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地域の個性的な歴史・文化，豊かな自然，

恵まれた交通条件を活かし，すべての人が

生き生きと幸せに暮らせるまちを実現する

ことをめざして、「一人ひとりが輝くまち」

「幸せを実感できるまち」「活力を生み出す

まち」の３要素から構成されるまちづくり

の理念を示すキャッチフレーズとして，

『海・山・空　夢ひらくまち』を定めています。

まちづくりの理念の

実現に向け，本市の特

性を活かした今後のま

ちづくり施策の方向性

を示すものとして５点

の主導的・重点的な構

想を定めています。ま

た，めざすべきまち全

体の目標像として６つ

の地域像を設定し，そ

の実現に向けた取り組

みを推進しています。

三原市は，平成17（2005）年３月22日に，

旧三原市・本郷町・久井町・大和町の１市

３町が合併し誕生しました。

中国・四国地方のほぼ中心部，広島県の

やや東部に位置し，人口は約10万５千人，

温暖・少雨な気候で，南部の瀬戸内海沿岸

地域と北部の山地・丘陵地域が織りなす多

様な自然を有することに加え，縄文・弥

生・古墳時代の遺跡も数多く残されている

歴史あるまちです。

鎌倉時代から戦国時代にかけて，小早川

氏が発展の礎を築いた本地域は，以来深い

繋がりのもとに，工業を中心とした三原地

域，農業を中心とした本郷・久井・大和地

域が，それぞれの特性を活かしたまちづく

りを行い発展してきました。

また，本地域は古くから陸・海の交通の

要衝でありましたが，合併により広島空港，

山陽自動車道，ＪＲ山陽新幹線，ＪＲ山陽

本線・呉線，三原港・須波港などを擁する，

まさに陸・海・空の交通の要衝になりました。

こうした状況の中，本市の将来像である

「海・山・空　夢ひらくまち」の理念を実現

するため長期総合計画を策定し，伝統ある

文化，歴史的建造物，豊かな自然など各地

域の魅力とマンパワーを結集し，だれもが

健康で安心・安全に暮らせるまちづくりに

取り組んでいます。
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構想と施策

人　口
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面　積

105,402人

平成18年

10月31日現在

（外国人含む）

50,569人

54,833人

43,434

471.02H

中国・四国地方における地理的位置

平成18（2006）年4月末現在
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●ＧＩＳ整備事業
土地利用に関する情報等を統合的に管理し，住民との円滑

