い、交流するにぎわいを創出しています。

都心の将来像と目指す姿

歴史・文化・スポーツ交流ゾーン

都 心 の 特 性 と 課題

・特徴
企業の本店・支店や国の機関が集積するとともに、広域的な
商業・文化・飲食・娯楽機能等を有する、中四国地方最大の業
務・商業ゾーンです。
・将来イメージ
広島広域都市圏や中四国地方の発展をけん引する、業務・商
業・文化・飲食・娯楽機能等が充実・強化されるとともに、広
島の顔となる風格ある街並みや歩いて楽しい空間が形成され、
絶え間なく、にぎわいと交流が生まれています。

３

都心回廊づくり
ま

ち

広島市の都心が「誰もが集える、にぎわいと交流の都心」になるためには、ゾーンご
との将来イメージを実現することに加え、各ゾーンがつながり、にぎわいと交流を都心
全体に広げていくことが必要です。
都 心 の 特 性 と 課題

このため、平和記念公園を設計した丹下健三氏らの構想に基づく「南北の軸」と、平
和大通りによる「東西の軸」を平和の軸として、都心に存在する平和記念公園、広島城、
めぐ

「人が
広島市民球場、比治山公園などの地域資源を廻る「都心回廊」という考え方の下、
中心となる回遊ネットワーク」、「おもてなしを創出する水・花・緑のネットワーク」の
形成を目指します。

都心の将来像と目指す姿

広島城

縮景園

広島駅

広島市民球場

比治山公園

平和記念公園

平和の軸（東西）
平和の軸（南北）

基本方針と施策の方向性

紙屋町
原爆ドーム

主な地域資源

具体的な施策

交通拠点
平和の軸
都心回廊

都心活性化の推進に向けて
資料編

南北の軸
（平和記念資料館本館から原爆ドーム方向を望む）
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東西の軸
（平和大通り）

（１）人が中心となる回遊ネットワーク
徒歩、自転車及び公共交通により、市民や世界中からの来訪者など誰もが安心して、
楽しく移動できるよう、交通拠点である広島駅や紙屋町と各ゾーン、またはゾーン相
互をつなぐ歩行者ネットワーク・自転車ネットワークの整備、公共交通ネットワーク
を形成します。

都 心 の 特 性 と 課題

の充実・強化などにより、車依存社会から脱却し、人が中心となる回遊ネットワーク

将来イメージ

歩道と車道の段差を小さくすると
ともに、低縁石やボラードの設置に
より歩行者の安全を確保するなど、
安全で快適に回遊できる歩行環境
が整備され、誰もが歩いて楽しく回
遊できるようになっています。

都心の将来像と目指す姿

分かりやすい案内サインや案内
情報、ユニバーサルデザインに配
慮した公共交通などにより、世界
中からの来訪者をもてなし、誰もが
迷うことなく円滑で快適に目的地に
移動することができるまちになって
います。

基本方針と施策の方向性

市民や世界中からの来訪者が、
自動車交通を気にすることなく自
由に散策でき、食文化など広島な
らではの魅力的な店舗が建ち並
び、歩いて楽しい空間が形成され
ています。

具体的な施策

おもてなしの玄関である広島駅
が、乗り継ぎしやすく、分かりやすい
交通拠点となっており、世界中から
の来訪者が、次の目的地まで安心
して移動することができます。

都心活性化の推進に向けて

誰でも手軽に利用できるレンタ
サイクルや自転車走行空間を整
備するなど、市民だけでなく、世
界中から訪れる来訪者も、観光
施設などを快適にめぐることがで
きるようになっています。

資料編
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（２）おもてなしを創出する水・花・緑のネットワーク
都心は、
「市街地を流れる河川」、「平和大通りなど戦災復興により整備された道路」
及び「河岸緑地・比治山公園などの公園緑地」といった、水と緑に囲まれ、恵まれた
都市環境にあります。こうした特徴を生かして、河岸緑地・道路などの緑化、花によ
都 心 の 特 性 と 課題

る演出、水上交通の充実、水辺のライトアップなどにより、昼夜を通して、おもてな
しを創出する、水・花・緑のネットワークを形成するとともに、音楽のあふれるまち
づくりに取り組みます。

都心の将来像と目指す姿

縮景園

広島駅

広島城
広島市民球場
紙屋町
原爆ドーム

基本方針と施策の方向性

平和記念公園
比治山公園

交通拠点
主な地域資源

将来イメージ
具体的な施策
都心活性化の推進に向けて

居住者やビジネス
マンなど多様な人た
ちが、日常的に散策
やリフレッシュの場と
して、水と緑に身近
にふれ、潤いを感じ
ることができるまちに
なっています。

都心の貴重なオ
ープンスペースであ
る公園等が、日常
的に市民や観光客
などが集い、交流で
きる場所となってい
ます。

資料編

潤いとにぎわい
を感じる環境が整
うとともに、水上交
通が充実し、水の
都ひろしまならで
はの水辺空間が
形成されていま
す。
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地域、企業、行政
等のそれぞれが、郷
土愛と来訪者へのお
もてなし の気持ちを
持ち、周りを花や緑
で飾るとともに、日常
的に音楽を楽しめる
まちとなっています。

基本方針と施策の方向性
ここでは、都心の将来像と目指す姿の実現に向けた施策の考え方である基本方針と施
策の方向性を、以下のとおり示します。
【目指す姿に沿った基本方針と施策の方向性】

施策の方向性

① 都心空間のリニューアルによる高次都市機能の充実・強化

①都心空間のリニューアルによる高次都市機能の充実・強化

都心空間の有効活用による新たなにぎわいの創出
② ②都心空間の有効活用による新たなにぎわいの創出
多様な活躍の場を創出するビジネス環境の形成
③ ③多様な活躍の場を創出するビジネス環境の形成

基本方針２ 国内外から人を惹きつける広島ならではの魅力づくり

④多様な人々が交流し、平和への思いが共有できる空間づくり

② 観光都市広島に向けた、地域資源と都心空間の魅力向上

⑤観光都市広島に向けた、地域資源と都心空間の魅力向上

花と緑と音楽のあふれる美しいまちづくり
③ ⑥花と緑と音楽のあふれる美しいまちづくり
市民、企業、行政などの連携・協働によるまちづくり
④ ⑦市民、企業、行政などの連携・協働によるまちづくり

目指す姿２

① 歩行者や自転車を優先する交通環境の整備

⑧歩行者や自転車を優先する交通環境の整備

都心へアクセスしやすく、容易に移動できる交通環境の整備
② ⑨都心へアクセスしやすく、容易に移動できる交通環境の整備
ユニバーサルデザインの推進
③ ⑩ユニバーサルデザインの推進

具体的な施策

目指す姿３

施策の方向性

市民や世界
中からの来
訪者も往来
しやすく回
遊できる

基本方針３ 世界中から訪れる人にやさしい交通環境づくり

基本方針と施策の方向性

施策の方向性

① 多様な人々が交流し、平和への思いが共有できる空間づくり

都心の将来像と目指す姿

広島の魅力
が人を惹き
つけ、
にぎわ
いと交流を
生み出す

基本方針１ 都心にふさわしく広島の顔となる空間づくり

都 心 の 特 性 と 課題

目指す姿１

基本方針４ 安全・安心で快適な都心ライフを支える環境づくり

⑪災害に強いまちづくり

環境に配慮した低炭素なまちづくり
② ⑫環境に配慮した低炭素なまちづくり
多様な世代が交流できる「住みよい」都心づくり
③ ⑬多様な世代が交流できる「住みよい」都心づくり

都心活性化の推進に向けて

施策の方向性

① 災害に強いまちづくり

資料編

ひろしま都心活性化プラン 25

基本方針１ 都心にふさわしく広島の顔となる空間づくり
都心には、官公庁施設、企業の本社・支社、商業施設等、中枢都市にふさわしい都市
機能を有する施設が集積していますが、老朽化が進み、更新時期を迎える建築物も多く
存在しています。また、狭隘な敷地が多く、土地が有効活用できていない状況であり、
都 心 の 特 性 と 課題

最近では、幹線道路沿いでありながら、低層階も含め全体が住居となっているマンショ
ンが建築されるなど、にぎわいが失われることが懸念されます。
こうした状況を踏まえ、引き続き、都心が活力とにぎわいを生み出す空間となるため、
広島駅周辺地区及び紙屋町・八丁堀地区を中心に、更新時期を迎える建築物の建替えを
促進するとともに、建替えに合わせた土地の高度利用、業務・商業機能の充実・強化等

都心の将来像と目指す姿

により、都心にふさわしいにぎわいあふれる空間の創出を図ります。

施策の方向性①


都心空間のリニューアルによる高次都市機能の充実・強化

都心の新たな魅力を生み出し、中四国地方の発展をけん引する商業・ビジネス・
文化芸術等の高次都市機能の一層の集積を図ります。



民間開発を誘導する支援策の充実を図るとともに、その開発に合わせ、敷地の共

基本方針と施策の方向性

同化等により、人々が気軽に集い交流できるオープンスペースの創出を促進する
等、民間活力を活用した都心空間のリニューアルを進めます。


市民、企業、行政等が連携・協働し、地域の多様性を生かしながら、良好な景観
の形成を図ります。

具体的な施策
都心活性化の推進に向けて

■陸の玄関である広島駅周辺

■まちなかのオープンスペースによる
にぎわい創出のイメージ

☞先導的な取組 1 再開発を促進するための支援
☞先導的な取組 2 官公庁街の土地利用の在り方検討と民間活力の活用

資料編
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施策の方向性②


都心空間の有効活用による新たなにぎわいの創出

平和大通りなどの道路空間、中央公園をはじめとする緑の空間、都心を流れる川
の水辺空間などの公共空間を積極的に活用して、市民、企業、行政等がオープン
カフェやイベントを実施するなど、新たなにぎわいの創出を図ります。
市民や来訪者等、多くの人が歩く通りにある建築物の低層階に、物販、飲食等の
にぎわい創出に寄与する店舗を誘導し、にぎわいの連続性の確保を図ります。

■にぎわい空間が連続している通り

☞先導的な取組３ 都心の地区計画の見直し ☞先導的な取組４ 公共空間を活用したにぎわいづくり



多様な活躍の場を創出するビジネス環境の形成

広島のものづくりの技術を生かすとともに、サービス産業をはじめとする成長分
野でのビジネスの創業支援や企業の誘致・育成を図ります。



産学金官の強固なパートナーシップのもと、新しい事業が次々と生まれる環境や

基本方針と施策の方向性

施策の方向性③

都心の将来像と目指す姿

■公共空間を活用したイメージ（公園）

都 心 の 特 性 と 課題



イノベーションの原動力となる多様な人材の集積を推進する「チャレンジする人
が集まる常設の場」等により、多様な活躍の場を創出するビジネス環境の形成を


高度な技術・技能や経営感覚を持ったプロフェッショナル人材等、イノベーショ
ンを生み出す多彩な人材の育成と集積を推進します。

具体的な施策

図ります。

都心活性化の推進に向けて

■魅力的なビジネス環境（イメージ）

* 産学金官など多様なつながりの中で、新たなアイデアや価値が創造され、新しい事業が次々と生まれる事業環境

ひろしま都心活性化プラン 27
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☞先導的な取組５ イノベーション・エコシステム*の構築

基本方針２

国内外から人を惹きつける広島ならではの魅力づくり

広島市には、毎年多くの観光客が訪れています。特に、世界遺産「原爆ドーム」を含
む平和記念公園は、公園内の平和記念資料館に年間約 150 万人の人が訪れ、世界に平和
を発信していくことがふさわしい空間となっています。一方で、市内には多くの観光資
都 心 の 特 性 と 課題

