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第４章 全体構想 

４-１ 土地利用の方針 

１．基本方針 

本町の土地利用は、海岸部の大規模な工業地帯と国道 2 号沿いの沿道サービス

地、山地の緑地、平地部に形成された既成市街地の４つに大きく分類することがで

きます。 

工業地帯と沿道サービス地においては、円滑な移動の確保と、土地利用の混在の

抑制によって、産業活動に適した土地利用を誘導する必要があります。 

山地の緑地は、本町の市街地における住みやすさの魅力を高める要素であるため、

緑地の保全に向けた積極的な取り組みが必要です。 

限られた平地に形成された既成市街地は、居住環境の向上を図るとともに、商工

住が混在する区域等の見直しを行い、土地利用更新に対応した土地利用の誘導が必

要となっています。 

このような状況を踏まえ、以下の方針に基づいて、利便性に優れた定住文化都市

の形成を進めます。 

 

○商業地や工業地の維持と適正配置による魅力ある産業用地の創出 

○土地の高度利用と居住環境の改善による住みやすい市街地の形成 

○都市機能の集約による文教交流の促進と利便性の向上 

○市街地周辺の緑地の積極的な保全 

 

 

２．土地利用の方針 

（１）商業・業務地 

・ＪＲ和木駅周辺については、町民の生活を支える都市活動の中心的役割を担い、

本町の玄関口となることから、商業・業務機能を中心とした都市機能の集積を

図るとともに、土地の高度利用による都心居住を促進することで、都市拠点と

しての機能を高めます。 

・以前は商店街としての賑わいがあった和木幼稚園周辺は、現在は商業の集積も

少なく、住宅地としての色合いが強いため、用途地域の見直しについて検討し

ます。 

 

（２）沿道サービス地 

・国道２号沿道は、本町で も土地活用が期待できる土地であることから、広域

都市軸の通過交通に対応した沿道サービス施設の立地誘導を図ります。 

 

（３）工業地 

・海岸部の大規模な石油化学コンビナートは、アクセス性の向上や緑地帯の設置

など、良好な産業活動を営むための対応を図ります。 



第４章 第４章 全体構想 

 

- 26 - 

・準工業地域が指定されている地区については、周辺市町との調整を図りつつ、

必要に応じて大規模集客施設の立地制限を検討します。 

 

（４）住宅地 

・和木地区の住宅地については、未利用地の活用や狭隘道路の改善などにより、

魅力ある居住環境の形成を図ります。 

・瀬田地区や関ヶ浜地区の住宅地は、居住環境の維持・改善に努めます。 

・今後新たに開発される一団の住宅地等については、地区計画や建築協定等の導

入を検討し、良好で潤いのある住環境の維持・形成を図ります。 

・市街化区域内の農地については、基本的に宅地としての活用を推進します。た

だし、今後も農地として利用する場合においては、生産緑地地区の活用によっ

て農地の保全を図ることも検討します。 

 

（５）集落地 

・大谷地区の市街化調整区域に形成された集落や関ヶ浜地区の西部に形成され

た工業地については、集落環境の維持・改善を図りつつ、市街地の拡大抑制

に努めます。 

 

（６）緑地 

・本町の約半分を占める緑地については、環境面や防災面における機能を有し

ていることから、積極的な保全を図るとともに、町民や観光客が自然に触れ

あえる場としての活用を図ります。 

・市街地近郊の緑地は、線引き制度の継続により無秩序な市街地の拡大を抑制

するとともに、防災性の向上と緑地の維持・保全を図ります。 

 

３．適正な土地利用の規制・誘導に関する方針 

（１）市街化区域 

・市街地内の良好な居住環境の形成を図るため、指定されている用途地域と現状

の建物に乖離が見られる地区については、適正な用途地域への見直しを図りま

す。 

 

