
 

 

 

 

ゆとりと魅力ある居住環境の創出モデル事業に係る取組状況について 

 

１ 要旨・目的 

  令和３年度モデル地区として選定した「東広島市広島大学周辺エリア」における取組状

況及び令和４年度モデル地区として府中市，廿日市市における２地区を選定したことを報

告する。 

 

２ 現状・背景 

  広島型の「適散・適集」なまちづくりの実現に向けて，地域特性を生かしたゆとりと魅

力ある居住環境の創出を図るため，モデル地区を選定（令和３年度：１地区，令和４年

度：２地区）し，市町が取り組む居住環境の将来ビジョン策定等の取組を支援するととも

に，その成果を他市町へ波及させていくこととしている。 

  令和３年度に「東広島市広島大学周辺エリア」をモデル地区として選定し，居住環境の

将来ビジョンの策定に向けて，東広島市が設置する検討会議に参画するなど連携して取り

組んできた。 

また，本年４月に令和４年度のモデル地区の公募を行った。 

   

３ 概要 

(1)  対象者 

東広島市，府中市，廿日市市 

(2)  事業内容（実施内容） 

ア 「東広島市広島大学周辺エリア」の取組状況 

東広島市において，「ゆとりと魅力ある居住環境の実現」などの構想を含む「東広

島市次世代学園都市構想」が本年３月に策定された。 

今後は，本構想で示された３つのゾーニング案を前提として，居住エリアなどの具

体的なエリアデザインを進めていく。※概要版では３案のうち１案が示されている。 

 【モデル地区の概要】（詳細は別紙１） 

市町 地区 事業目的 取組内容 

東広島市 
鏡山，西条町下見 

（広島大学周辺エリア） 

持続可能な地方都市として，「適

散・適集社会」の新たな都市モデル

の構築により，最先端の技術を取り

入れながら， イノベーションを創出

し，世界から起業家や研究者が集ま

るまちづくりを実現する。 

[Ｒ３] 

次世代型学園都市構想の策定 

[Ｒ４] 

居住環境などのエリアデザイン 

[Ｒ５以降] 

エリアマネジメント体制の構築等 

将来ビジョン（イメージ図） 

令和４年５月 19日 
課 名 土木建築局住宅課 
担当者 課長 川畠 
内 線 4163 
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イ 令和４年度モデル地区の選定結果 

令和４年度のモデル地区を公募したところ，府中市及び廿日市市から応募があり，

内容を審査したところ適切であったため，２地区をモデル地区として選定した。 

 ○募集期間 

令和４年４月４日（月）から４月 15 日（金） 

 ○応募市町 

府中市，廿日市市 

【モデル地区の概要】（詳細は別紙２，３） 

市町 地区 事業目的 取組内容 

府中市 

中心市街地 

（府中駅西側エリア） 

・ 

既存住宅団地 

住宅政策の具体的な方向について

検討を行い，今後の施策や地域の特

性を生かした「ゆとりと魅力ある居

住環境」の方針を整理し，府中市ら

しい豊かなライフスタイルとコミュ

ニティの維持・向上を図ることで，

安全で安心して暮らし続けられるま

ちの構築を実現させる。 

[Ｒ４] 

地域ごとの将来ビジョン設定 

[Ｒ５] 

将来ビジョンを踏まえた事業手法等

の検討 

[Ｒ６以降] 

子育て世帯を対象とした住宅の整備 

廿日市市 
シビックコア地区 

（市役所周辺エリア） 

廿日市市が都市整備の重点地区と

して位置付けている市役所周辺のシ

ビックコア地区において，広島都市

圏西部の広域拠点にふさわしい賑わ

いと魅力ある都市拠点，まちなか居

住の場の形成を実現する。 

[Ｒ４] 

アンケート調査，将来ビジョン作成 

[Ｒ５・Ｒ６以降] 

事業実施計画の策定，エリアマネジ

メント体制構築に向けた検討など 

  

(3)  スケジュール（今後の取組） 

  ア 東広島市 

将来ビジョンに基づき，居住エリアの具体的なエリアデザインを支援していく。 

  イ 府中市及び廿日市市 

令和５年３月までの将来ビジョン策定に向けて，各市における取組を支援していく。 

 

(4)  予算（補助事業） 

11,967 千円 

 

４ その他（関連情報等） 

  「東広島市次世代学園都市構想」本編は東広島市ＨＰで公表予定 

2



 

 

 

3

別紙１



GakuNin
TBD

To Be

Determined

( )