源があるにもかかわらず、平和記念資料館を訪れた人は他の施設をあまり回遊していな
いという現状があります。
こうした状況を踏まえ、これまで以上に、都心が国内外の人を惹きつけ、広島の魅力
と平和への思いを広げていく拠点となるため、広島ならではの個性的で魅力ある空間の
創出を図ります。

都心の将来像と目指す姿

施策の方向性④


多様な人々が交流し、平和への思いが共有できる空間づくり

より多くの人が、原爆ドームをはじめとする被爆建物等を訪れ、被爆の実相に触
れるとともに、復興した都市の力強さを実感し、平和への思いを共有することが
できるよう、世界中の人々を迎える魅力的な環境づくりを推進します。



核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を願う「ヒロシマの心」を世界に広げるため、
被爆地広島での体験や交流を行う機会の提供や人材育成を進めます。

基本方針と施策の方向性
具体的な施策

■平和記念公園から見た原爆ドームの背景

■比治山公園から平和大通りを望む

都心活性化の推進に向けて

☞先導的な取組 6 比治山公園「平和の丘」構想の推進
☞先導的な取組 7 平和記念公園における環境整備

資料編
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施策の方向性⑤


観光都市広島に向けた、地域資源と都市空間の魅力向上

広島城、縮景園、西国街道、地域性豊かな文化イベント等の地域資源を活用し、
国内外からの来訪者に広島の歴史・文化を感じてもらうとともに、その価値や魅
力を将来世代に継承させていきます。
広島が誇る３大プロ（広島交響楽団、サンフレッチェ広島、広島東洋カープ）や
企業スポーツチームといった地域資源を生かし、豊かな文化を醸成し、まちの活
力を創造します。



水辺のオープンカフェ、コンサート等の実施による潤いとにぎわいのある空間の
創出など、
「水の都ひろしま」づくりを推進します。



観光案内所の充実や分かりやすい案内・誘導サイン、使いやすく快適な公衆トイ
市民の誰もが、来訪者に対して、広島の魅力や平和の心を伝えることができ、来
訪者の満足度を高めるとともに新しい交流を生み出す、広島ならではの「おもて
なし」を推進します。



都心内の商業施設が連携した販促イベントの開催や商店街の活性化など、中四国
地方を代表する商業集積地としての魅力をより一層高めます。
国内外でのプロモーション活動の強化や地域特性を演出するユニークベニュー等
の充実を図り、国際会議等ＭＩＣＥの誘致を進めます。

■地域特性を生かしたにぎわいイメージ

具体的な施策

■広島の歴史的資源（広島城）

基本方針と施策の方向性



都心の将来像と目指す姿

レの整備等により、来訪者の受入環境の向上を図ります。


都 心 の 特 性 と 課題



都心活性化の推進に向けて

■水の都ひろしまにふさわしい水辺

☞先導的な取組 9 美しい川づくり
ひろしま都心活性化プラン 29
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☞先導的な取組 8 外国人旅行者へのホスピタリティの向上

施策の方向性⑥


花と緑と音楽のあふれる美しいまちづくり

「陸の玄関」である広島駅周辺地区、紙屋町・八丁堀区など、
「おもてなしの観光」
の重点地区を中心に、まちの様々な場所で花や緑を育むことを通じて、市民一人
一人が自ら来訪者をもてなそうとする気運を醸成するとともに、花と緑あふれる

都 心 の 特 性 と 課題

まちづくりを進めます。


音楽イベントの充実を図るなど、日常的に音楽を楽しめる場を作り、市民や来訪
者が潤いと安らぎと癒しを実感できる美しいまちづくりを進めます。

都心の将来像と目指す姿

■花と緑と音楽のあふれるまちのイメージ
基本方針と施策の方向性

施策の方向性⑦


市民、企業、行政などの連携・協働によるまちづくり

市民や企業等、多様な主体によるまちづくり活動への支援を行うなど、市民、企
業、行政などの連携・協働によるまちづくりを進めます。



まちのルールづくりや施設の管理運営などハード・ソフトの両面に渡り、良好な

具体的な施策

環境や地域の価値を維持・向上させるための活動を地域が主体的に行うエリアマ
ネジメントを促進するとともに、複数の組織の連携を図ります。

都心活性化の推進に向けて
資料編

■エリアマネジメントのイメージ

資料：国土交通省

☞先導的な取組 10 エリアマネジメント活動の支援
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基本方針３ 世界中から訪れる人にやさしい交通環境づくり
都心の回遊性を向上し、にぎわいを創出するためには、安全で快適な歩行環境を整備
するとともに、広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区へのアクセス性を向上させること
が重要です。広島市においては、都心へのアクセスは公共交通の利用が多く、徒歩や二
務基準の乖離が生じている可能性があります。
こうした状況を踏まえ、世界中から訪れる人が、都心を安全で快適に回遊できるよう、
歩きやすく移動しやすい交通環境の形成を図ります。



歩行者や自転車を優先する交通環境の整備

安全で快適な歩行環境の整備などにより、市民や来訪者が楕円形の都心を歩いて
楽しく回遊できる環境づくりを進めます。



自転車ネットワークの整備や駐輪場の整備などにより、自転車で快適に移動でき
る環境づくりを進めます。

都心の将来像と目指す姿

施策の方向性⑧

都 心 の 特 性 と 課題

輪の利用が増えており、また、近年、駐車場の余剰傾向が見られるなど、需要と附置義

基本方針と施策の方向性

■人に優しい道路のイメージ
具体的な施策

■民間路上駐輪場

☞先導的な取組 11 楕円形の都心づくりを支える歩行環境の整備

都心活性化の推進に向けて

■自転車走行空間の例

☞先導的な取組 12 駐輪場・駐車場附置義務の見直し
資料編
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施策の方向性⑨


都心へアクセスしやすく、容易に移動できる交通環境の整備

都心周辺や郊外、さらには市域外から都心への公共交通ネットワークの充実・強
化など、都心へのアクセス向上を図ります。



広島での生活や観光に欠かせない路面電車やバスの定時性・速達性を確保し、都

都 心 の 特 性 と 課題

心内を容易に移動できる環境づくりを進めます。


交通拠点である広島駅や紙屋町において、円滑な乗り継ぎができるよう、結節機
能の強化や交通機関相互の連携強化など、利便性の向上を図ります。
☞先導的な取組 13 広島駅南口広場の再整備等

都心の将来像と目指す姿

施策の方向性⑩


ユニバーサルデザインの推進

歩道の拡幅や段差解消等のバリアフリー化、来訪者にも分かりやすい案内・誘導
サインの設置等により、誰もが安心して移動できる環境づくりを進めます。



路面電車やバスへの低床車両の導入を図るとともに、交通結節点やバス停等にお

基本方針と施策の方向性

ける案内情報の充実など、分かりやすく使いやすい公共交通を目指します。

具体的な施策

■分かりやすい案内・誘導サイン

都心活性化の推進に向けて
資料編

32

ひろしま都心活性化プラン

■低床路面電車

基本方針４

安全・安心で快適な都心ライフを支える環境づくり

安全・安心の確保や良好な都市環境の形成は、持続可能なまちづくりを行うための基
本となるものです。一方で、都心には、建築基準法の耐震基準を改正した昭和 56 年以前
に建築された建築物が多く存在しており、建築物の耐震化を促進する必要があります。
減少や局所的な集中豪雨により、浸水被害が発生しています。さらに、広島市における
温室効果ガス排出量は増加傾向にあり、特に、多くの人が集う都心においては、環境負
荷の少ないまちづくりを進めていく必要があります。

都 心 の 特 性 と 課題

また、合流式下水道で整備している中心市街地では、都市化の進展に伴う雨水浸透域の

こうした状況を踏まえ、都心に暮らす多様な世代の人たちが、快適で穏やかに過ごす
ことができるよう、災害に強く、環境にも配慮したまちづくりを進めます。



災害に強いまちづくり

建築物の耐震性の向上、太田川デルタの低地部に位置する都心の浸水対策の推進
等により、災害に強いまちづくりを進めます。



市民や企業等の防災意識の高揚に努めるとともに、自主防災体制づくりを推進し、

都心の将来像と目指す姿

施策の方向性⑪

継続的な地域防災力の向上を図ります。
建築物の耐震性の向上

☞先導的な取組 16

防災まちづくりの推進

施策の方向性⑫


☞先導的な取組 15

浸水対策の推進

環境に配慮した低炭素なまちづくり

基本方針と施策の方向性

☞先導的な取組 14

省エネルギー設備や再生可能エネルギーの導入促進等により、環境負荷の少ない
まちづくりを進めます。
道路等のオープンスペースの緑化を推進するとともに、中央公園や平和記念公園、
比治山公園、河岸緑地などにおいて、緑の適正な保全と育成に努め、
「水」と「緑」
のネットワークの形成を図ります。

具体的な施策



都心活性化の推進に向けて

（出典：環境省ホームページ）

☞先導的な取組 17 スマートコミュニティの推進
ひろしま都心活性化プラン 33

資料編

■低炭素なまちづくりのイメージ

施策の方向性⑬


多様な世代が交流できる「住みよい」都心づくり

商業・業務など高次都市機能の集積や交通の利便性を生かし、多様なライフスタ
イルに応じた都心居住を進めるため、住宅と業務、商業などの機能が適正に調和
した、居住と生活サービスの近接した居住環境の構築を図ります。

都 心 の 特 性 と 課題
都心の将来像と目指す姿

■広島駅周辺（二葉の里地区）の都市型住宅



地域コミュニティの活性化、高齢者の見守り活動や居場所づくりの推進、子ども
の遊び場の充実などにより、高齢者、子育て世帯、若者など多様な世代が安心し
て暮らせる環境づくりを進めます。

基本方針と施策の方向性



建物内において、スロープや手すり、エレベーター、誰もが利用しやすいトイレ
の設置などのバリアフリー化に努め、全ての人々が安全に安心して暮らせ、活動
できる環境づくりを進めます。

具体的な施策

■冒険遊び場づくり（中央公園・もとまち自遊ひろば）

都心活性化の推進に向けて

■高齢者世帯やファミリー世帯など
多様な世帯が居住する住宅と高齢者向けサービ
ス施設、子育て関連施設が入居する複合住宅

資料編

（京橋町地区第一種市街地再開発事業）
■施設のバリアフリー化（オストメイト対応トイレ）
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具体的な施策
ここでは、基本方針と施策の方向性を踏まえ、都心の将来像や目指す姿の実現に向け
た具体的な施策を示します。
このうち、都心の将来像と目指す姿の実現に大きく寄与するもので、先行して実施し
ているもの、又は早い時期に実施しようとするものを「先導的な取組」と位置付けて取

1

先導的な取組

（１）
「都心にふさわしく広島の顔となる空間づくり」

「都心空間のリニューアルによる高次都市機能の充実・強化」に基づく先導的な取組

都 心 の 特 性 と 課題

り組んでいきます。

都心の将来像と目指す姿

先導的な取組 1 再開発を促進するための支援
敷地の共同化や市街地再開発等によるまちづく
りを行おうとする団体等からの相談に対し、アド
バイザー等の専門家を派遣する制度を周知し、活
用促進を図ります。
また、紙屋町・八丁堀地区など都心における建
規制緩和や金融支援などが受けられる「都市再生
緊急整備地域」制度活用などの検討を行います。
■都心空間のリニューアル

基本方針と施策の方向性

築物の建替え等を促進するため、土地利用制限の

先導的な取組 2 官公庁街の土地利用の在り方検討と民間活力の活用
広島市と国・県が連携し、官公庁街の土地利用の在り方を検討します。また、官民
具体的な施策

連携による公有地を活用した取組を検討します。
官公庁街の一部は、都市計画施設「一団地
の官公庁施設」の制限（国家機関又は地方公
共団体以外の建築物の建築制限）があること
広島城