（２）市街化調整区域 

・市街化調整区域は、集約型のまちづくりや市街地と豊かな自然との共生を目指

して、無秩序な開発を抑制します。 

・市街化調整区域での宅地開発は、原則として認めないこととしますが、市街化

区域に近接する区域については、必要に応じて合理的かつ秩序ある土地利用を

許容します。 

・市街化調整区域の良好な土地利用の継続に留意し、地域資源や既存のストック

を活かした土地利用を図ることが望ましい地区においては、地区計画を導入す

ることで一定の建築を許容します。 
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４．市街地整備の方針 

（１）拠点の形成 

・JR 和木駅周辺は、商業施設や業務施設等の都市機能の集積や土地の高度利用

を図るとともに、交通結節機能の強化を図ることで、本町の玄関口にふさわし

い都市拠点の形成を進めます。 

・和木町役場周辺については、公共公益施設の集積を活かし、今後も交流機能の

集約を図りつつ、町民の日常生活における交流の場となる文教交流拠点の形成

を進めます。 

・瀬田および関ヶ浜の市街地については、公民館が地域住民の交流の場であるこ

とから、施設の機能充実を進め、都市拠点や文教交流拠点との連携強化を図る

ことで生活拠点の形成を進めます。 

 

（２）既成市街地の再生 

・長期未着手となっている土地区画整理事業区域では、生活道路の整備が進み、

土地利用の更新が行われていることから、事業の成立性を考慮し、事業区域の

見直しを検討します。見直しにあたっては、地区住民や関係権利者の意向等を

勘案し、区域内における道路や公園等の都市施設の整備による居住性や防災性

の確保を前提として、他の事業手法の導入も視野に入れながら、適正な市街地

整備の方法について検討を進めます。 

・市街地の分断要素となっている引込線跡地については、盛土の除去を前提とし

た土地活用の方策について検討を進めます。 

・瀬田の工業地域では、大規模工場が操業停止となっており、跡地利用の促進を

図ります。 

・建物が密集する防災上問題のある市街地は、建替え促進や生活道路の整備等を

進め、市街地の改善・更新を図ります。 
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４－２ 交通体系の整備方針 

１．基本方針 

本町が魅力ある都市を形成していくためには、町民の生活活動や企業の産業活動

が円滑に行われることが重要であり、特に周辺市町との広域的な連携の強化を図る

ことが、選択される都市の条件となっています。 

このため町内の主要道路を「町外からの交通や通過交通を処理するための広域幹

線道路」と、「町内における生活活動と産業活動の利用を主とする幹線道路」、「地

域住民のみの利用を主とする生活幹線道路」に分類し、それぞれの役割に応じた道

路整備を進めていきます。 

市街地内においては、広域交通の円滑な移動を確保するための幹線道路網を構築

するとともに、住宅地内への通過交通の進入を排除し、ユニバーサルデザインによ

る安全な歩行者空間の確保を進め、町民の利用しやすい道路環境の形成を推進しま

す。 

また、超高齢社会に向けて公共交通機関の利用増加が見込まれることから、駅の

交通結節機能の強化と拠点間を結ぶバス路線の連絡強化によって、公共交通の利便

性の向上を図っていく必要があります。 

利便性に優れた定住文化都市とするため、以下の方針に基づいて交通体系の整備

を図ります。 

 

○生活活動や産業活動を支える広域幹線道路の整備 

○町民の利用しやすい幹線道路網の構築 

○交通結節機能の向上と拠点連携による公共交通の利便性の確保 

 

 

