
広島駅周辺地区まちづくり協議会
2018年度事業実施報告書



（１）広島駅周辺地区まちづくり協議会の概要

■参加会員と活動区域

ワクワクドキドキ
変わるエキマチ
HIROSHIMA

行ってみたい・歩いてみたいと思える
“ワクワクドキドキできるまち”
様々な広がりと新しい発見のある

“変化し続けるまち”
を目指す。

■キャッチフレーズと活動理念

『おもてなしのまち」戦略

『にぎわいあるまち」戦略

『スポーツと健康のまち」戦略

『安全・安心なまち」戦略

初めて訪れた⼈にも、
広島駅周辺を分かりやすく案内する。

新旧の魅⼒を活⽤・発信し、
集客⼒と回遊性を⾼める。

プロスポーツ等を活かした、
スポーツと健康づくりの”聖地”を⽬指す。

住む⼈も訪れる⼈も、
安全で安⼼して過ごせる環境をつくる。

■まちづくりを実現する４つの戦略
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アイケイケイ株式会社
アイスタイル株式会社
株式会社アイディーオー
株式会社イズミ
株式会社エキシティ広島
株式会社エディオン
エネコム
カルビー株式会社 Calbee Future Labo
グローリー株式会社 中国⽀店
コストコ広島倉庫店
株式会社ザイマックス九州
シェラトングランドホテル広島

⼤和ハウス⼯業株式会社
株式会社ビックカメラ
⽇本郵政不動産株式会社
広島駅南⼝開発株式会社
社会福祉法⼈広島市社会福祉協議会
広島テレビ放送株式会社
株式会社広島東洋カープ
広島電鉄株式会社
株式会社福屋広島駅前店
株式会社もみじ銀⾏
三井不動産株式会社
ルネサンス広島ボールパークタウン

公益財団法⼈中国地域創造研究センター
広島県（地域政策局都市圏魅⼒づくり推進課）
広島市（都市整備局、南区）
松原町内会
UR 都市機構⻄⽇本⽀社中国都市再⽣事務所

［正会員 （24 会員／五十音順）］

［特別会員 （5会員／五十音順）］

※2019 年 3⽉末現在



◎協議会によるエリマネ活動をＰＲするためのホームページを開設。
◎フェイスブックも併せて開設し、まちの情報発信も実施。

◆協議会ホームページの作成（2018年11⽉開設） http://www.ekimachi-hiroshima.jp

◎協議会の活動に使⽤するロゴマークを作成。
◎安⽥⼥⼦⼤学造形デザイン学科の協⼒を得て、学⽣によるデザイン案から

会員の投票により選定。

◆協議会ロゴマークの作成（2018年9⽉）

（２）2018年度の活動内容

◎ひろしまドリミネーション2018の広島駅周辺サテライト会場のひとつとして実施。
◎エキキタまちづくり会議、ＪＲが実施するイルミネーションと共通のテーマ（「星に願

いを」）を設定し、広島駅全体の⼀体感をＰＲ。

◆広島駅南⼝地下広場イルミネーション（2018年11⽉9⽇〜2019年1⽉7⽇）
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◎広島駅南⼝周辺やマツダスタジアム周辺の清掃活動を継続的に実施。
・平成30年９⽉︓広島駅南⼝周辺（参加者︓約50名）
・平成31年１⽉︓マツダスタジアム周辺（参加者︓約70名）
・平成31年３⽉︓広島駅南⼝周辺（参加者︓約50名）