から、官公庁施設の更新にあたり、民間活力
市計画の見直しを行います。

ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ

基町団地

■一団地の官公庁施設「基町団地」

都心活性化の推進に向けて

の活用が可能となるよう、必要に応じて、都

資料編
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「都心空間の有効活用による新たなにぎわいの創出」 に基づく先導的な取組

先導的な取組 3 都心の地区計画の見直し
地区の特性に応じた用途や街並みへと誘導することにより、魅力とにぎわいのある
都 心 の 特 性 と 課題

都心空間の形成を図るため、都心の地区計画の在り方について分析・検討を行い、必
要に応じて見直しを行います。

都心の将来像と目指す姿

■統一感のある洗練された街並み

■にぎわい空間の誘導

先導的な取組 4 公共空間を活用したにぎわいづくり

基本方針と施策の方向性

● 中央公園の在り方検討と旧広島市民球場跡地の活用
サッカースタジアムの整備に係る検討状況を見極めつつ、中央公園の在り方検討や
旧広島市民球場跡地の活用に向けた取組を行います。
● 平和大通りのにぎわいづくり
ひろしまドリミネーションにあわせたオープン
カフェの設置など、平和大通りを活用したにぎわ
いづくりを進めます。

具体的な施策

● 紙屋町地下街「シャレオ」のにぎわいづくり
イベント等の実施や魅力的なイルミネーション
の装飾等を行い、多くの人が回遊するにぎわいの

■平和大通りのにぎわいづくり

ある空間を創出します。
都心活性化の推進に向けて

● 袋町公園でのオープンカフェの社会実験
公園内での常設のオープンカフェ実施に向け、
官民が連携した社会実験の検討を行います。

資料編

■公園内のオープンカフェ
（東京都・上野恩賜公園）
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「多様な活躍の場を創出するビジネス環境の形成」 に基づく先導的な取組

先導的な取組 5 イノベーション・エコシステムの構築
多様な人材、資金、情報等が集積・結合する「チャレンジする人が集まる常設の場」
業や、ビジネスや地域づくりにおける新たなつながりなどの創出を促すとともに、起
業や新事業創出等に向けた機運醸成に取り組み、産学金官などが相互につながり、絶
え間ないイノベーションが創出される環境（イノベーションエコシステム）の形成を
図ります。
イノベーターズ 100 広島

都心の将来像と目指す姿

INNOVATION JAPAN ×広島

都 心 の 特 性 と 課題

を開設し、新たなビジネスや地域づくりのアイデアが生まれ、異業種間による新規事

基本方針と施策の方向性

■チャレンジする人が集まる常設の場のイメージ

具体的な施策
都心活性化の推進に向けて
資料編
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（２）
「国内外から人を惹きつける広島ならではの魅力づくり」
「多様な人々が交流し、平和への思いが共有できる空間づくり」 に基づく先導的な取組

先導的な取組 6 比治山公園「平和の丘」構想の推進
都 心 の 特 性 と 課題

● 比治山公園の再整備
比治山公園の歴史的・文化的価値や、都心にありながらも緑豊かな自然に触れるこ
とができ、原爆の惨禍から復興したデルタ市街地の街並み等を一望できる立地特性を
踏まえて、
「国際平和文化都市として復興した広島の『今』を実感できる新たな拠点」
とするため再整備に取り組みます。

都心の将来像と目指す姿
基本方針と施策の方向性

■デルタ市街地の街並みを一望できる展望施設の整備イメージ

先導的な取組 7 平和記念公園における環境整備
● 原爆ドームを望む良好な眺望景観の形成
原爆ドームを貫く南北の軸線を生かした象徴的な景
観を、将来的にも確保するため、広島市景観計画や条
例に高さ制限を規定するなど、景観誘導の充実を図る

具体的な施策

ための方策を検討します。
● 平和記念公園レストハウスの改修

■平和への思いを共有する場

レストハウスを観光資源として効果的に活用するため、爆心地となった中島町の歴
史資料を展示するとともに、耐震補強や地下部の保存を行います。
都心活性化の推進に向けて

● 平和記念公園の環境改善
平和記念公園内のトイレについて、老朽化への対応やユニバーサルデザイン化を進
め、環境改善を図ります。
● 旧中島地区の被爆遺構の活用
旧中島地区が被爆前は市内有数の繁華街であり、そこに市民の日常生活があったこ
とをあらわす遺構の活用について検討します。

資料編
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「観光都市広島に向けた、地域資源と都心空間の魅力向上」 に基づく先導的な取組

先導的な取組 8 外国人旅行者へのホスピタリティの向上
● 訪日外国人旅行者受入環境向上事業（HiroshimaFreeWi-Fi プロジェクト）
遊を促します。
● モバイル情報サービス「広島Ｐ２ウォーカー」
平和記念公園等を訪れる国内外の方が、スマート
フォンやタブレット端末等を通じて、その場で平和

都 心 の 特 性 と 課題

無料公衆無線 LAN 環境を用いて観光情報の提供等を行い、外国人観光客の市内周

や観光に関する情報等を入手できるサービスとして、
● 観光サイン及び案内・誘導サインのリニューアル
平和記念公園を中心に、楕円形の都心における観

■多言語案内の充実

光サイン及び公共空間の案内・誘導サインの多言語
化等、案内表示の充実を図ります。

都心の将来像と目指す姿

様々なコンテンツを提供します。

先導的な取組 9 美しい川づくり
基本方針と施策の方向性

広島駅周辺地区の水辺を「水の都」の玄関
口にふさわしい広島の象徴的な空間にするた
め、河川環境の改善、水上交通との連携、河
岸緑地の整備・利活用などに、広島県と広島
市が連携して取り組みます。
■美しい川づくりの将来イメージ

具体的な施策

「市民、企業、行政などの連携・協働によるまちづくり」 に基づく先導的な取組

先導的な取組 10 エリアマネジメント活動の支援
都心活性化の推進に向けて

● エリアマネジメント体制の構築やその活動に対する支援
広島駅周辺地区のエリアマネジメント体制の構築や
その自律的な活動を支援するとともに、公共空間を活
用した活動が可能な仕組みづくりの検討なども行いま
す。
また、紙屋町・八丁堀地区をはじめ、他の地区におい
ても、エリアマネジメント体制の構築やその活動に対

■地域主体のまちづくり

ひろしま都心活性化プラン 39

資料編

する支援に取り組みます。

（３）
「世界中から訪れる人にやさしい交通環境づくり」
「歩行者や自転車を優先する交通環境の整備」に基づく先導的な取組
先導的な取組 11 楕円形の都心づくりを支える歩行環境の整備
都 心 の 特 性 と 課題

「楕円形の都心」における東西の二つ
の核である「広島駅周辺地区」及び「紙
屋町・八丁堀地区」
、さらに、それらを

紙屋町・八丁堀地区

広島駅周辺地区

つなぐ「西国街道を軸とした地区」にお
ける、安全で快適な歩行環境の整備計画

都心の将来像と目指す姿

を取りまとめ、三つの地区の歩行環境改
善に一体的に取り組むことにより、楕円

西国街道を軸とした地区

形の都心における回遊性の向上とにぎわ
いの創出を目指します。
● 広島駅周辺地区
「広島駅周辺地区の歩行者ネットワーク計画」を取りまとめ、官民連携による歩行

基本方針と施策の方向性

者専用ネットワークや新たな人の流れを周辺に広げる歩行者ネットワークを形成し、
それらを分かりやすく案内することにより、地区の回遊性や一体性の強化を図るとと
もに、当地区のにぎわいを周辺に広げます。
● 紙屋町・八丁堀地区
「紙屋町・八丁堀地区の歩行環境整備計画」を取りまとめ、
「車中心の道づくり」か
ら「人中心の道づくり」への転換、
「通る道づくり」から「使う道づくり」への転換、
「道づくり」から「まちづくり」への転換を図ることにより、都心で暮らす人や来訪

具体的な施策

者が安心して楽しく回遊できる歩行環境の整備を進めるとともに、まちのにぎわいや
魅力の向上を図ります。
※袋町裏通りにおいて、歩きやすく、にぎわいが生まれる道を目指して、地域参画
型の道づくりに取り組みます（本事業は、「紙屋町・八丁堀地区の歩行環境整備」
における先導的なモデル事業として位置付けています。）
。

都心活性化の推進に向けて

● 西国街道を軸とした地区
「西国街道を軸としたにぎわいづくり計画」を取りまとめ、かつて城下町の目抜き
通りであった西国街道を、市民との協働で、
「広島駅周辺地区」と「紙屋町・八丁堀地
区」をつなぐ「新たなにぎわいの軸」として復活させることにより、両地区のにぎわ
いを都心全体に広げます。

資料編
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先導的な取組 12 駐輪場・駐車場附置義務の見直し
● 駐輪場附置義務の見直しの検討
自転車・バイクによる通勤利用者や時間帯別の放置台数等の実態調査の結果に基づ
き、駐輪場附置義務基準の見直しの検討を行います。
駐輪場附置義務の見直しの検討に併せ、広島市の駐車場整備状況や、国の標準駐車
場条例の改正（平成 26 年 8 月）による附置義務台数の低減を踏まえ、駐車場附置義
務基準の見直しの検討を行います。

● 隔地駐車場を認める基準の弾力的な運用の検討
点から、隔地駐車場を認めるなど弾力的な運用の検討を行います。

「都心へアクセスしやすく、容易に移動できる交通環境の整備」に基づく先導的な取組
先導的な取組 13 広島駅南口広場の再整備等

基本方針と施策の方向性

駐車場の附置は、
「敷地内に設置すること」を原則としていますが、都心活性化の観

都心の将来像と目指す姿

■駐車場のエリア別需給状況
（駐車場整備地区）

都 心 の 特 性 と 課題

● 駐車場附置義務の見直しの検討

利用者の利便性向上の観点に立った公共交通ネットワークの形成を図るとともに、
広島駅周辺地区で進められている都市機能強化に向けた取組と一体的なまちづくりを
わせて、市内中心部を環状で結ぶ循環ルートを整備します。
広島駅から稲荷町方面

猿猴橋町から広島駅方面

具体的な施策

推進するため、南口広場へ路面電車を高架で進入させる広場の再整備を行います。あ

都心活性化の推進に向けて
資料編

■広島駅南口広場の再整備等のイメージ
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（４）
「安全・安心で快適な都心ライフを支える環境づくり」
「災害に強いまちづくり」 に基づく先導的な取組

先導的な取組 14 建築物の耐震性の向上
都 心 の 特 性 と 課題

地震発生時における建築物の倒壊等の被害から市民の生
命・身体及び財産を保護するため、
「広島市建築物耐震改
修促進計画（第２期）
」に基づき、不特定多数の者が利用
する大規模建築物等を対象に耐震診断経費や耐震改修工事
経費に対する補助などを行い、民間建築物の耐震化を促進
します。

都心の将来像と目指す姿

また、公共施設においては、地震災害の発生時に災害対
策を円滑に実施するため、災害対応の拠点となる施設や災
害時に市民の避難場所となる施設などの耐震化を推進しま

■建築物の耐震化

す。
先導的な取組 15 浸水対策の推進

基本方針と施策の方向性

10 年に１回程度降る強い雨（１時間降雨量 53mm）に対応できるよう、雨水幹線
などの整備を進めるとともに、最新のＩＣＴ（情報伝達技術）を利用して、降雨や浸
水状況に即応したポンプ施設の効率的な運用を支援するシステムの実用化に向けた取
組を実施するなど、平成 30 年代に床上・床下浸水を解消することを目標に浸水対策
を進めます。
【計測】 雨量・水位情報、浸水状況の計測

