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資 料 編 

■都市計画マスタープラン策定の経緯 

開催日 会議等 主な内容 

令和 2年 8月 28日 
庁内検討会 

（第 1回） 
検討体制について 

令和 2年 11月 5日 
庁内検討会 

（第 2回） 
都市づくりにあたっての課題，方針について 

令和 2年 12月 15日 
策定委員会 

（第 1回） 
都市づくりにあたっての課題，方針について 

令和 3年 1月 14日 
都市計画審議会 

（第 54回） 
都市づくりにあたっての課題，方針について 

令和 3年 2月 25日 
庁内検討会 

（第 3回） 
全体構想について 

令和 3年 3月 11日 
策定委員会 

（第 2回） 
全体構想について 

令和 3年 4月 27日 
都市計画審議会 

（第 55回） 
全体構想について 

令和 3年 7月 19日 
庁内検討会 

（第 4回） 
地域別構想について 

令和 3年 8月 4日 
策定委員会 

（第 3回） 
地域別構想について 

令和 3年 8月 26日 
都市計画審議会 

（第 56回） 
地域別構想について 

令和 3年 10月 15日 
庁内検討会 

（第 5回） 
都市計画マスタープラン（素案）について 

令和 3年 10月 22日 
策定委員会 

（第 4回） 
都市計画マスタープラン（素案）について 

令和 3年 11月 9日 
都市計画審議会 

（第 57回） 
都市計画マスタープラン（素案）について 

令和 3年 12月 7日～

令和 4年 1月 6日 
パブリックコメント 都市計画マスタープラン（素案）について 

令和 4年 1月 17日 
庁内検討会 

（第 6回） 
都市計画マスタープラン（案）について 

令和 4年 1月 21日 
策定委員会 

（第 5回） 
都市計画マスタープラン（案）について 

令和 4年 2月 4日 
都市計画審議会 

（第 58回） 
都市計画マスタープラン（案）について諮問 

令和 4年 2月 8日   都市計画マスタープラン（案）について答申 
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■都市計画マスタープラン策定委員会要綱 
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■都市計画マスタープラン策定委員会委員名簿 

 

〇委員長 （順不同敬称略） 

分野 所属 氏名 

都市計画 

建築計画 
広島大学大学院先進理工系科学研究科教授 〇田中 貴宏 

交通計画 広島工業大学工学部環境土木工学科准教授 今川 朱美 

交通 芸陽バス株式会社営業部企画課長 齋藤 良明 

商工業 
広島安芸商工会理事 

（株式会社ウエカド代表取締役） 
上角 善之 

金融 一般財団法人ひろぎん経済研究所常務理事 河野 晋 

不動産 
広島県宅地建物取引業協会役員 

（海田町都市計画審議会委員） 
中島 勝義 

関係行政機関 

広島県土木建築局都市計画課長 

栢 英彦 

（第２回委員会まで） 

廣中 伸孝 

（第３回委員会から）  

広島県総務局デジタルトランスフォーメーシ

ョン推進チーム総括官 
向井 ちほみ 

住民代表 海田町自治会連合会長 山岡 崇義 

海田町 

（内部委員） 

副町長 

櫻 竜俊 

（第２回委員会まで） 

今岡 寛之 

（第３回委員会から） 

企画部長 鶴岡 靖三 

総務部長 丹羽 勤 

福祉保健部長 森川 雅枝 

建設部長 久保田 誠司 

教育委員会教育次長 

伊藤 仁士 

（第 2回委員会まで） 

森山 真文 

（第 3回策委員会から） 

アドバイザー 
国土交通省中国地方整備局 

建政部 都市・住宅整備課長 
濱田 賢太郎 
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■都市計画マスタープラン庁内検討会委員名簿

 