な情報共有を行うため統合型ＧＩＳ（地理情報システム）を整

備します。

事 業 期 間／平成18年度～平成24年度

●まちづくり支援事業
ＮＰＯ・ボランティア団体等の育成や活動環境を整備する

ため交流会や講演会を開催します。

市民活動団体が行う社会貢献活動に対し助成を行い，自主

的なまちづくり活動を支援します。

●人権教育・啓発の総合的推進
平成17年に策定した「人権教育・啓発推進計画」を効果

的に推進し，住民一人ひとりの人権が尊重され，いきいきと

生活できるまちづくりを進めます。

●人権講演会，研修会の開催

●企業等開催研修会への指導者派遣など

●男女共同参画の環境づくり
男女共同参画社会の実現を図るための環境づくりを推進し

ます。

●男女共同参画計画策定（平成18年度）

●意識啓発のためのセミナー・研修会の開催など

●海外研修等による国際交流の推進
市内の中学２年生（14名程度）をシンガポールに派遣し，国

際化時代に対応する資質の養成並びに国際感覚の醸成を図り

ます。

また，シンガポールからの訪日研修中学生を受け入れ，市内

中学生との交流の機会を提供します。

●訪日交流事業　●海外研修事業

●新庁舎建設事業
現庁舎の老朽化に加え，分庁舎の増加で行政機能が分散し

ている現状から，住民にとって有用な施設となるよう，新庁

舎の整備を推進します。

●市政懇談会の開催
市長と住民が直接意見交換する場として市政懇談会を開催

し，地域の問題や市の将来像などについて率直な意見，要望

などを聴き，市政運営に反映させます。

人と人との温かいふれあいの中で，一人ひとりを大切にする人権尊重の意識が定着するとともに，多様な

主体が自発的にまちづくりに参加する国際性豊かなまちをめざします。

交流会

市政懇談会

まちづくり活動ルーム

いきいきセミナー



●小早川氏城跡保存整備事業
小早川氏城跡の保存整備を行います。

事業期間／平成17年度～平成26年度

●三原城跡整備（天主台周辺）

用地公有化

歴史的景観を基調とした公園整備
●高山・新高山城跡保存・整備

●生涯学習の推進
住民一人ひとりが生涯にわたって自発的に学習を行うこと

ができるよう，学習拠点等の施設整備や指導者の育成など，

生涯学習を推進するシステムづくりを図るとともに，学習の

成果を活かす場の提供に努めます。

●生涯学習推進計画の策定

●生涯学習センター，文化センター，コミセン，公民館な

どでの学習支援

●子どもの読書活動推進計画の策定

●生涯学習市民講座の開催

●老人大学の充実

●生涯学習フェスティバル等の開催

●義務教育施設改築事業
経年劣化した校舎の建替えを行います。

第一中学校／鉄筋コンクリート造　1,729㎡

管理・教室棟　３階建

●学校給食共同調理場建設事業
学校給食共同調理場方式を導入して，安全性と衛生性を確

保し，おいしい給食を提供します。

事 業 期 間／平成18年度～平成20年度

共同調理場／２施設の建設

対　象　校／18校（小学校 11 中学校 ７）

計 画 食 数／約6,000食
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完成予想図

三原城跡

●保健福祉学園都市整備事業
県立広島大学と締結した包括協定に基づき，一層の協力・

連携により，その専門性や資源を活用し地域の振興や活性化

を図ります。

県立広島大学（三原キャンパス）･商工会議所等と連携して

設立した，三原地域連携推進協議会を活用し，地域交流や産

学官連携を促進します。

県立広島大学　三原キャンパス

未来を拓く気概に満ちた人間性豊かな人づくりが展開され，地域への自信・誇り・愛着を持つことができ

る活気のある文化的な生活が営まれるまちをめざします。

新高山城跡（左） 高山城跡（右）

●芸術文化センター建設事業
多様化・高度化している市民の文化活動に対する利用ニー

ズに応えるとともに，文化意識を育む拠点として新しい文化

施設を整備します。

事業期間／平成14年度～平成19年度

建築面積／4,054.03㎡　延床面積　7,421.58㎡

ホール客席数／1,209席
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●子育て支援の充実
安心して子どもを生み