DWH BIT
G

O
 C

lo
u
d

TGO /CRM

TGO Digital Twin

S
e
rvice

P
la

tfo
rm

TGO 

/

FIWARE

OS PF

4



府中市：中心市街地（府中駅西側エリア）・既存住宅団地

住宅政策の具体的な方向について検討を行い、今後の施策や地域の特性を生かした「ゆと
りと魅力ある居住環境」の方針を整理し、府中市らしい豊かなライフスタイルとコミュニティの
維持・向上を図ることで、安全で安心して暮らし続けられるまちの構築を実現させる。

■ 中心市街地
公共公益施設が
多く、古くから中
心であった地域。
■ 住宅団地
高度成長期に造
成され高齢化が
進んでいる既存の団地。

■ 計画等における位置付け

第５次府中市総合計画における「基本目
標４：安全・安心が持続するまち」、府中市
住生活基本計画における将来都市像に位
置付ける。
■ 地域特性・資源

昭和４０～５０年代に急速に産業が発展し
た内陸工業都市であり、現在においてもそ
の傾向がみられる。河川と山に囲まれ緑
豊かな市街地であり、生活の基盤は整備
されつつある。
■ 地区の現況・課題

昭和５０年頃をピークに人口減少・少子高
齢化が進んでおり、コミュニティが希薄化し
居住環境の質も低下しつつある。

■ 目指すべき居住環境
働く場所や学ぶ場所と住む場

所が近接し、日常生活に必要な
機能が身近にあることで、子育て
世帯などにおいては利便性の高
い暮らしが実現し、良好なコミュ
ニティが保たれたゆとりと魅力
ある居住環境を創出する。

■ 実現に向けた取組予定
・住民アンケートや企業アンケートなどの調査（別途取組）
・住宅政策の基本方針と地域別構想の策定
・地域の居住環境創出に向けた支援制度の検討（令和５年度以降）
・子育て世帯を対象とした住宅整備の検討（令和６年度以降）

■ スケジュール

■ 連携する関係団体
公益社団法人広島県宅地建物取引業協会

取組内容概要書

R4 R5 R6～

・地域ごとの居住環境
の基本方針（将来ビ
ジョン）を設定

将来ビジョンに即した
事業手法や支援制度
の検討

子育て世帯を対象と
した住宅の整備
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廿日市市：シビックコア地区（市役所周辺エリア） 取組内容概要書

■ 計画等における位置付け

シビックコア地区は、都市計画マスタープランに
おいて、本市の都市機能の中心的役割を担う重
点地区として、賑わいと魅力のある都市拠点、ま
ちなか居住の場の形成を目標に掲げている。

■ 地域特性・資源
・地区内に行政、文化、医療・福祉、商業機能など
多様な都市機能が集積している

・駅から近く、アクセスしやすい

■ 地区の現況・課題
・地区内に低未利用地が点在する
・地区の一部に幅員の狭い道路が存在する
・シビックコア地区整備計画に沿った土地利用が
できていない箇所がある

都市機能の中心的役割を担うシビックコア地区（市役所周辺エリア）において、広島都市圏
西部の広域拠点にふさわしい賑わいと魅力ある都市拠点、まちなか居住の場の形成を実現
する。

シビックコア地区 ■ 目指すべき居住環境

■ 実現に向けた取組予定

■ スケジュール

既存
居住地

・地元企業等へのアンケート調査等
・関係者による勉強会の開催、関係者との連携・協力体制の調整

 将来ビジョンの作成（シビックコア地区整備計画の改訂）
・事業実施計画の策定（令和５年度以降）

■ 連携する関係団体

・地域住民、地元企業、市街地整備プロジェクトチーム（庁内組織）

Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６～

・アンケート調査等の実施
・関係者による勉強会の開催
・将来ビジョンの作成

・事業実施計画の策定
・エリアマネジメント体制構築に向けた検討
・ゆとりと魅力ある居住環境の創出に向けた気運醸成

民間施設
の誘導

公共施設
の再配置

廿日市市役所

広電廿日市市役所前駅

ゆめタウン廿日市

賑わいと魅力のある都市拠点の形成

新たな居住
環境の創出

周辺
居住地

シビックコア地区内

・都市基盤整備等により
賑わいと魅力ある都市拠
点を形成することで、地区
内の居住地はもとより、周
辺居住地も含め、ゆとりと
魅力ある居住環境を創出
する。

ゆとりと魅力ある
居住環境の創出
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