〇会長 

区分 所属 氏名 

企画 企画部企画課長 

鎌田 浩一 

（第 3回検討会まで） 

藤原 靖 

（第 4回検討会から） 

商工会 企画部魅力づくり推進課長 

中下 義博 

（第 3回検討会まで） 

脇本 健二郎 

（第 4回検討会から） 

防災 総務部防災課長 宮垣 将司 

交通 総務部町民生活課長 水川 綾子 

福祉 福祉保健部社会福祉課長 杉本 幸穂 

子育て 福祉保健部こども課長 新藤 正敏 

高齢者 福祉保健部長寿保険課長 岩本 宏美 

都市 建設部都市整備課長 〇門前 誠司 

建設 建設部建設課長 

木村 生栄 

（第 3回検討会まで） 

矢熊 健治（主幹） 

（第 4回検討会から） 

上下水道 建設部上下水道課長 

早稲田 誠 

（第 3回検討会まで） 

木村 生栄 

（第 4回検討会から） 

教育 教育委員会教育次長 森山 真文 
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■用語集 

 

■あ行 

ＩＣＴ 

「Information and Communication Technology

（情報通信技術）」の略。通信技術を活用した

コミュニケーションのこと。 

IОＴ 

従来インターネットに接続されていなかった

様々なモノが、ネットワークを通じてサーバー

やクラウドサービスに接続され、相互に情報交

換をする仕組み。 

インターネット 

世界中のコンピュータと、文字、映像、音声

などによって結ばれる世界規模の情報通信ネッ

トワーク。 

ＡＩ 

人間の知的ふるまいの一部を、ソフトウェア

を用いて人工的に再現したもの。 

ＳＮＳ 

ソーシャルネットワーキングサービス

（Social Networking Service）の略。スマート

フォンやパソコンを使って人間関係を構築する

ことのできるオンライン上のコミュニティサー

ビスの総称。 

ＮＰＯ 

「Ｎonprofit Organization」の略。特定非営

利活動促進法に基づき、福祉や環境保護、文化・

芸術・スポ－ツ等の分野で、営利を目的とせず

に活動する法人のこと。 

オープンスペース 

都市部における、建物などのない空間。一般

的には、公園や広場などゆとりにつながる空間

の総称として用いられる。 

アダプト制度 

道路や公園など行政が所管する公共施設の美

化活動等を、住民が自発的に行い、行政がその

活動を支援する制度。 

 

 

 

 