育てることができる社会

をめざして，保育サービ

ス等の充実を推進すると

ともに，子どもが健やか

に育つ環境整備に向けた

地域ぐるみでの子育て支

援体制の充実を図ります。

●放課後児童健全育成事業

児童館・放課後児童クラブの充実
●地域子育て支援センター事業　

親子の交流・子育てサークルの支援
●延長保育事業
●一時保育事業
●障害児保育拠点事業

集団保育が可能な障害児保育の拡充
●保育所統合事業

大和地域５ヵ所の保育所を統合し幼保機能を併せ持つ総

合施設の建設

33
住民一人ひとりの健康で安らかな生活が確保され，すべての人が生涯にわたって幸せを実感し，心豊かに

暮らすことができるまちをめざします。

●健康づくりの推進
住民一人ひとりの健康づくりへの自覚を高め，「自分の健

康は自分でつくる」という意識の定着を図るとともに，関係

機関や関係団体との連携を図り，生活習慣病予防や介護予防

を推進します。

●老人保健事業

健康診査，がん検診，健

康相談，健康教室など
●母子保健事業　

妊婦・乳幼児健康診査，

マタニティスクール，育

児相談，療育相談など
●精神保健福祉事業　

精神保健福祉相談，ボラ

ンティア養成講座，ソー

シャルクラブなど
●健康づくり推進事業

健康づくり推進員の育成、地元の健康づくり自主活動及

び各種サロン活動の促進
●健康みはら21推進事業

保健福祉まつり・朝食コンテスト等の開催，食生活改善

推進員の育成，地域自主活動の支援

●地域福祉システムの充実
地域ぐるみで助け支え合う相互扶助体制の確立に向けて，

住民の地域活動への主体的な参加を促し，住民・行政・関係

団体等の連携を図りながら総合的に推進します。

●在宅要援護者仲間づくり育成事業

「ふれあいいきいきサロン」活動の促進，運営補助

●ボランティア活動促進事業　

情報提供，ボランティアセンター活動の支援

●社会福祉の充実
障害者福祉については，「完全参加と平等」の社会の実現

に向けた総合的な対策を推進します。母子・父子・寡婦福祉

については，生活の安定を図るための社会的・経済的な自立

の支援に努めます。

●障害福祉計画の策定

●障害者自立支援，障害者生活支援

障害福祉サービスの充実，地域における障害者の自立を

支援する地域生活支援事業の推進

●母子・父子・寡婦福祉の充実

経済的自立の促進と相談・支援体制などの整備

●高齢社会対策の推進
高齢者の健康の増進や社会参加を促進するための条件整備

を進めるとともに，保健・医療・福祉が連携した包括的な一

貫サービス提供システムを整備し，保健・福祉サービスの充

実を図ります。

●地域支援事業

地域の高齢者の介護予防，認知症予防事業の実施や，保

健・医療・福祉の向上，生活に必要な援助，支援を包括的に

行う中核機関として，地域包括支援センターを５ヵ所設置

●高齢者健康づくり事業

スポーツ・趣味教養講座，いきいき倶楽部活動など

●介護予防・生活支援事業

ふれあい訪問給食サービス，ふれあい安心電話設置，寝

具洗濯乾燥消毒サービスなど

●敬老事業

敬老祝金，敬老会開催助成など

放課後児童クラブ

保育所風景

「健康みはら21計画」

ふれあいいきいきサロン活動

マップ
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●本郷東本通土地区画整理事業
都市計画道路等の都市基盤施設と併せて，地区の一体的な

整備を行い土地の利用増進を図ります。

事 業 期 間／平成10年度～平成26年度

施 行 面 積／47.8ha 都市計画道路／３路線

街 区 公 園／７ヵ所　 近 隣 公 園／１ヵ所　　宅地造成

●久井簡易水道整備事業
水源を野間川ダムとし，ダム完成（平成24年度予定）をも

って未普及地域へ給水するため，水道施設整備を推進します。

事 業 期 間／平成５年度～平成31年度

計画１日最大給水量／1,680K

●大和第１簡易水道拡張事業
水源を，既設水源と併せて平成21年３月完成予定の福富

ダムの利水権を確保し，椋梨ダムとの利水権交換を行い取水

します。

また，配水管網を整備し，未普及地域の解消を推進し，安

全で良質な水道水を安定的に供給することにより，快適な生

活環境を確保します。

事 業 期 間／平成３年度～平成25年度

計画１日最大給水量／1,380K

●公共下水道の整備
市街地における雨水を排除して浸水を防除するとともに，

日常生活や事業活動で発生した汚水を一括して処理すること

により，川や海など公共用水域の水質の保全と公衆衛生の向

上を図ります。

事業期間　　　平成２年度～平成27年度

整備全体計画面積　　　　3,161.4ｈａ

ポンプ場整備／本郷第２雨水ポンプ場

下北方雨水ポンプ場

新倉雨水排水ポンプ場

●斎場整備事業
社会的環境・需要に対応した施設や設備の整備，管理運営

に努めます。

新斎場建設に向けての用地選定を行い，整備を推進します。

●環境基本計画等の策定
・「地球温暖化対策実行計画」（平成18年度）

「環境基本計画」（平成19年度）策定

環境面（自然環境，生活環境，地球環境，環境保全活動等）

における現況と課題を明らかにし，計画期間内に実施すべき

必要な事項について，総合的・体系的に示します。

●安心･安全なまちづくり事業
・子どもの安全プロジェクト

子どもの安全確保のた

め，家庭・地域・学校・

警察・行政などが一体と

なって，通学路の環境整

備，登下校時の警戒強化，

不審者情報の共有化に取

り組み，安心安全なまち

づくりを推進します。

●浄化場汚泥再処理センター整備
収集人口に対応できる処理能力を有する施設として整備

し，快適な生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ります。

処 理 能 力／140kl/日　　し尿　61.6kl/日

浄化槽汚泥／78.4kl/日
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豊かな自然と美しい景観に恵まれ，自然に優しい環境共生型の生活を実現するとともに，質の高い快適で