光給電カメラ

レーダー雨量
光雨量計

浸水区域

具体的な施策

【収集】 各種情報をリアルタイムに収集
下水道光ファイバー

【監視】 収集した情報の監視

【分析】 浸水危険性等の予測

光水位計

情報監視・分析システム

都心活性化の推進に向けて

【提供】 ポンプ場へ運転支援情報を提供

雨量・水位・ポンプ運転及び
浸水情報の収集・監視

【運転】 ポンプ稼動

【効果】 浸水区域の減少・被害の軽減

浸水危険性の予測
ポンプ運転時の効果予測
ポンプ運転
支援情報
ポンプ稼動

■ＩＣＴを活用した浸水対策施設運用システムの概要

資料編
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先導的な取組 16 防災まちづくりの推進
● 防災まちづくり基金を活用した地域の防災まちづくり活動に対する支援
平成 26 年 8 月 20 日の豪雨災害以降に
広島市にいただいた寄付金をもとに設置し
都 心 の 特 性 と 課題

た「防災まちづくり基金」を活用し、「わが
まち防災マップの作成支援」や「防災リー
ダーの養成」等、地域の防災まちづくり活
動の促進等を図ります。

先導的な取組 17 スマートコミュニティの推進
● 革新的な省エネ技術等の導入に対する支援
広島大学本部跡地の再開発における電力の一括受電やエネルギー管理システムの導
入等のように、建築物の新築・改築や大規模改修に併せてスマートコミュニティの構
28 年度に「低炭素集合住宅建築補助制度」及び「集合住宅共用部の LED 照明交換補
助制度」を創設しており、今後も、スマートコミュニティの導入促進につながる支援
策の拡充に努めます。

基本方針と施策の方向性

築に向けた取組が進むよう、様々な国の補助制度の活用促進を図ります。また、平成

都心の将来像と目指す姿

「環境に配慮した低炭素なまちづくり」 に基づく先導的な取組

具体的な施策

スマートコミュニティの意義・必要性に対する市民・事業者の理解を深めるため、
シンポジウムの開催などスマートコミュニティに係る周知啓発等により、意識改革を
積極的に行っていきます。あわせて、事業者のスマートコミュニティ構築への意欲を

都心活性化の推進に向けて

■広島大学本部跡地「ひろしまの『知の拠点』再生プロジェクト」におけるシステムイメージ

● 市民・事業者への周知啓発等

喚起するため、情報提供や相談等の支援体制を整備します。
資料編
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２

主な取組一覧

（１）都心にふさわしく広島の顔となる空間づくり
１）都心空間のリニューアルによる高次都市機能の充実・強化
都 心 の 特 性 と 課題

再開発を促進するための支援【先導的な取組 １】
敷地の共同化等や市街地再開発等によるまちづくりを行おうとする団体等からの相談に
対し、アドバイザー等の専門家を派遣する制度を周知し、活用促進を図ります。
また、紙屋町・八丁堀地区など都心における建築物の建替え等を促進するため、土地利
用制限の規制緩和や金融支援などが受けられる「都市再生緊急整備地域」制度活用など
の検討を行います。

都心の将来像と目指す姿

官公庁街の土地利用の在り方検討と民間活力の活用【先導的な取組 ２】
広島市と国・県が連携し、官公庁街の土地利用の在り方を検討します。また、官民連携
による公有地を活用した取組を検討します。
官公庁街の一部は、都市計画施設「一団地の官公庁施設」の制限（国家機関又は地方公
共団体以外の建築物の建築制限）があることから、官公庁施設の更新にあたり、民間活
力の活用が可能となるよう、必要に応じて、都市計画の見直しを行います。
都市計画制度を活用した都心部の活性化
都市計画制度を活用し、建築物の建替えなどの民間開発を適切に誘導することで、都心
部の活性化を図ります。

基本方針と施策の方向性

景観計画の運用
広島市の目指す「美しく品のある都市景観」を総合的かつ計画的に実現していくための
景観形成の方針やルール、方策などを体系的に示す「広島市景観計画」に基づき、景観
法に基づく届出制度等を通じた建築物や工作物の形態意匠の規制・誘導を行います。
改正屋外広告物許可基準の運用
景観計画に掲げる屋外広告物に関する基本方針に基づき、新たに設けた屋外広告物の許
可基準の運用を通じて、屋外広告物の規制・誘導を充実させます。

具体的な施策

景観シンポジウムの開催
景観計画の運用に当たり、良好な景観の形成に向けた市民意識の醸成を図るため、景観
に関するシンポジウムを開催します。
デザインに配慮した公共施設の整備
景観計画に定める公共施設の整備方針等に基づき、各施設管理者が景観に配慮した公共
施設の整備を行うほか、景観形成上重要な建築物や土木構造物のデザインについて専門
家の意見を聴取する「広島市都市デザインアドバイザー会議」における検討などを通じ
て、デザインに配慮した公共施設の整備を図ります。

都心活性化の推進に向けて

二葉の里地区開発の推進
民間主体による計画的な開発の誘導を図り、業務、医療・福祉、都心居住等の機能集積と
景観、住環境の両面に配慮したまちづくりを進めます。
魅力ある建築物の創造
魅力ある公共建築物の創造・発信を積極的に推進するとともに、民間建築物への波及を促
進するため、魅力ある建築物の発信イベント「ひろしまたてものがたり」の実施やクリエ
イティブな人材の育成に取り組みます。

資料編
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２）都心空間の有効活用による新たなにぎわいの創出
都心の地区計画の見直し【先導的な取組 ３】
地区の特性に応じた用途や街並みへと誘導することにより、
魅力とにぎわいのある都心空
間の形成を図るため、都心の地区計画の在り方について分析・検討を行い、必要に応じて
見直しを行います。

ものづくり販路開拓支援
ものづくり中小企業の販路開拓を支援するため、コーディネーターを配置し、中小企業の
新製品・新技術の販売先の開拓やマッチング及びマーケティングのアドバイスを行うとと
もに、
見本市等に出展する際に要する小間料、
出展物運送費等の経費の一部を補助します。

多様な人材の集積を促進する環境の創出
クリエイティブな活動の活性化支援など、イノベーションの原動力となる多様な人材の活
躍環境を創出していきます。

ひろしま都心活性化プラン 45
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イノベーションを生み出す多彩な人材の育成と集積
高度な技術・技能や経営感覚を持ったプロフェッショナル人材などイノベーションを生み
出す多彩な人材の育成と集積を推進し、
企業の新分野への展開や地域産業の活性化等を図
ります。

都心活性化の推進に向けて

創業・ベンチャー支援事業
広島市内での創業を考えている起業家や創業して間のない市内の中小企業者に対して、
経
営アドバイスや融資制度などにより、総合的な支援を行います。

具体的な施策

新成長ビジネス事業化支援事業
新成長ビジネスに関する新製品・新技術を開発している中小企業が、市場テストや事業化
戦略の策定などを行う場合に、その経費の一部を補助するとともに、事業化戦略策定や販
路開拓などを支援するため専門家を派遣します。

基本方針と施策の方向性

イノベーション・エコシステムの構築【先導的な取組 ５】
多様な人材、資金、情報等が集積・結合する「チャレンジする人が集まる常設の場」を開
設し、新たなビジネスや地域づくりのアイデアが生まれ、異業種間による新規事業や、ビ
ジネスや地域づくりにおける新たなつながりなどの創出を促すとともに、
起業や新事業創
出等に向けた機運醸成に取り組み、産学金官などが相互につながり、絶え間ないイノベー
ションが創出される環境（イノベーションエコシステム）の形成を図ります。

都心の将来像と目指す姿

３）多様な活躍の場を創出するビジネス環境の形成

都 心 の 特 性 と 課題

公共空間を活用したにぎわいづくり【先導的な取組 ４】
・中央公園の在り方検討と旧広島市民球場跡地の活用
サッカースタジアムの整備に係る検討状況を見極めつつ、中央公園の在り方検討や旧広島
市民球場跡地の活用に向けた取組を行います。
・平和大通りのにぎわいづくり
ひろしまドリミネーションにあわせたオープンカフェの設置など、平和大通りを活用した
にぎわいづくりを進めます。
・紙屋町地下街「シャレオ」のにぎわいづくり
イベント等の実施や魅力的なイルミネーションの装飾等を行い、
多くの人が回遊するにぎ
わいのある空間を創出します。
・袋町公園でのオープンカフェの社会実験
公園内での常設のオープンカフェ実施に向け、官民が連携した社会実験の検討を行いま
す。

創業や新事業展開の創出
イノベーション力の強化に注力し、
新たなビジネスが絶えず創出される環境づくりと中小
企業の新事業展開や生産性の向上を促進します。

都 心 の 特 性 と 課題

多様な投資誘致の促進
企業の本社や研究開発、さらには、ベンチャー企業や地域活力創出型オフィスなど、人、
機能、地域活力に着目した誘致のため、助成制度を活用し、多様な投資誘致に取り組みま
す。

都心の将来像と目指す姿
基本方針と施策の方向性
具体的な施策
都心活性化の推進に向けて
資料編
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（２）国内外から人を惹きつける広島ならではの魅力づくり
１）多様な人々が交流し、平和への思いが共有できる空間づくり

被爆体験伝承者による伝承講話の定時開催
被爆者から被爆体験や平和への思いを受け継ぐ被爆体験伝承者が、平和記念資料館等での
定時講話や団体等の依頼に応じた講話を行います。

原爆ドーム保存事業等基金の活用による事業展開
広島市原爆ドーム保存事業等基金を活用し、
原爆ドームを永久に保存する事業や被爆建物
を保存する事業、その他被爆の実相を守り、広め、伝える事業を充実します。

原爆ドームの保存・整備
原爆ドームの永久保存を究極の目標に置き、
次の世紀に理想的な姿で確実に継承するため
の保存の措置に取り組みます。

都心活性化の推進に向けて

国際平和拠点ひろしま構想の推進
核兵器廃絶の実現に向け、様々な研究・教育機関の連携強化や復興・平和構築に関する研
究など被爆の実相を伝えていくことに軸足を置いた事業に、
広島県と広島市が連携して取
り組みます。

具体的な施策

平和記念資料館再整備事業
開館から 60 年以上経過している本館建物の耐震化等の改修工事を行うとともに、被爆の
実相等をこれまで以上に伝えていくため常設展示の全面的な更新などを行います。

基本方針と施策の方向性

平和記念式典関連事業の開催
平和記念式典の開催に合わせ、
次世代を担う青少年による平和のメッセージの発信を中心
とした平和文化イベントを開催することにより、被爆の記憶の風化を防ぐとともに、世界
恒久平和の実現を願うヒロシマの心を訴えます。

都心の将来像と目指す姿

平和記念公園における環境整備【先導的な取組 ７】
・原爆ドーム望む良好な眺望景観の形成
原爆ドームを貫く南北の軸線を生かした象徴的な景観を将来的にも確保するため、広島市
景観計画や条例に高さ制限を規定するなど、
景観誘導の充実を図るための方策を検討しま
す。
・平和記念公園レストハウスの改修
レストハウスを観光資源として効果的に活用するため、
爆心地となった中島町の歴史資料
を展示するとともに、耐震補強や地下部の保存を行います。
・平和記念公園の環境改善
平和記念公園内のトイレについて、老朽化への対応やユニバーサルデザイン化を進め、環
境改善を図ります。
・旧中島地区の被爆遺構の活用
旧中島地区が被爆前は市内有数の繁華街であり、
そこに市民の日常生活があったことをあ
らわす遺構の活用について検討します。