■か行 

海田町防災指針（立地適正化計画） 

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、

立地適正化計画における居住や都市機能の誘導

と併せて都市の自然災害に対する防災に関する

機能の確保を図るための指針。 

幹線道路 

都市内において骨格的な道路網を形成する道

路。広幅員・高規格の道路であることが多い。 

狭あい道路 

建築基準法では、都市計画区域内の建築物の

敷地は原則として幅員４ｍ以上の道路に接しな

ければならないとされている。このため、幅員

４ｍ未満の道路を「狭あい道路」ということが

多い。 

協働 

複数の主体が、何らかの目標を共有し、責任

と行動において相互に対等であることを前提と

しながら、ともに力を合わせて活動すること。

例えば、地域の課題を解決しようとしたとき、

行政あるいは住民等だけでは解決できない場合

に、お互いの不足を補い合い、ともに協力して

課題解決に向けた取組をすることがあげられる。

（コラボレーション、パートナーシップとも言

う。） 

居住環境 

住宅の規模、老朽度、通風、採光、密集の状

況などの住宅周りの環境のほか、道路、公園な

どの整備状況、緑の豊かさ、街並み景観などを

含む身近な市街地の環境のこと。 

区画道路 

住宅、施設へのアクセス、市街地における日

照、通風の確保、ライフラインの収容空間、通

過交通の排除など、便利で快適な都市環境の形

成に資する道路。 

グリーンライン 

歩道のない道路の白線の外側に緑色の線を引

き、歩行者や自転車の通行帯を明確にすること

によってドライバーの視認性を高め、安全で安

心な通行空間を確保しようとするもの。 
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公共下水道 

主に市街地における下水を排除し、又は処理

するために地方公共団体が管理する下水道。 

公共サイン 

公共性の高い標識、地図、案内誘導板等の総

称で、公的機関が設置主体となり公共空間に設

置されるもの。 

国立社会保障・人口問題研究所 

人口変動要因である出生、死亡、国際人口移

動について、それぞれの要因に関する実績統計

に基づいた人口統計学的な投影手法によって男

女年齢別に仮定を設け、将来の人口を推計して

いる厚生労働省の施設等機関。 

国有林 

国が所有する森林・原野のことで、国民共通

の財産。その多くは水源を守り、土砂崩れなど

の災害を防ぐといった公益的な役割を果たして

いる。 

コミュニティバス 

交通空白地域・不便地域の解消等を図るため、

市町村等が主体的に計画し、運行するもの。 

コンパクト＋ネットワーク型のまちづくり 

人口減少・高齢化が進む中、特に地方都市に

おいて地域の活力を維持するとともに、医療・

福祉・商業等の生活機能を確保し、高齢者が安

心して暮らせるよう地域公共交通と連携して進

めるコンパクトなまちづくり。 

 

■さ行 

サイクル・アンド・ライド 

自転車と公共交通機関を連続的に利用する仕

組み。パーク・アンド・ライド（自動車と公共

交通機関）の自転車タイプ。 

里山 

集落、人里に隣接した結果、人間の影響を受

けた生態系が存在する山。 

砂防指定地 

土砂の流失、または流失のおそれのある地域

で、治水上砂防の必要が認められる土地につい

て、砂防法第２条に基づき、国土交通大臣が指

定した一定の区域。 

ＧＩＳ 

地理情報システム（Geographic Information 

System）の略。地理的位置を手がかりに、位置

に関する情報を持ったデータ（空間データ）を

総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度

な分析や迅速な判断を可能にする技術。 

市街化区域 

都市計画法に基づいて指定される区域で、既

に市街地を形成している区域や優先的かつ計画

的に市街化を図るべき区域のこと。計画的な土

地利用を進めるための用途地域指定、街路・都

市公園等の都市施設整備などが行われる。 

市街化進行地区 

小規模な開発、宅地化などによる市街化が進

行しつつある地区。 

市街化調整区域 

都市計画法に基づいて指定される区域で、市街

化を抑制すべき区域のこと。農林漁業施設や市街

化を促進するおそれが無い開発、地区計画に基づ

く計画的開発などを除き、開発行為が制限される。 

社人研 

国立社会保障・人口問題研究所。人口変動要

因である出生、死亡、国際人口移動について、

それぞれの要因に関する実績統計に基づいた人

口統計学的な投影手法によって男女年齢別に仮

定を設け、将来の人口を推計している厚生労働

省の施設等機関。 

修景 

元来は造園上の用語で庭園美化などを意味す

るが、近年は建築物や公共施設の形態・意匠・

色彩を周囲の町並みに調和させることやストリ

ート・ファニチャー（主として歩道上に設置さ

れるベンチ、電話ボックス、街灯など）の配置

など、都市計画的な景観整備一般を指すことが

多い。 

住民基本台帳 

氏名、生年月日、性別、住所などが記載され

た住民票を編成したもので、住民の方々に関す

る事務処理の基礎となるもの。 

主要幹線道路 

都市間を連絡する道路で、高水準の規格を備

えている。 

循環型社会 
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廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な利

用及び適正な処分が確保されることによって、

天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができ

る限り低減される社会。 

新型コロナウイルス 

コロナウイルスのひとつで、一般の風邪の原

因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群

（ＳＡＲＳ）」や2012年以降発生している「中東

呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）」ウイルスが含まれる。 

森林ボランティア 

森林の保護・育成、生態系調査、環境教育、

地域振興等を目的に、自主的に活動を行う住民

または団体のこと。 

ストック 

貯蔵、在庫。ある一時点に存在する経済諸量

の大きさを示す概念。都市計画におけるストッ

ク重視とは、既存の社会資本を出来るだけ長期

間使用することを重視する考え方。 

スマートシティ 

都市が抱える諸課題に対して、ICT等の新技術

を活用しつつ、マネジメント（計画・整備・管

理・運営）が行われ、全体最適化が図られる持

続可能な都市。 

３Ｒ（スリーアール） 

廃棄物の発生抑制（Reduce(リデュース)）、

再使用（Reuse(リユース)）、廃棄物の再資源化

（Recycle（リサイクル））をキーワードとする

循環型社会を形成していくための政策。 

生活道路 

住民の日常生活に必要な身近な道路。 

製造品出荷額 

その事業所の所有する原材料によって製造さ

れたものを、当該事業所から出荷した場合の工

業出荷額。 

 