安全な居住環境が整備されたまちをめざします。

●循環型社会の構築
循環型社会構築に向け

た住民意識の啓発を進

め，ごみの発生抑制，再

使用，再資源化の３Ｒ運

動を推進し，ごみの減量

化・資源化に取り組みま

す。

●古紙等資源回収事業

資源集団回収団体が行う古紙等の自主回収に対し奨励金

交付

●生ごみ減量化対策事業

コンポスト，電動式生ごみ処理機購入に対し奨励金交付

資源回収活動

整備状況

事業区域

安全パトロール
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●経営体育成基盤整備事業
県営のほ場整備事業により，耕地の大区画化と汎用化を推

進するとともに，農業生産法人を設立し，経営体への農地及

び作業集積による経営基盤の強化と担い手育成を図ります。

事 業 期 間／平成11年度～平成21年度

区　域／久井東地区　　区画整理102ha 暗渠工事 65ha

泉　地　区　　区画整理 34ha 暗渠工事 30ha

●県営かんがい排水事業三河地区
安定した水源を確保するため，土地改良法に基づき，県営

により三河ダム，幹線パイプラインなどのかんがい施設の整

備を行います。

事 業 期 間／平成３年度～平成21年度

１　期　分／ダム本体工事一式　管理道　3,707ｍ

管水路　1,250ｍ　揚水機　１ヵ所

２　期　分／管水路　延長　11km

55

●企業誘致対策事業
市内に工場等を新設し，又は増設する者に対し，奨励措置

を講ずることにより，工場等の立地を促進し，産業の振興と

雇用機会の増大を図ります。

～市内の工業団地～
●三原西部工業団地（小原地区・惣定地区）

●久井工業団地

●大和工業団地

完成予想図

進取・独創の気概に溢れた産業風土の中で，産業活動のグローバル化に対応しながら地域産業が力強く発

展し，活力ある企業等が次々と生まれるまちをめざします。

三原西部工業団地（小原地区）久井工業団地

三原西部工業団地（惣定地区）大和工業団地

●能地漁港整備事業
漁港漁場整備長期計画に基づき，能地漁港の再築を図りま

す。漁港施設の整備とあわせ漁船とプレジャーボート等の分

離収容施設の整備を行い水産業振興を支援します。

事 業 期 間／平成13年度～平成22年度

対 象 地 区／幸崎町能地漁港

外 郭 施 設：防波堤・護岸　水域施設：泊地

係 留 施 設：浮桟橋　埋立：22,000㎡

●中小企業の振興
中小企業における経営の安定・効率化及び技術開発や新製

品・サービスの創出などに対する支援策の充実に努めます。

また，雇用の安定・確保，能力を活かす雇用の促進や，だ

れもが働きやすい雇用労働環境の整備を促進します。

●中小企業金融対策の推進

●Ｊデスクみはら

Ｕターン就職相談会，福祉系就職ガイダンスなど

●新農業水利システム保全
対策事業　沼田東地区

農業用水の効率的利用を図るための施設整備を行います。

老朽化した施設の更新，管理の省力化を図るための管理シ

ステムを構築します。

事 業 期 間／平成18年度～平成22年度

頭首工操作室修繕工事　主幹線用水路改修工事

支線用水路改修工事　延長２km 分水施設　12ヵ所

排水機・樋門等総合管理システム

三原能力開発

支援センター
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●広島中央フライトロード
中国横断自動車道尾道松江線と，広島空港や山陽自動車道

