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はじめに
西風新都は広島市の北西部に位置する広域拠点として、
「 ひろしま西風新都建設実施計画」(以下、
「建設実施計画」)に基づき、「住み、働き、学び、憩う」という複合機能を備えた新しい都市とし
て整備が行われてきた。
しかし、建設実施計画が策定されたすぐ後に、バブル崩壊が起き、西風新都を取り巻く環境はそ
の策定時とは大きく変わっている。
こうした状況の中、今日までに整備された根幹的な都市基盤施設を活用し、さらに地区の特性を
生かし、交流や賑わいのある文化的で豊かな都市生活が展開されるような拠点の形成を進めるため、
計画名称を含めて計画全体の見直しが行われ、平成 20 年 2 月に「ひろしま西風新都都市づくり推進
プラン」(以下、「都市づくり推進プラン」)が策定された。
西風新都の南端にある当地区は、山陽自動車道五日市インターチェンジに近接し、都市計画道路
草津沼田線と西風新都外環状線(計画)の交差点に隣接する丘陵地にあり、都市機能用地の計画的な
供給により、産業の活性化、高次都市機能の充実・強化など複合的な都市開発を進めることのでき
る地区である。また、都市づくり推進プランにおいても、その立地特性を生かして、住宅系の土地
利用の他、商業・業務系や工業・流通系の複合的な土地利用により地区拠点の形成を図る地区と位
置づけられている。
本事業は、このような立地特性や位置付けを踏まえ、快適な居住環境の形成と、環境に配慮した
商業・業務施設、流通施設等の誘致による魅力ある都市環境の形成に向けて取り組むものである。
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