都 心 の 特 性 と 課題

比治山公園「平和の丘」構想の推進【先導的な取組 ６】
比治山公園の歴史的・文化的価値や、都心にありながらも緑豊かな自然に触れることがで
き、原爆の惨禍から復興したデルタ市街地の街並み等を一望できる立地特性を踏まえて、
「国際平和文化都市として復興した広島の『今』を実感できる新たな拠点」とするため再
整備に取り組みます。

資料編
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２）観光都市広島に向けた、地域資源と都心空間の魅力向上

都 心 の 特 性 と 課題

外国人旅行者へのホスピタリティの向上【先導的な取組 ８】
・訪日外国人旅行者受入環境向上事業（Hiroshima Free Wi-Fi プロジェクト）
無料公衆無線ＬＡＮ環境を用いて観光情報の提供等を行い、
外国人観光客の市内周遊を促
します。
・モバイル情報サービス「広島Ｐ２ウォーカー」
平和記念公園等を訪れる国内外の方が、スマートフォンやタブレット端末等を通じて、そ
の場で平和や観光に関する情報等を入手できるサービスとして、
様々なコンテンツを提供
します。
・観光サイン及び案内・誘導サインのリニューアル
平和記念公園を中心に、楕円形の都心における観光サイン及び公共空間の案内・誘導サイ
ンの多言語化等、案内表示の充実を図ります。

都心の将来像と目指す姿

美しい川づくり【先導的な取組 ９】
広島駅周辺地区の水辺を
「水の都」
の玄関口にふさわしい広島の象徴的な空間にするため、
河川環境の改善、水上交通との連携、河岸緑地の整備・利活用などに、広島県と広島市が
連携して取り組みます。
広島デジタルサイネージの推進
シャレオ中央広場、レストハウス等で、サイネージのディスプレイによりイベント情報、
観光施設案内、地元産品情報、防災・緊急情報等の様々な情報を、市民や観光客等に提供
します。

基本方針と施策の方向性

旧日本銀行広島支店の保存・活用
旧日本銀行広島支店の建物の文化的価値を維持しつつ、
被爆建物という歴史の証人として
保存・活用することとし、市民主体の芸術・文化活動の発表の場として活用します。
広島城の二の丸の活用
復元した広島城二の丸の内外観を中心とした活用の促進を図るとともに、
「上田宗箇流」
の茶会及び茶道具等の美術工芸品の展示会の実施について検討し、広島城の新たな魅力を
創出します。

具体的な施策

毛利氏関連の博物館等施設による連携事業
広島城を中心に、
毛利氏一族の歴史的ストーリーを広島広域都市圏域内で一体的に展開す
ることにより、圏域の宣伝効果の拡大や観光客の増加を図ります。
広島国際アニメーションフェスティバルの開催
世界４大大会の一つに数えられる広島国際アニメーションフェスティバルを開催し、
国境
や言語を超えた人類共通のメディアであるアニメーション芸術の普及・発展などに寄与し
ます。

都心活性化の推進に向けて

外国人観光客のための観光情報提供
外国人観光客が必要とする観光情報を気軽に入手できるとともに、広島滞在時の満足度の
向上を図れるよう、
国際交流ラウンジにおいて外国人観光客に対する観光情報提供を行い
ます。
ごみのないまちづくりの推進
都心部を徒歩で巡回しながら、清掃や啓発活動を行うとともに、来広者への道案内や観光
情報の提供を行い、
「また来てみたい」、「住んでみたい」と感じるような、ごみのない、
きれいなまちづくりを推進します。
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商店街振興事業補助
商店街が行うにぎわいづくり等のソフト事業や共同施設整備のハード事業に要する経費
の一部を補助することにより、商店街の振興を図ります。

いい店ひろしま顕彰事業
店舗演出、接客、ユニバーサルデザイン対応などの基本的な商業機能が優秀と認められ、
地域に根づき親しまれている小売店舗を顕彰することにより、小売店舗の改善意欲の喚起
及び商業機能のレベルアップを図ります。

広島城観光振興事業
広島城の堀を活用した和船遊覧船の運航や「安芸ひろしま武将隊」の運営により、広島城
を世界遺産原爆ドームや平和公園と並ぶ魅力ある観光資源として活性化させ、観光客の増
加を図ります。

ひろしまライトアップ事業（ひろしまドリミネーション）
広島の冬の風物詩であるライトアップを、平和大通りを中心に中心部商店街や商業施設な
どの市内中心部一帯で展開することにより、
観光客や市民が広島の夜の街を散策して楽し
める魅力ある観光スポットを創出します。

広島の祭り・イベントの充実
広島の持つ様々な魅力を生かした祭りやイベントについて、内容を充実させるとともに、
効果的にＰＲすることなどにより、来訪者の増加や地域経済の活性化を目指します。

広島広域都市圏市町と連携した広域観光情報サイトの開発・運用
国内外からの観光需要を拡大させるため、広島広域都市圏域内等の魅力的な観光素材を有
機的に結び付けることにより、観光圏としての当エリアの魅力を高め、分かりやすく一体
的に発信します。

都心活性化の推進に向けて

タクシーおもてなし向上推進事業
観光客と接する機会の多いタクシー乗務員に「タクシーおもてなし観光研修」を実施し、
広島を訪れる観光客に対して広島の特色や平和の心を伝えることで地域の魅力を感じて
もらい、旅の満足度を高めます。

具体的な施策

ひろしまフラワーフェスティバルの開催
広島最大級のイベント「ひろしまフラワーフェスティバル」を開催し、花と緑と音楽があ
ふれる都市にするとともに、市内中心部のにぎわいを創出します。

基本方針と施策の方向性

ＭＩＣＥ受入態勢の充実
広島広域都市圏内の歴史的建造物・文化施設、食、伝統芸能等の地域資源を活用した魅力
的なユニークベニュー等の開発により、MICE 受入態勢の充実に取り組みます。

都心の将来像と目指す姿

「ひろしま通」認定試験
「ひろしま通」認定試験を実施することにより、広島の歴史・文化・自然などを幅広く知
り、その魅力を伝えていただく「ひろしまファン」を増やしていきます。

都 心 の 特 性 と 課題

広島の特産品のブランド化推進事業
広島の特産品で特に優れたものとして認定された「ザ・広島ブランド」を、全国に向けて
ＰＲすることで、知名度をより高めその消費拡大を図るとともに、広島のイメージを向上
させ、地域経済の活性化及び誘客の促進を図ります。
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街角観光案内所
観光客が必要とする様々な情報を街なかで気軽に手に入れやすくし、
休憩やトイレなど旅
行中の身近なニーズにも可能な限り応えることができる環境づくりを進めることにより、
広島滞在時の利便性の向上を図り、
「まち」全体でおもてなしの観光を進めます。

都 心 の 特 性 と 課題

平和文化の体験
広島市観光ボランティアガイド協会会員等による平和記念公園の無料ガイドや平和文化
イベントガイドの配布により来訪者に平和文化を体験していただき、
観光客の増加と平和
文化の振興を図ります。

都心の将来像と目指す姿

「広島おもてなしパス」の発行
ホテル・旅館等で交通フリーパスを購入した宿泊者を対象に、観光施設や飲食店の割引等
が受けられる優待券「広島おもてなしパス（ＨＯＰ）」を提供することにより、
「おもてな
し観光」を推進するとともに、広島市内の宿泊施設、観光施設、飲食店等への来場者を増
加させ、経済効果の向上を図ります。
「広島とりっ歩（ぷ）
」の推進
まち歩きの観光ニーズに対応するため、
市内のガイド団体等が実施するまち歩きのコース
を取りまとめたパンフレットを作成するとともに、情報発信力の強化を支援して、まち歩
き観光による個人旅行者等の増加を目指します。

基本方針と施策の方向性

水辺のコンサート
水辺の公共空間で、
ミュージシャンやパフォーマーによるコンサート等を開催しやすい環
境を整え、水辺のにぎわいづくりを進めます。また、より多くの人に情報を提供すること
により、「水の都ひろしま」をＰＲします。
水辺のオープンカフェ
「水の都ひろしま」の代表的な取組として、全国をリードしている京橋川、元安川の「水
辺のオープンカフェ」
が更に有力な魅力資源となるよう、
その内容を充実させるとともに、
うるおいとにぎわいのある水辺空間の創出を図ります。

具体的な施策

水辺のライトアップ
オープンカフェが両岸に設置されている京橋川をはじめとした水辺のライトアップを実
施し、
「水の都ひろしま」の夜間の水辺の魅力を向上させ、多くの市民や観光客が集まる
水辺ルートを形成します。
まちなかにぎわいづくり事業
商店街、地域団体、行政等で構成する「まちなかまちづくり連絡会議」を開催し、まちづ
くりに関する取組や課題等の情報交換、具体的な取組を実施することにより、来訪者を受
け入れるためのもてなし活動や地域の魅力を積極的にアピールし、にぎわいを創出しま
す。

都心活性化の推進に向けて

砂持加勢まつりの開催
江戸時代末期に開催されていた「砂持加勢まつり」の開催を支援することにより、水の都
ひろしまにふさわしい個性豊かで魅力あるまちづくり、地域づくりを促進します。
城下町広島ぶらりプロジェクト
広島のまちを歩くことで城下町としての歴史・文化に触れ、広島に対する理解と愛着を深
めることを目的に制作したまち歩き支援アプリ「城下町広島ぶらり」について、内容の充
実を図り、商店街や地域等と連携した活用策について検討し実施します。
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二葉の里歴史の散歩道の魅力発信
城下町広島の歴史を感じることのできるまちづくりを進めるため、ボランティアと協働で
二葉の里歴史の散歩道に広がる歴史・文化資源の魅力を発信し、来訪者の増加を図ります。
３）花と緑と音楽のあふれる美しいまちづくり

河岸緑地整備
都市環境の改善、都市の防災性の向上、市民の活動や憩いの場の形成、豊かな地域づくり
や地域の活性化などに向けて、河岸沿いの空間の整備を進めます。

４）市民、企業、行政などの連携・協働によるまちづくり

「うらぶくろ界隈まちづくり協議会」への支援
うらぶくろ界隈の活性化及び良好な生活環境の創造、安全安心なまちづくりの実現に向け
て、
袋町公園を活用したオープンカフェ運営や袋町裏通りの空間整備等のまちづくり活動
を、市がコンサルタント派遣等により技術的に支援します。

「基町プロジェクト」の推進
「基町住宅地区活性化計画」に掲げている「基町アートロード、アートによる魅力づくり」
の実現を目指すため、
広島市立大学と連携し、
創造的な文化芸術活動や地域交流を通じて、
基町住宅地区の魅力づくりや活性化を推進します。

ひろしま都心活性化プラン 51
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「エキキタまちづくり会議」によるまちづくり
二葉の里土地区画整理事業等によって、まちが大きく変容しているエキキタ（広島駅新幹
線口周辺地区）において、ハード面の整備状況の進行に合わせて、地元企業や町内会、行
政等が連携し、産学官民が協働したまちづくりを進めます。

都心活性化の推進に向けて

広島駅周辺地区エリアマネジメント体制の構築
広島の陸の玄関にふさわしい「まち」として持続的に発展していけるよう、広島駅周辺地
区の関係者が連携したエリアマネジメント体制を構築し、ソフト面のまちづくりを促進し
ます。

具体的な施策

「流川・薬研堀地区の健全で魅力的なまちづくり協議会」によるまちづくり
流川・薬研堀地区が安全でだれもが安心して楽しむことができる健全で魅力的なまちとな
るよう、協議会等の構成員が連携・協働し、スピード感をもって、総合的かつ計画的にま
ちづくりを推進します。