２．道路網整備の方針 

・大竹市や岩国市などの周辺都市を結ぶ国道 2 号の慢性的な渋滞解消を図るた

め、岩国大竹道路の早期完成を促進します。 

・国道 2 号は、瀬戸内工業地帯を結ぶ交通の大動脈であり、近隣市町と一体と

なった広域都市軸を形成していることから、広域幹線道路として位置づけ、道

路機能の強化と円滑な移動の確保に努めつつ、朝夕の慢性的な渋滞を解消する

ため４車線化の整備を推進します。 

・県道北中山岩国線、関関バイパスについては、本町の広域交通の骨格を担う道

路として広域幹線道路に位置づけ、道路機能の強化を図りつつ、円滑な移動の

確保を推進します。 

・都市計画道路大和橋通り線（整備済）と県道大竹和木線、小瀬川沿いの町道宮

ノ下中開線・町道中開沖新開線、および蜂ヶ峯総合公園までの町道については、

町内の生活活動および産業活動を支える幹線道路として位置づけ、道路の機能

拡充と適正な維持管理を行うとともに、公共交通による移動手段の充実を図り

ます。 
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・大竹市とを結ぶ都市計画道路青木線（大竹市決定）については、大竹市との調

整を図りつつ、適正な位置の検討や整備実現に向けた取組みを推進します。 

・地域内の生活を支える主要生活道路については、地域住民と協働しながら、バ

リアフリー化や通学路における安全な歩行者空間の確保に努め、防災上必要な

道路については拡幅等の整備を推進します。 

 

３．公共交通施設整備の方針 

・和木駅は、本町の玄関口であり、町民の公共交通による広域移動の主要施設であ

ることから、パーク＆ライドやサイクル＆ライドの利便性の向上、バス路線との

連携強化などによって、交通結節性の向上を図ります。 

・町民の日常的な移動を支えるバス交通については、市街地内での運行本数の充実、

バスロケーションシステムの導入検討による利便性の向上を推進します。 

・コミュニティバスの運行強化を図ることで、集落の交通手段の確保に努めます。 

・公共交通施設については、誰もが安全で快適に利用できるようユニバーサルデザ

イン化を進めます。 

・都市拠点や文教交流拠点においては、公共交通の利用促進を図るため、駐車場・

駐輪場の整備を推進します。 

 

４．その他の方針 

・総合計画では、都市計画道路の整備推進が位置づけられていますが、山口県が平

成１８年３月に策定した「都市計画道路の見直し基本方針」において、長期未着

手となっている都市計画道路の整備の必要性について検証し、必要に応じて計画

の変更や廃止を行うことが示されており、本町においても都市計画道路の見直し

を検討します。 
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４－３ 都市環境・自然環境の整備方針 

１．基本方針 

本町が魅力ある市街地を形成していくためには、都市環境の整備と自然環境の保

全・活用を積極的に行っていく必要があります。 

都市環境の整備は、市街地における生活活動や産業活動にゆとりと潤いを与える

ための施設整備を進めることであり、公園や河川などの都市施設整備や市街地緑化

や歩行者ネットワークの整備を推進し、市街地内のアメニティの向上に努めます。 

また、公共公益施設については、ユニバーサルデザインによる施設整備や歴史資

源を活用するなど、施設の魅力向上と利便性の確保に努めます。 

自然環境は、市街地を取り巻く緑地や河川の積極的な保全を進めるとともに、そ

の活用を推進します。 

都市環境の魅力向上と自然環境の保全・活用を図るため、以下の方針に基づいて

都市環境・自然環境の整備を図ります。 

 

○生活活動や産業活動にゆとりと潤いを与える都市施設の整備 

○緑地や河川の保全と活用 

○市街地内の緑化の推進 

 

２．都市環境の整備方針 

（１）都市公園の整備 

・蜂ヶ峯総合公園については、町民の日常生活に、広域的なレクリエーション拠

点として機能充実を図るとともに、施設の適正な維持・管理に努めます。 

・八幡山公園および板根児童公園については、近隣住民の憩いの場として、公園

の維持・活用を進めるとともに、公園の利用方法や整備のあり方について検討

を行います。 

・市街地内には、街区公園や地区遊園地が数多く整備されていますが、地域住民

のニーズに応じた施設の再整備や維持管理、活用方策について検討を行い、公

園の有効利用を図ります。 

 