◎清掃活動だけでなく、会員同⼠の情報交換や交流の場となるような活動への発展を⽬指
し、３⽉の清掃時は、ルネサンスの協⼒による簡単なストレッチ体操を実施。

◎共通のビブスを制作し、３⽉の清掃活動より着⽤。

◆広島駅周辺 おもてなし⼀⻫清掃
（2018年9⽉、2019年1⽉・3⽉ ※７⽉、11⽉は中⽌）

◎先⾏するエリアマネジメント団体である「博多まちづくり推進協議会」、「WeLove天
神協議会」の２団体を視察。（福岡市）

◎会員10名（事務局2名）が参加。

◆先進地視察（2018年11⽉）

4



◎(株)エル・コが発⾏する地域情報誌「ひろしま駅エリアつうしん」（2019年2⽉創刊）
を通じて情報発信を実施。

◆地域情報誌による情報発信（2019年２⽉〜）

◎広島駅周辺の防災情報を掲載したマップの作成を検討中。
◎公表情報を中⼼に、ベースとなるマップを作成、次年度に情報の追加・更新を⾏い、

ホームページ等で公表予定。

◆防災マップ作成
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◎広島駅まち協議会の活動⽬標や地区の将来像を共有するための活動ビジョンを作成し、
ホームページで公表。

◆まちづくりビジョン作成

◎地下広場等を活⽤した広告事業の社会実験実施に向け実施内容を検討中。
◎事業実施を委託する広告代理店への提案募集を開始するとともに、広島市の「エリアマ

ネジメント活動認定制度」の認定を取得するための準備を開始。
【今後のスケジュール（予定）】

2019年5⽉頃 委託事業者の選定
2019年7⽉頃 エリアマネジメント活動認定の取得
2019年8⽉〜10⽉ 社会実験実施

◆広島駅南⼝地下広場等エリアマネジメント広告事業社会実験

①

①

②

①のイメージ

②のイメージ 6



会議名 開催⽇
（出席者数）

主な議事

設⽴総会 2018.5.16
（21会員、41名）

・協議会の規約(案)の承認について
・会⻑、副会⻑の選任について
・部会の設置及び部会⻑等の選任について
・理事、監事の選任について
・事務局の設置等について
・平成30年度事業計画(案)の承認について