基本方針と施策の方向性

エリアマネジメント活動の支援【先導的な取組 １０】
広島駅周辺地区のエリアマネジメント体制の構築やその自律的な活動を支援するととも
に、公共空間を活用した活動が可能な仕組みづくりの検討なども行います。また、紙屋町・
八丁堀地区をはじめ、他の地区においても、エリアマネジメント体制の構築やその活動に
対する支援に取り組みます。

都心の将来像と目指す姿

花と緑あふれるコンサートの開催
広島交響楽団等と連携し、会場を季節の花と緑で彩り、質の高いクラシック音楽を市民に
提供する「音楽の花束～広響名曲コンサート」や、花と音楽によって平和への思いを発信
する「平和の夕べコンサート」を実施します。

都 心 の 特 性 と 課題

花と緑の広島づくりの推進
企業等の協賛や市民等の協力を得て維持管理を行う四季の花プランターを設置し、地域に
おける花と緑のまちづくり活動の促進や市民等の気運を醸成することで、
花と緑あふれる
美しいまちを実現します。

（３）世界中から訪れる人にやさしい交通環境づくり
１）歩行者や自転車を優先する交通環境の整備

都 心 の 特 性 と 課題

楕円形の都心づくりを支える歩行環境の整備【先導的な取組 １１】
「楕円形の都心」における東西の二つの核である「広島駅周辺地区」及び「紙屋町・八丁
堀地区」
、さらに、それらをつなぐ「西国街道を軸とした地区」における、安全で快適な
歩行環境の整備計画を取りまとめ、
三つの地区の歩行環境改善に一体的に取り組むことに
より、楕円形の都心における回遊性の向上とにぎわいの創出を目指します。
・広島駅周辺地区
「広島駅周辺地区の歩行者ネットワーク計画」を取りまとめ、官民連携による歩行者専用
ネットワークや新たな人の流れを周辺に広げる歩行者ネットワークを形成し、それらを分
かりやすく案内することにより、地区の回遊性や一体性の強化を図るとともに、当地区の
にぎわいを周辺に広げます。
・紙屋町・八丁堀地区
「紙屋町・八丁堀地区の歩行環境整備計画」を取りまとめ、
「車中心の道づくり」から「人
中心の道づくり」への転換、
「通る道づくり」から「使う道づくり」への転換、
「道づくり」
から「まちづくり」への転換を図ることにより、都心で暮らす人や来訪者が安心して楽し
く回遊できる歩行環境の整備を進めるとともに、まちのにぎわいや魅力の向上を図りま
す。
※袋町裏通りにおいて、歩きやすく、にぎわいが生まれる道を目指して、地域参画型の道
づくりに取り組みます（本事業は、
「紙屋町・八丁堀地区の歩行環境整備」における先
導的なモデル事業として位置付けています。）
。
・西国街道を軸とした地区
「西国街道を軸としたにぎわいづくり計画」を取りまとめ、かつて城下町の目抜き通りで
あった西国街道を、市民との協働で、「広島駅周辺地区」と「紙屋町・八丁堀地区」をつ
なぐ「新たにぎわいの軸」として復活させることにより、両地区のにぎわいを都心全体に
広げます。

都心の将来像と目指す姿
基本方針と施策の方向性
具体的な施策

駐輪場・駐車場附置義務の見直し【先導的な取組 １２】
・駐輪場附置義務の見直しの検討
自転車・バイクによる通勤利用者や時間帯別の放置台数等の実態調査の結果に基づき、駐
輪場附置義務基準の見直しの検討を行います。
・駐車場附置義務の見直しの検討
駐輪場附置義務の見直しの検討に合わせ、広島市の駐車場整備状況や、国の標準駐車場条
例の改正（平成 26 年 8 月）による附置義務台数の低減を踏まえ、駐車場附置義務基準の
見直しの検討を行います。
・隔地駐車場を認める基準の弾力的な運用の検討
駐車場の附置は、
「敷地内に設置すること」を原則としていますが、都心活性化の観点か
ら、隔地駐車場を認めるなど弾力的な運用の検討を行います。

都心活性化の推進に向けて

自転車走行空間整備
歩道における歩行者の安全を確保しつつ、車道において自転車が安全で快適に走行できる
よう、
「車道通行を基本とした自転車ネットワークの形成」を図ります。
民間駐輪場の整備
慢性的な駐輪場不足に対応できるよう、
広島市が指定する広幅員の歩道の一部等を占用し
た民間事業者による路上駐輪場の整備の拡大を検討するとともに、自転車等放置規制区域
内等における民有地への駐輪場整備を促進するため、公共の用に供する駐輪場を整備する
者に対し、整備に要する経費の一部を補助します。
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観光レンタサイクル事業
国内外の観光客等の来街者が観光施設等を快適にめぐることができるよう、
環境にやさし
く利便性の高い観光レンタサイクルを提供します。

広島市民球場（マツダスタジアム）への歩行者用道路整備
広島駅から広島市民球場（マツダスタジアム）への歩行者用道路を整備し、安全で快適な
歩行者空間の確保を図ります。

広島駅南口広場の再整備等【先導的な取組 １３】
利用者の利便性向上の観点に立った公共交通ネットワークの形成を図るとともに、広島駅
周辺地区で進められている都市機能強化に向けた取組と一体的なまちづくりを推進する
ため、南口広場へ路面電車を高架で進入させる広場の再整備を行います。あわせて、市内
中心部を環状で結ぶ循環ルートを整備します。

広島駅自由通路等整備の推進
都心の東の核である広島駅周辺地区の一層の「活力とにぎわい」を高めるため、広島駅自
由通路及びペデストリアンデッキを整備し、
歩行者の回遊性向上を図るとともに広島駅新
幹線口広場を整備し、新幹線口の交通混雑の緩和を図ります。

基本方針と施策の方向性

広島高速道路の整備
中四国地方の中枢都市である広島市の都市機能をより高めるため、広島高速５号線など、
都市交通の高速性・定時性を強化する自動車専用道路網を整備します。

都心の将来像と目指す姿

２）都心へアクセスしやすく、容易に移動できる交通環境の整備

都 心 の 特 性 と 課題

平和大橋歩道橋整備
国内外から平和記念公園を訪れる多くの人々を迎える重要な役割を担っている平和大橋
の上流側に歩道橋を整備し、安全で快適な歩行者空間の確保を図るとともに、歩道橋のデ
ザインにおいては、イサム・ノグチ氏がデザインした平和大橋の高欄をはじめ、平和記念
公園やその周辺の河岸緑地等との調和に配慮します。

路面電車のＬＲＴ化の推進
速達性・快適性・輸送力の向上やバリアフリー化により、利便性を向上させるため、低床
路面電車の導入、電停の改良及び電車接近表示装置の高度化などを行います。
具体的な施策

新交通西風新都線の事業推進
アストラムラインの延伸（新交通西風新都線）により、デルタ周辺部から都心へのアクセ
ス性を高め、ＪＲ山陽本線を介した基幹公共交通の環状型のネットワークを形成します。

都心活性化の推進に向けて
資料編
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３）ユニバーサルデザインの推進

都 心 の 特 性 と 課題

福祉のまちづくりの推進
高齢者や障害者をはじめ、誰もが活動しやすく、安全で快適に生活できる「福祉のまちづ
くり」を推進するため、本市の新規施設については、
「広島市公共施設福祉環境整備要綱」
に定める基準により整備するとともに、民間施設については、「広島県福祉のまちづくり
条例」に定める基準により指導します。また、本市が管理する既設の施設についても、順
次バリアフリー化の改善を進めます。
バリアフリーマップの提供
高齢者や障害者、乳幼児を連れた人など、誰もが気軽に安心して外出できるよう、市内中
心部やＪＲ広島駅周辺の、
多くの人が利用する公共施設や民間施設のバリアフリー設備の
整備状況についての情報を、マップ形式で提供します。

都心の将来像と目指す姿

低床低公害バスの導入支援
乗合バス事業者に低床低公害バスの購入費を補助することにより、温室効果ガス排出量を
低減させるとともに、バリアフリーを促進します。
道路・街路事業、福祉環境整備事業〔道路〕
（歩道の拡幅・段差解消、視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置等）
歩道の新設、電線共同溝の整備、既設歩道の拡幅、段差解消、視覚障害者誘導用ブロック
の設置等を実施します。

基本方針と施策の方向性
具体的な施策
都心活性化の推進に向けて
資料編
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（４）安全・安心で快適な都心ライフを支える環境づくり
１）災害に強いまちづくり

防災まちづくりの推進【先導的な取組 １６】
平成２６年８月２０日の豪雨災害以降に広島市にいただいた寄付金をもとに設置した
「防
災まちづくり基金」を活用し、
「わがまち防災マップの作成支援」や「防災リーダーの養
成」等、地域の防災まちづくり活動の促進等を図ります。

大雨浸水対策の推進
「わがまち防災マップ」
の町内会等への掲出や携帯用防災マニュアルの地域住民との協働
作成・配布により、地域住民の防災意識を高めます。

基本方針と施策の方向性

帰宅困難者対策
大規模な地震などの災害が発生し、交通機関が運行を停止した場合に、帰宅困難者が一時
的に滞在するための施設や災害時帰宅支援ステーションの活用などにより、
主に交通結節
点付近で発生する帰宅困難者や徒歩帰宅者を支援します。

都心の将来像と目指す姿

浸水対策の推進【先導的な取組 １５】
１０年に１回程度降る強い雨（１時間降雨量 53mm）に対応できるよう、雨水幹線など
の整備を進めるとともに、最新のＩＣＴ（情報伝達技術）を利用して、降雨や浸水状況に
即応したポンプ施設の効率的な運用を支援するシステムの実用化に向けた取組を実施す
るなど、平成３０年代に床上・床下浸水を解消することを目標に浸水対策を進めます。

都 心 の 特 性 と 課題

建築物の耐震性の向上【先導的な取組 １４】
地震発生時における建築物の倒壊等の被害から市民の生命・身体及び財産を保護するた
め、
「広島市建築物耐震改修促進計画（第２期）」に基づき、不特定多数の者が利用する大
規模建築物等を対象に耐震診断経費や耐震改修工事経費に対する補助などを行い、民間建
築物の耐震化を促進します。
また、公共施設においては、地震災害の発生時に災害対策を円滑に実施するため、災害対
応の拠点となる施設や災害時に市民の避難場所となる施設などの耐震化を推進します。

２）環境に配慮した低炭素なまちづくり

都心活性化の推進に向けて

「広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例」の推進
「広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例」に基づき、①事業活動環境配慮制度、②
自動車環境管理制度、③建築物環境配慮制度、④緑化推進制度、⑤エネルギー環境配慮制
度の５つの制度を運用し、地球温暖化対策等の取組を推進します。

具体的な施策

スマートコミュニティの推進【先導的な取組 １７】
・革新的な省エネ技術等の導入に対する支援
広島大学本部跡地の再開発における電力の一括受電やエネルギー管理システムの導入等
のように、建築物の新築・改築や大規模改修に併せてスマートコミュニティの構築に向け
た取組が進むよう、様々な国の補助制度の活用促進を図ります。また、平成 28 年度に「低
炭素集合住宅建築補助制度」及び「集合住宅共用部の LED 照明交換補助制度」を創設し
ており、今後も、スマートコミュニティの導入促進につながる支援策の拡充に努めます。
・市民・事業者への周知啓発等
スマートコミュニティの意義・必要性に対する市民・事業者の理解を深めるため、シンポ
ジウムの開催などスマートコミュニティに係る周知啓発等により、意識改革を積極的に行
っていきます。あわせて、事業者のスマートコミュニティ構築への意欲を喚起するため、
情報提供や相談等の支援体制を整備します。