■た行 

第一次産業、第二次産業、第三次産業 

第一次産業は作物を作ったり、採取する産業

で農業、林業、漁業などが当てはまる。第二次

産業は加工する産業で、工業や建設業などが当

てはまる。第三次産業は第1次産業，第二次産業

のどちらにも当てはまらない産業で、商業、金

融業、運輸業、情報通信業、サービス業などが

当てはまる。 

宅地造成工事規制区域 

宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい

市街地又は市街地となろうとする土地の区域で、

宅地造成に関する工事について規制を行う必要

がある場合に、宅地造成等規制法に基づき、都

道府県知事等が指定する区域。 

地域森林計画対象民有林 

森林法第5条に基づき、都道府県知事が5年ご

とに10年を1期としてたてる地域森林計画の対

象となる民有林。 

地区計画 

生活に密着した身近な区域（地区）において、

土地や建物の所有者など住民が主体となって、話

し合い、考えを出しながら、地区の実情に応じて

つくる計画。生活道路や公園・広場などの配置及

び規模、建築物の高さや壁面の位置等の制限、樹

林地の保全などに関するルールを決めることが

でき、それらを都市計画決定する。 

地方創生 

少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少

に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過

度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環

境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会

を維持していくことを目指すもの。 

低炭素社会 

二酸化炭素の排出が少ない社会のこと。それ

に向けた産業や生活の仕組みの構築が求められ

る。 

デジタルサイネージ 

屋外・店頭・公共空間・交通機関など、あら

ゆる場所で、ディスプレイなどの電子的な表示

機器を使って情報を発信するメディアの総称。 

デマンド型交通 

利用者の事前予約に応じる形で運行経路や運

行スケジュールをそれに合わせて運行する地域

公共交通のこと。 

テレワーク 

ICTを活用した、場所や時間にとらわれない

柔軟な働き方のこと。 

都市型住宅 
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特に定義はないが、本計画では、分譲マンシ

ョン、賃貸住宅など、良質な共同住宅の通称と

して用いている。 

都市機能 

相互に関連して都市全体を構成する各要素の

固有の役割で、基本的な機能としては、居住機

能、産業機能（商業・業務、生産、流通など）、

教育・文化機能、レクリエーション機能、交通

機能、情報・通信機能などがあげられる。 

都市基盤施設 

一般的に道路・街路、鉄道、河川、上下水道、

エネルギー供給施設、通信施設などの生活・産

業基盤や学校、病院、公園などの公共施設のこ

と。 

都市計画基礎調査 

都市計画法に基づき、都市現況及び将来の見

通しを定期的に把握するための調査。 

都市計画区域 

都市計画法という法律によって、都道府県知

事や国土交通大臣が指定するエリアのこと。「市

街化区域」と「市街化調整区域」「非線引き区

域」に分けられる。 

都市計画公園 

都市計画法に基づいて計画された公園。 

都市公園 

都市公園法に基づき、地方公共団体が設置す

る公園・緑地と、国が設置する国営公園、国民

公園がある。 

都市的土地利用 

市街地及びその周辺における住宅地、商業地、

工業地など、都市機能のために用いられる土地

利用。 

土地区画整理事業 

都市計画区域内において、道路、公園等の公

共施設の整備、改善と、宅地の利用の増進を図

るため、土地区画整理法に基づいて、土地の区

画形質の変更や公共施設の整備を行う事業。 

■な行 

南海トラフ 

日本列島の南方100～150kmの海底を、東海地

方から紀伊半島、四国、九州近辺に至るまでの

約700kmに渡って走っている水深4,000m級の深

い溝のこと。ここを震源域として大地震がくり

返し発生している。 

ニーズ 

要求。需要。 

ネットワーク 

物流や情報などの効率的で円滑な動き、流れ

を確保するため、関係のある対象を網目状（体

系的）に連絡させること。 

年間商品販売額 

卸売業または小売業の商業で売り買いされた

物品の1年間の販売額。 

 