第1回部会 2018.5.16
（21会員、41名）

【運営部会】 ・意⾒交換（⾃⼰紹介）
・運営部会の開催スケジュールについて
・今年度の運営部会の取り組み内容について

【事業部会】 ・意⾒交換（⾃⼰紹介）
・事業部会の開催スケジュールについて
・今年度の事業部会の取り組み内容について

第2回部会 2018.6.21
（16会員、32名）

【運営部会】 ・取り組みの年間スケジュールについて
・広報ツールの作成について
・エキキタまちづくり会議との連携について
・新規会員の⼊会⽅法について

【事業部会】 ・取り組みの年間スケジュールについて
・おもてなし⼀⻫清掃について
・案内マップ、イルミネーションについて
・その他の事業について

第3回部会 2018.8.16
（17会員、32名）

【運営部会】 ・エキキタまちづくり会議との連携協議について
・ホームページについて
・広告社会実験について
・先進地視察について

【事業部会】 ・連携事業ワーキングについて
・案内マップ事業について
・イルミネーション事業について
・おもてなし⼀⻫清掃について
・防災関連の取組について

第4回部会 2018.9.20
（19会員、32名）

・ロゴマークの決定について
【運営部会】 ・まちづくりプランの作成について

・広島駅南⼝地下広場等広告社会実験について
・先進地視察について

【事業部会】 ・イルミネーション事業について
・おもてなし⼀⻫清掃について

第5回部会 2018.10.18
（19会員、35名）

【運営部会】 ・まちづくりプランの作成について
・広島駅南⼝地下広場等広告社会実験について

【事業部会】 ・イルミネーション事業について
・防災マップ事業について

第6回部会 2018.11.15
（17会員、31名）

・ホームページについて
【運営部会】 ・まちづくりプランの作成について

・広島駅南⼝地下広場等広告社会実験について
・先進地視察について

【事業部会】 ・おもてなし⼀⻫清掃について
・防災マップ事業について

◎協議会活動を進めるため、会員総会をはじめとした会議を開催
・会員総会（1回）、役員会（1回）、部会（9回）、その他会議（10回）

◆会議等の開催
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会議名 開催⽇ 主な議事

役員会 2018.12.20
（15名）

・事業の進捗状況について
・収⽀状況について
・意⾒交換
地下広場広告事業社会実験の検討状況について
エキキタまちづくり会議との連携について

第7回部会 2019.1.17
（19会員、30名）

【運営部会】 ・広島駅南⼝地下広場等広告社会実験について
・まちづくりビジョンについて

【事業部会】 ・おもてなし⼀⻫清掃について
・防災マップ事業について

第8回部会 2019.2.21
（21会員、36名）

【運営部会】 ・広島駅南⼝地下広場等広告社会実験について
・まちづくりビジョンについて

【事業部会】 ・おもてなし⼀⻫清掃について
・防災マップ事業について

第9回部会 2019.3.28
（21会員、32名）

【運営部会】 ・広島駅南⼝地下広場等広告社会実験について
・まちづくりビジョンについて
・2019年度事業計画について

【事業部会】 ・おもてなし⼀⻫清掃について
・防災マップ事業について
・2019年度事業計画および事業部会の進め⽅について

※その他会議
・事業毎のワーキング会議︓８回（8/16・9/20・10/10・10/18・12/20・2/21・2/28・3/14）
・エキキタまちづくり会議とのイルミネーション事業連携会議︓２回（9/11・10/11）
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9

約18万⼈

広島駅の1⽇当たり利⽤者数

JR広島駅、広電広島駅の乗降客数の合計

5.4％広域商圏調査の⽀持率
中国新聞社調査

約970事業所事業所数

14施設

帰宅困難者受⼊施設数

広島市HP（JR広島駅周辺地区）

９回コンベンションの開催件数
広島観光コンベンションビューローHP

約5万⼈歩⾏者通⾏量
平⽇6〜24時の歩⾏者通⾏量

約5万件案内所の年間案内件数
広島市調べ

211⽇年間イベント⽇数
約16,000⼈従業者数

経済センサス活動調査（都市再⽣緊急整備地域内）

７ヶ所

約1,500客室
ホテル

旅館業法による許認可ホテル（客室数は各ホテルHP等）

７ヶ所

約70,000㎡
商業施設

全国⼤型⼩売店舗総覧掲載施設（店舗⾯積1,000㎡超）

5ヶ所
約5,700㎡

コンベンション施設

⾯積100㎡以上の会議室を持つ施設（各施設HP）

約223万⼈マツダスタジアムの
プロ野球⼊場者数 ⽇本野球機構HP

数字で⾒る広島駅周辺地区

180万円/㎡地価公⽰価格（商業地）
国⼟交通省地価公⽰（広島駅南⼝）

約5,800⼈⼈⼝

住⺠基本台帳⼈⼝（都市再⽣緊急整備地域内）
約3,200世帯世帯数

広島の陸の⽞関である広島駅（JR・広電）は、1⽇
20万⼈を超える利⽤者があります。

居住者数
タワーマンション等の建設も進み、地区内の居住者
が増えています。

帰宅困難者の受け⼊れに協⼒する⼀時滞在施設とし
て14施設が指定されています。

18施設

AED提供協⼒施設数

広島市HP（都市再⽣緊急整備地域内）

緊急時にAEDの提供可能な「AED提供協⼒施設」と
して18施設が認定されています。 ３ヶ所

「ぴーすくる」のポート数

ぴーすくるHP（都市再⽣緊急整備地域内）

観光やビジネスに利⽤できるシェアサイクル「ぴー
すくる」のポートが設置されています。

南⼝地下広場の利⽤状況
広島駅南⼝に直結する地下広場は、イベントや観光、
通勤・通学などで多くの利⽤があります。企業集積

広島駅に近接した⽴地を活かし、企業の集積が進ん
でいます。