資料編
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地球温暖化防止に向けた周知・啓発活動の推進
環境に配慮したライフスタイルやビジネススタイルへの転換を促進するため、「『環境の
日』ひろしま大会」や「ライトダウンキャンペーン」
、
「ひろしま温暖化ストップ！フェア」
など地球温暖化防止に向けた周知・啓発活動を推進します。

都 心 の 特 性 と 課題

民有地緑化推進事業補助
市街地での緑の減少は、ヒートアイランド現象を発生させる要因ともなっており、ひいて
は、地球温暖化を助長する結果を招いているため、建築物の新築、増築又は改築に伴う緑
化施設等の工事費の一部を助成し、市街地の大部分を占める民有地の緑化を促進します。
建築物環境配慮制度
一定規模以上の建築物の新築等をしようとする建築主を対象に、
建築物の環境性能評価及
び評価結果等を記載した建築物環境計画書の作成・提出を義務付け、市でその概要を公表
することにより、
建築主の自主的な取組を促し、環境に配慮した建築物の普及を図ります。

都心の将来像と目指す姿

マイカー乗るまぁデー
毎月 2、12、22 日をマイカー乗るまぁデーとし、クルマに依存するライフスタイルを見
直し、市民一人ひとりが上手なクルマの使い方を考え、実践・体験することを通じて、地
球温暖化の防止に貢献する行動の輪を広げていきます。
３）多様な世代が交流できる「住みよい」都心づくり

基本方針と施策の方向性

町内会への加入促進
地域活動の母体である町内会への加入率が低下していることから、不動産関係団体等への
加入促進への協力を働きかけるとともに、効果的な加入促進策を実施し、地域コミュニテ
ィの活性化を図ります。
高齢者地域支え合い事業
様々な地域団体等が行っている見守り活動を基本としながら、地域包括支援センターがコ
ーディネーターとなり、地域全体で高齢者を見守り、支え合う仕組みを構築する「高齢者
地域支え合い事業」に取り組みます。

具体的な施策

地域高齢者交流サロン運営事業
地域団体（町内会、自治会、地区社会福祉協議会等）が実施する「ふれあい・いきいきサ
ロン」などを活用し、高齢者の誰もが参加でき、介護予防に資する様々な「通いの場」の
活性化を図ります。
地域介護予防拠点整備促進事業
高齢者が歩いて通える場所に地域に開かれた住民運営の運動を中心とした介護予防拠点
（通いの場）を整備し、誰もが介護予防に取り組める地域づくりを進めます。

都心活性化の推進に向けて

認知症カフェ運営事業
認知症の人とその家族、地域住民、専門職等が気軽に集うことができ、相互交流や専門職
による相談・助言等により認知症とその家族の孤立化防止や地域で認知症の人とその家族
を支える体制づくりを進めます。
常設オープンスペースの運営
常設オープンスペースの運営により、子育て家庭の親とその子どもが、いつでも気軽に集
い、自由に相互交流できるとともに、子育てに関する相談などを行う場を提供し、子育て
を支援します。

資料編
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事業所内保育施設の設置の促進
事業所内への保育施設の設置について、積極的に相談に応じ、指導・助言を行い、設置促
進を図ります。

地区計画制度の活用
都市型住宅の立地誘導を図り、良好な都市環境、都市景観の形成と土地の合理的かつ健全
な高度利用を図るため、地区計画制度の活用に取り組みます。

都心の将来像と目指す姿

基町住宅の再整備
住宅の老朽化に対応するとともに、住戸内のバリアフリー化など居住環境の改善、電気容
量の増加や浴槽・給湯器設置などの利便性の向上を図ります。

都 心 の 特 性 と 課題

冒険遊び場事業
冒険遊び場（プレーパーク）
「もとまち自遊ひろば」を開催し、子どもに創造性や社会性、
危険回避能力などを身に付けさせるとともに、地域コミュニティの活性化や地域社会全体
で子どもを育てる意識を醸成します。

基本方針と施策の方向性
具体的な施策
都心活性化の推進に向けて
資料編
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都 心 の 特 性 と 課題

都心の将来像と目指す姿

基本方針と施策の方向性

具体的な施策

都心活性化の推進に向けて

資料編
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都心活性化の推進に向けて
１

実現に当たり留意すべき事項

（１）住民、企業、行政の連携・協働
都心の活性化を進めるためには、住民（町内会などの地縁組織やＮＰＯなどの市民
団体を含む。）、企業（経済・産業団体や商店会などを含む。）、行政といった様々な主
しながら、積極的に都心のまちづくりに取り組むことが重要です。まちづくりに関わ
る様々な主体が、本プランに掲げた都心の将来像、目指す姿を共有し、実現すること
により、市域を越えた地域全体に活力とにぎわいを維持・発展させるよう、住民、企

都 心 の 特 性 と 課題

体が、
「自分たちのまちは自分たちで創る」という考えの下に、それぞれの役割を果た

業、行政の連携・協働を図ります。
都心の将来像と目指す姿

都心の将来像、目指す姿の
「実現」

基本方針と施策の方向性

都心の将来像、目指す姿の

「共有」

具体的な施策

住民
連携・協働

連携・協働

行政
連携・協働

＜住民の役割＞
〇地域社会に関心を持って、まち
づくりに関わる
〇自らの知識・技能を活用したま
ちづくりへの参加
〇来訪者との交流、おもてなし
等

＜行政の役割＞
○住民・企業のニーズを捉えたま
ちづくり
〇住民・企業の取組への支援
〇連携・協働のための環境づくり
等
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＜企業の役割＞
〇地域社会に関心を持って、まち
づくりに関わる
〇人材・資金・ノウハウなどを活
用したまちづくりへの参加
〇地域社会の一員として住民など
との連携
等

都心活性化の推進に向けて

企業

（２）社会情勢の変化等への対応
本プランで掲げた施策の方向性及び具体的な施策は、平成 57 年（2045 年）を目標と
する都心の将来像、目指す姿を見据え、平成 42 年（2030 年）に向けて取り組むもので
都 心 の 特 性 と 課題

す。今後、社会経済情勢の変化等により、地域全体を取り巻く環境が大きく変化すること
も考えられることから、こうした環境の変化に的確に対応するため、ＰＤＣＡサイクルの
各プロセスを実施しながら、必要に応じて、施策の方向性及び具体的な施策の見直しを検
討します。

都心の将来像と目指す姿

Plan（計画）
・ひろしま都心活性化プランの策定

Action（見直し）

Do（実施）

基本方針と施策の方向性

・都心の特性と課題の把握
・施策の方向性及び具体的な施策
の見直し等

・具体的な施策の実施

Check（点検）
・具体的な施策の実施状況の把握
・施策の方向性の点検等

具体的な施策
都心活性化の推進に向けて
資料編
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資料編
１

都心活性化プランに関する懇談会
ひろしま都心活性化プランの策定にあたって経済界や有識者等で構成する「都心活性化

プランに関する懇談会」を開催し、幅広い意見等をお聴きしました。

開催日及び会場
第1回

議

事

平成 27 年 10 月 15 日（木）

(1) 座長の選出について

メルパルク広島 5 階

(2) 都心活性化プラン（仮称）について
(3) 都心における施策の状況について
(4) 懇談会の進め方について
(5) ワールドカフェ等について

第2回

平成 27 年 12 月 2 日（水）

・都心の現状と活性化の視点等について

ＮＴＴクレドビル 11 階

都心の将来像と目指す姿

椿

都 心 の 特 性 と 課題

（１）都心活性化プランに関する懇談会の開催状況

ラウンジ
平成 28 年 2 月 9 日（火）

・都心の将来像等について

ホテルグランヴィア広島 3 階
天平の間
第4回

平成 28 年 3 月 30 日（水）

・都心の将来像等について

基本方針と施策の方向性

第3回

ひろしまハイビル 21 17 階
第 1 会議室
平成 28 年 10 月 6 日（木）

(1) 都心の将来像等について

ホテルサンルート広島 2 階

(2) 施策の方向性等について

響の間
第6回

平成 29 年 1 月 12 日（木）

・ひろしま都心活性化プラン（素案）に
ついて

都心活性化の推進に向けて

マツダスタジアム 1 階

具体的な施策

第5回

大会議室

資料編
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（２）都心活性化プランに関する懇談会委員

都 心 の 特 性 と 課題
都心の将来像と目指す姿
基本方針と施策の方向性
具体的な施策
都心活性化の推進に向けて

区分

氏名

役

座長

塚本 俊明

広島大学産学・地域連携センター教授

委員

伊藤

雅

広島工業大学工学部環境土木工学科教授

委員

小谷

新

株式会社広島銀行公務営業部長

委員

熊野 達朗

同上

委員

佐藤

株式会社ハーストーリィプラス代表取締役

委員

下村 純一

広島市商店街連合会会長

委員

谷村 武士

広島商工会議所専務理事兼事務局長

委員

野原

委員

平尾 順平

委員

藤波

委員

山田 知子

委員

野田

委員

吉田 敏晴

緑

卓

匠

勝

職

摘

要

第 1 回～第 4 回

第 5 回～

横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院
准教授
ＮＰＯ法人ひろしまジン大学代表理事
株式会社日本総合研究所調査部
上席主任研究員
比治山大学現代文化学部
マスコミュニケーション学科教授
国土交通省中国地方整備局企画部長

同上

第 1 回～第 4 回

第 5 回～
（順不同、敬称略）

資料編
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２

都心のまちづくりに対する県民・市民の意見

（１）都心のまちづくり“ひろしまワールドカフェ” みんなで話そう ～だえんの未来～
□開催概要
平成 27 年 11 月 29 日（日）

13：00～17：00

会場

広島国際会議場「ヒマワリ」
（広島市中区中島町 1 番 5 号平和記念公園内）

主催

広島県、広島市

プログラム

１．基調講演

都 心 の 特 性 と 課題

日時

演 題：官民連携のまちづくり～エリアマネジメント～「都心部における拠

講演者：小林

重敬

横浜国立大学名誉教授

２．トークセッション
テーマ：広島っていいな、と思った体験や思い出。魅力的な都心とは。
パネリスト：野村 謙二郎

前広島東洋カープ監督
タレント

湯 﨑 英 彦

広島県知事

松 井 一 實

広島市長

コーディネーター：山田 知子
コメンテーター：小林 重敬

比治山大学現代文化学部マスコミュニケーション学科教授
横浜国立大学名誉教授

３．ワールドカフェ
テーマ：（1）あなたにとって広島の都心の魅力は何ですか。

基本方針と施策の方向性

松本 裕見子

都心の将来像と目指す姿

点間連携を視野に入れて」

（2）未来の広島の都心は、どうなっていてほしいですか。
ファシリテーター：平尾

ＮＰＯ法人ひろしまジン大学代表理事

シンポジウム（基調講演・トークセッション）：256 名
ワールドカフェ（トークセッション・ワールドカフェ）
：111 名

具体的な施策

参加人数

順平

都心活性化の推進に向けて
資料編
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□ワールドカフェでの主な意見

都 心 の 特 性 と 課題

都心の将来像と目指す姿

基本方針と施策の方向性

具体的な施策

都心活性化の推進に向けて

資料編
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都 心 の 特 性 と 課題

都心の将来像と目指す姿

基本方針と施策の方向性

具体的な施策

都心活性化の推進に向けて

資料編
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都 心 の 特 性 と 課題

都心の将来像と目指す姿

基本方針と施策の方向性

具体的な施策

都心活性化の推進に向けて

資料編
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（２）まちづくり交流サロン「都心のまちづくりをみんなで考えよう！」
□開催概要
平成 28 年 5 月 28 日（土）