■は行 

バイパス道路 

市街地などの混雑区間を迂回、または峠・山

間部などの狭隘区間を短絡するための道路。 

ハザードエリア 

災害ハザードエリア。被災の恐れが大きい区

域であり、「災害レッドゾーン」と「浸水ハザー

ドエリア等」とに二分される。 

ハザードマップ 

自然災害による被害を予測し、その被害範囲

や程度を地図上に示したものです。合わせて、

指定避難所など避難に関する情報も掲載してい

ます。災害が発生する前に、避難などの適切な

行動をとることを目的に作成したもの 

パブリックコメント 

行政手続法に基づく意見公募手続。行政機関

が事前に案を示し、その案について広く国民か

ら意見や情報を募集すること。 

バリアフリー 

高齢者や障がい者等の行動・生活上の障壁を

取り除いた環境。例えば、段差の解消、スロー

プや手摺りの設置、車いす用トイレ、音声案内

など。 

ハード・ソフトの対策（防災） 

ハード対策は、構造物により洪水、高潮、津

波等による外力（ハザード）を制御し、災害を

防止・軽減するもの。ソフト対策は、ハザード

マップの作成や避難態勢の整備、土地利用規制

等により、洪水や高潮等によるハザードが発生

しても人的な被害の発生を防止したり、物理的

https://www.weblio.jp/content/%E5%8D%B8%E5%A3%B2
https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E5%A3%B2
https://www.weblio.jp/content/%E5%95%86%E6%A5%AD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E8%A1%97%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AD%E9%9A%98%E9%81%93%E8%B7%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E8%B7%AF
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な被害を軽減するもの。 

ビックデータ 

さまざまな種類や形式のデータを含む巨大な

データ群のこと。 

広島型ランドバンク事業 

住宅の密集する既成市街地に点在する狭小住

宅や空き地等の未利用ストックについて、隣接

地や前面道路と一体として捉え、小規模での区

画再編を連鎖させて、接道状況や土地形状の改

善を図ることで、市場性のあるストックを生み

出す事業。 

広島市東部地区連続立体交差事業 

広島市東部地区（広島市南区・安芸区、府中

町、海田町）における踏切事故や交通渋滞の解

消による交通機能の強化、一体的な市街地の形

成を図るため、当該地域の鉄道を連続的に高架

化する事業。事業主体は、府中町・海田町区間

は広島県、広島市区間は広島市である。 

プローブデータ 

個別車両の走行履歴情報（走行位置、時間等）

を収集するシステムによって蓄積された走行経

路や走行速度等に関するデータ。 

保安林 

水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防

備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目的

を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知

事によって指定される森林。保安林では、それ

ぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、

立木の伐採や土地の形質の変更等が規制される。 

防火区画帯（延焼遮断帯） 

火災発生時に市街地の延焼を防ぐ空間で、広

幅員の道路、河川、耐火建築物の連続した街区

などで形成される。 

ホームページ 

Webサイト、もしくはそのトップページのこと。

本の表紙や目次にあたる。 

■ま行 

みどりのカーテン 

植物を建築物の外側に生育させることにより、

建築物の温度上昇抑制を図る省エネルギー手法。

またはそのために設置される、生きた植物を主

体とした構造物。 

未利用地 

既成市街地内の更地、遊休化した工場、駐車

場等、有効に利用されていない土地。 

モビリティ・マネジメント 

地域や都市を、「過度に自動車に頼る状態」

から、「公共交通や徒歩などを含めた多様な交

通手段を適度に利用する状態」へと少しずつ変

えていく一連の取り組みのこと。 

 

■や行 

遊休不動産 

企業活動にほとんど使用されていない不動産。 

ユニバーサルデザイン 

年齢や性別、身体的能力、国籍や文化など人々

の様々な特性や違いを超えて、すべての人に配

慮し、すべての人が利用しやすいまちづくり、

ものづくり、仕組みづくりを行おうとする考え

方。 

用途地域 

都市機能及び都市環境の維持増進を図ること

を目的として、市街地における建築物の用途、 

形態、規模等の制限を定めるもの。 

 

■わ行 

ワークショップ 

まちづくりなどにおいて、専門家の助言を受け

ながら、参加者が共同作業を通じて計画づくり

などを行う手法。 
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