を相互に連絡することにより広島空港の拠点性を高め，沿線

の地域活性化の核となる道

路の整備を促進します。

整 備 区 間
本郷町～大和町
延長 約10km

計 画 区 間
大和町～世羅郡世羅町

●県道三原東城線恵下谷バイパス
三原バイパスや中心市

街地と山陽自動車道三原

久井インターチェンジや

北部各町を結ぶ主要な南

北軸としての路線の改良

整備を促進します。

全 体 延 長／約６km

空港大橋完成予想図

66

●一般国道２号三原バイパス・木原道路
市内の交通渋滞の緩和や良好な都市環境の形成を図るとと

もに，周辺都市の連結を強化するために整備を促進します。

三原バイパス：糸崎町～新倉町　

総延長 9.9km 車線数 ４車線（暫定２車線）

木 原 道 路：三原市糸崎町～尾道市福地町

総延長 3.8km 車線数 ４車線（暫定２車線)

道　の　駅：糸崎町　事業面積　約2,600㎡　

三原バイパス（三原バイパス（9.9km）�

供用区間（供用区間（5.3km）� 整備区間（整備区間（4.6km）�

凡　例�

供用区間�

整備区間�

木原道路（木原道路（3.8km）�三原バイパス（9.9km）�

供用区間（5.3km）� 整備区間（4.6km）�

新倉町ランプ�

中之町ランプ�

時広ランプ�

糸崎町ランプ�

木原道路（3.8km）�

●本郷駅周辺地区整備事業
本郷駅周辺の通勤・通学時間帯の混雑解消や防災上の課題

解決に向けた整備，道路や広場の整備を行います。

事 業 期 間　平成16年度～平成21年度

施 行 面 積　0.48ha

市道４路線　駅舎整備　駅前広場　駐輪場　せせらぎ水路

駅前緑化整備

●広島空港 高度計器着陸施設
（CATⅢａ）整備の促進
広島空港の就航率の向

上と定期便の定時運行を

図るため，高性能の計器

着陸システムの整備を促

進します。

事 業 期 間

平成15年度～平成20年度

産業活動と豊かな生活を支える利便性の高い総合的な交通体系と情報基盤が整備され，これらが効果的に

活用されるとともに，国内外から多くの観光客が訪れ多彩な交流が展開されるまちをめざします。

広島空港

三原東城線・恵下谷バイパス�

バイパス区間バイパス区間�
（約1.2k1.2km）�

現道路部分改良区間現道路部分改良区間�
（約1.8k1.8km）�

バイパス区間バイパス区間�
（約3.0k3.0kｍ）�

全体計画延長全体計画延長�
（約6.0k6.0km）�

三原東城線・恵下谷バイパス�

三原久井Ｉ．Ｃ�

バイパス区間�
（約1.2km）�

現道路部分改良区間�
（約1.8km）�

全体計画延長�
（約6.0km）�

バイパス区間�
（約3.0kｍ）�

恵下谷ランプ�

●観光・交流の活性化
行政と地元関係者が一体となって，観光客のニーズにあった
市内観光地の魅力向上や，観光情報の発信を積極的に実施し，
多くの観光客を誘致でき
る魅力ある観光地づくり
を進めます。

●伝統文化保護育成・祭
りイベント等補助事業

●佛通寺・御調八幡宮周
辺地域の整備

●情報発信・誘客体制の
強化

●尾道糸崎港港湾施設整備事業
松浜地区においては，

三原内港地区に係留する
小型貨物船の収容と，物
流機能の充実強化を図る
ため，港湾施設の整備を
促進します。
貝野地区においては，

港湾工事で発生するしゅ
んせつ土をもって護岸工
事を行い，用地を造成し
ます。

瀬戸内海の多島美

●光ケーブル敷設事業
本郷・久井地域に続き，旧三原市周辺地域，大和地域に光

ファイバー・同軸ケーブルを敷設し，情報通信基盤を整備し
ます。

事業期間／平成18年度～平成22年度

対象地区／木原地区，須波地区，長谷地区，八幡地区，沼田
東地区，小泉地区，沼田西地区，高坂地区，鷺浦
地区，幸崎地区，大和地域

光ファイバー・同軸ケーブル敷設　幹線延長　427.8km
情報センター１ヵ所　連絡線　延長65km

尾道糸崎港港湾整備事業尾道糸崎港港湾整備事業�

貝野地区�

松浜地区�

尾道糸崎港港湾整備事業�
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