10：00～12：30

会場

広島市役所 2 階講堂

主催

広島県、広島市

プログラム

１．都心活性化プラン（仮称）の検討状況について
都心活性化プラン（仮称）の策定趣旨、現時点の都心の将来像（案）及び

都 心 の 特 性 と 課題

日時

目指す姿（案）を説明するとともに、これまでの広島市の都心における特

２．意見交換会
ア ファシリテーター：NPO 法人ひろしまジン大学代表理事

平尾 順平 氏

イ 概要
都心活性化プラン（仮称）策定の参考とするため、都心の目指す姿の実現
に当たり必要な取組や取り組んでいく上での課題等について、４つのグル

都心の将来像と目指す姿

徴的な取組、パリなど世界の魅力的な都心を紹介。

ープに分かれ、エリア別に参加者同士の意見交換会を実施。

参加人数

都心部でまちづくり活動をしている市民、事業者等２８名

基本方針と施策の方向性

※各グループが検討したプロジェクトは次ページのとおり。

具体的な施策
都心活性化の推進に向けて
資料編
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□各グループが検討したプロジェクト
エリア

都 心 の 特 性 と 課題

白島・基町～
紙屋町・八丁
堀

No

名称

1

新たな交通結節点である新白島駅と、平和記念公園の間の魅力ある豊富な地域
回遊性向上プロ
資源を、コンセプト、テーマを持って線でつなぐことで、新たな歩行者の流れを創
ジェクト
出する。

2

ほこ天プロジェク カフェや飲食店の席が道路にせり出すようなにぎわいづくりができるよう、規制緩和
ト
を行う。

3

中央公園の活用
中央公園にお店やカフェを設けるなど、人が集まれる場所をつくる。
プロジェクト

都心の将来像と目指す姿

日本中から人が
4 来るお店を増や
すプロジェクト

5
紙屋町・八丁
堀～平和大
通り・大手町

概要

どこにあっても行列ができる人気なお店を増やす。

平和公園周辺を
ゆったりくつろげ 平和公園を訪れる多くの外国人を、もっと紙屋町方面に誘導できるよう、外国人向
る場所にするプロ けの案内所や、外国人がくつろぎやすい川辺のカフェ等憩える場所をつくる。
ジェクト

もっと緑をたくさん
平和公園周辺の河岸緑地、紙屋町や平和大通りなど、建築とも調和したさわやか
6 増やすプロジェク
な緑をもっと増やす。
ト

基本方針と施策の方向性

7

日陰をつくるプロ
オフィス街であり、夏に日陰がない県庁周辺に、木を増やして日陰を増やす。
ジェクト

8

魅力的な建物を
平和記念公園周辺は、平和のメッカとして世界から人が集まる場所なので、統一
増やし、美しい街
のイメージを持って、来た人が魅力を感じる場所となるよう、魅力的な建物を増や
にするプロジェク
す。
ト

ビルのセットバッ
クで統一感のある 道路で憩う場や、歩道スペースを確保するとともに、統一感のある街になるよう、ビ
9
街にするプロジェ ルのセットバックを促す。
クト

具体的な施策

公共区間、公開
空地を活用したま
10
公共空間、公開空地をまちづくりに活用し、にぎわいを創出する。
ちづくりプロジェク
ト
11

山陽本線高架化
山陽本線を高架化し、開かずの踏切による分断を解消し、回遊性を高める。
プロジェクト

12

歩く安全空間プロ
再開発を連ねるペデネットワークを設置するなど、歩く安全空間を整備する。
ジェクト

エキキタ～駅
南・京橋

都心活性化の推進に向けて

身体障害者の歩
13 行環境改善プロ 身体障害者の歩行環境改善のための道路整備、ルールづくりを行う。
ジェクト

駅南・京橋～
段原・比治山

物怪行列日本版 緑豊かで、多くの文化施設を抱え、広島駅に近いという恵まれた立地でもある比治山に、
多くの人が回遊するよう、物怪神社とも言われる稲生神社やパワースポットである比治山
14 ハロウィンプロ
神社をつなぐ、ストーリー性のある回遊コースを作成する。
ジェクト

15

子どもと家族と緑 都心における豊かな緑である比治山に、動物園・植物園・昆虫館の共用サテライト
プロジェクト
施設を設けて魅力を集約し、それぞれの魅力をまとめて楽しんでもらう。

資料編
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３

都心におけるまちづくりの歩み（都心のまちづくり年表）
1945年
昭和20年
終戦
原子爆弾による被害

1965 年
昭和40年
被爆20周年

1955 年
昭和30年
被爆10周年

●広島市基本構想
●広島市基本計画

●広島復興都市計画

1995 年
平成7年
被爆50周年
広島アジア競技大会

政令指定都市へ移行

国際平和文化都市
●「大広島」構想

●広島市基本構想
●広島市新基本計画

2015 年
平成27年
被爆70周年

2005 年
平成17年
被爆60周年

●広島市基本構想
●第３次広島市基本計画

●広島市基本構想
●第４次広島市基本計画

●広島平和記念都市建設法公布
●広島平和記念都市建設計画

●広島市基本構想
●第５次広島市基本計画

●広島市都市計画マスタープラン
広島市都市計画マスタープラン（改定）●

都 心 の 特 性 と 課題

上位計画等

1985 年
昭和60年
被爆40周年

1975 年
昭和50年
被爆30周年

●復興土地区画整理事業（東部・西部）
●商工会議所ビル

●広島銀行本店

●アーバンビューグランドタワー

●広島県庁舎（本館等）

テリハ広島●

●広島ビジネスタワー

（西荒神地区市街地再開発事業）

業 務

（若草町地区市街地再開発事業）

広島クリスタルプラザ●

広島市役所本庁者

広島県庁舎

アクティブインターシティ広島●

●広島市役所本庁舎

イズミ本社●
広島トランヴェールビルディング●

●NHK広島放送センタービル

●中国電力株式会社本店（１号館）
延床面積20,000㎡以上の
オフイスビル

●ドコモ広島大手町ビル

業務機能の充実
ｴｰﾙｴｰﾙA館

●広島パルコ本館
●エディオン広島本店本館

●そごう広島店新館、パセーラ

●広島ステーションビル（ASSE）

●紙屋町地下街「シャレオ」ヤマダ電機LABI広島●
●広島三越
●フジグラン広島
●そごう広島店本館、広島センター街

商 業

都心の将来像と目指す姿

●サンモール

●ひろしまMALL（ベスト電器ほか） エディオン広島本店新館●
●広島パルコ新館 コストコホールセール広島倉庫店●
●エールエールＡ館
ドン・キホーテ広島八丁堀店●

ﾊﾟﾙｺ本館

（広島駅南口Ａブロック市街地再開発事業）

店舗面積5,000㎡以上の
大規模小売店舗 等

商業機能の充実
●旧広島市民球場

●映像文化ライブラリー

●原爆ドーム、宮島の世界遺産登録

●県民文化センター
●中央図書館
●広島平和都市記念碑（原爆死没者慰霊碑）

●ひろしま美術館

●広島城天守閣

広島市民球場（マツダスタジアム）●

●現代美術館
●中央庭球場

●広島フラワーフェスティバル

●世界平和記念聖堂

●国立広島原爆死没者追悼平和祈念館

●文化交流会館

●「水の都ひろしま」構想

●県立総合体育館（グリーンアリーナ）

国際アニメーションフェスティバル●

●京橋川オープンカフェ

●広島国際会議場

日本文化デザイン会議●

ﾏﾂﾀﾞｽﾀｼﾞｱﾑ

元安川オープンカフェ●

オープ ン カ フェ

基本方針と施策の方向性

観光・交流

●こども文化科学館

●文化創造センター

●縮景園

●平和記念資料館東館
●広島平和記念資料館

●国民文化祭・ひろしま2000

●県立美術館

●ひろしまドリミネーション

文化・芸術・スポーツ施設の充実
●ホテルニューヒロデン

アーバンイン広島セントラル●

●コンフォートイン広島平和大通り

●ホテルグランヴィア広島

●ホテル法華クラブ広島

シェラトンホテル広島●

●広島インテリジェントホテルアネックス

ホテル

広島ワシントンホテル●

●ANAクラウンプラザホテル広島
●リーガロイヤルホテル広島

アーバイン広島エグゼクティブ●

●ホテルサンルート広島

（収容人数300人以上）

広島駅前ユニバーサルホテル新幹線口右●

●オリエンタルホテル広島

ダイワロイネットホテル広島●

●ホテル東急ビズフォート広島

●東横イン広島平和大通

●三井ガーデンホテル広島

●コンフォートホテル広島大手町

●基町地区再開発事業完了

●アーバンビューグランドタワー
●広島市都心住居地域地区計画

基町地区再開発

●西荒神地区市街地再開発事業
●都心コア住居地区地区計画

若草町地区市街地再開発事業●

具体的な施策

京橋町地区市街地再開発事業●

居住

●基町アパートの再整備（～平成34年度(予定))

都心居住の推進
●広島バスセンター
●山陽本線全線開通
●広島民衆駅（現駅ビル）

道路・交通

新白島駅（JR・アストラムライン）●

●山陽新幹線全線開通

●広島駅前広場

●広島駅北口広場

広島駅北口、南口駐輪場●

●基町駐車場

●中央駐車場
袋町駐輪場●

広島南道路・広島高速３号線●
●広島高速４号線

●広島高速１号線

●西新天地駐車場

基町駐輪場●

広島高速２号線●

●大手町駐輪場

都心活性化の推進に向けて

●新交通システム「アストラムライン」
●アリスガーデン
●ハノーバー庭園
●京橋川河岸緑地
●平和記念公園

環境・景観

●河岸緑地整備

●中央公園

広島市景観条例●

●基町環境護岸

●平和大通り

（昭和27年から現在も継続
して取り組んでいる）

広島市景観計画●

景観法に基づく届出等に係る事前協議制度に関する取扱要綱●
●広島市景観形成基本計画

●広島市都市美計画

●広島市の魅力ある風景づくり基本計画

河岸緑地

●平和大通り沿道建築物等美観形成要綱

●原爆ドーム及び平和記念公園周辺建築物等美観形成要綱

●リバーフロント建築物等美観形成協議制度

●縮景園周辺建築物等美観形成要綱

美しい都市景観の形成に向けた取組
●東京オリンピック

その他トピックス

●阪神・淡路大震災
●東日本大震災
●広島大学が東広島市に移転完了 第１回平和市長会議（国内加盟都市会議）●

●第４回国連軍縮広島会議

●都心全体

●紙屋町・八丁堀周辺

●広島駅周辺

●その他の地区（平和記念公園・基町・平和大通り周辺・都心周辺など）

資料編

●第１回世界平和連帯都市市長会議
●平和サミットinヒロシマ

NPDI広島外相会合●

●トピック・計画など
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ひろしま都心活性化プラン 写真等著作権リスト
章

頁

写真等名称

著作権

第２章

P11

オフィス空室率・新規需要・新規供給

シービーアールイー株式会社

第２章

P11

最も利用する繁華街の推移

株式会社中国新聞社

第３章

P20

「広島の陸の玄関ゾーン」のイメージ

広島テレビ放送株式会社

第３章

P21

「ボールパークゾーン」のイメージ

株式会社広島東洋カープ

第３章

P21

「都心居住ゾーン」のイメージ

三菱地所レジデンス株式会社

第４章

P26

陸の玄関である広島駅周辺（右側）

広島テレビ放送株式会社

第４章

P27

魅力的なビジネス環境（イメージ）

シービーアールイー株式会社

第４章

P32

低床路面電車

広島電鉄株式会社

第４章

P34

京橋町地区第一種市街地再開発事業

合同会社広島京橋開発企業体

第５章

P43

広島大学本部跡地「ひろしまの『知の 三菱地所レジデンス株式会社
拠点』再生プロジェクト」におけるシ
ステムイメージ

上記以外の図版写真等の著作権は広島県又は広島市に属します。