（２）汚水処理施設の整備方針 

・公共下水道は、既に全町における整備が終了しており、施設の適正な維持管理

を進めるとともに、合流式下水道の改善に向けた取組みを推進します。 

 

（３）河川整備の方針 

・本町を流れる小瀬川や瀬田川、関ヶ浜川等の河川は、町内の市街地や集落を繋

ぐ環境軸を形成しているため、河川沿いの遊歩道の整備を推進することにより、

町全域を網羅する歩行者ネットワークを形成します。 

・河川整備にあたっては、河川の水質保全と活用を図るため、多様な動植物の生

態系に配慮し、魚道の確保や多自然型の整備に努めるとともに、防災機能を併

せ持った親水空間の確保を推進します。 
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（４）公共公益施設の整備方針 

・公共公益施設については、歴史資源の活用や町独自の文化や特性に配慮した施

設整備に努めます。 

・誰もが利用しやすいユニバーサルデザインによる施設整備を推進します。 

 

（５）その他の都市施設の整備方針 

・公営住宅や公園、道路などの公共施設については、長寿命化計画の策定や施設

の耐震化を推進します。 

・上水道の施設の更新や耐震化を進めるとともに、安定した給水を維持するため

に簡易水道の統合を推進します。 

・クリーンセンターおよび一般廃棄物 終処分場は、適正な維持管理に努めると

ともに、ごみの減量や分別、リサイクルを進め、施設の延命化を図ります 

・斎場と霊園については、施設の維持管理と効率的なサービス体制の充実を検討

します。 

 

３．自然環境の保全と活用の方針 

・緑地・山地は、町民の日常生活に潤いを与え、多様な生物の生息等に資する貴重

な自然環境であることから、地域地区の指定や見直し等によって緑地の保全を図

ります。 

・蜂ヶ峯総合公園周辺の緑地については、適切な保全を図るとともに、グリーンツ

ーリズムやレクリエーションの空間として活用を促進します。 

・自然環境にやさしいまちづくりを実現するため、太陽光などの自然エネルギーの

活用に努めます。 

 

４．市街地の緑化の方針 

（１）公共施設の緑化 

・市街地内の緑化を推進するため公共施設を中心に積極的な緑化を図り、民間施

設の緑化を先導します。 

・市街地の緑のネットワークを形成するため、地域住民とのパートナーシップに

よる街路樹等の整備と維持管理を推進します。 

 

（２）民有地の緑化 

・都市拠点や文教交流拠点周辺の市街地については、緑化制度等の導入を検討し、

緑豊かな市街地形成を推進します。 

・住宅地においては、住宅団地を中心として緑化協定の締結による緑化の推進を

図ります。 

 

（３）緩衝緑地の設置 

・海岸部の工業専用地域については、隣接する住宅地の生活環境を改善するため、

引込線跡地での緩衝緑地帯の設置を検討します。 
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４－４ 景観形成の方針 

１．基本方針 

本町は、低層の建物からなる市街地景観、海岸部の工業地景観や国道 2 号沿い

の沿道景観、小瀬川沿いの河川景観、山筋の集落景観、山地の緑地景観など様々な

景観要素を有しています。 

景観は、都市をイメージさせ、町民の誇りや愛着を醸成する重要な要素であるこ

とから、景観の創出に向けて住民と行政が一体となって取り組んでいく必要があり

ます。 

本町は、町を印象づける景観づくりに努め、町のアイデンティティの創造に向け

た公民協働による取り組みを行っていく必要があります。 

このため、以下の方針に基づいて町民と一体となって取組んでいきます。 

 

○まちの様々な景観要素の活用 

○まちを印象づけるアイデンティティの創造 

○町民と行政が一体となって取組む景観まちづくりの推進 

 

 

２．市街地における景観形成の方針 

（１）拠点の景観形成 

・都市拠点については、本町の玄関口にふさわしい景観形成を図ります。 

・文教交流拠点については、本町の風情と文化を感じることができるまちなみ景

観の形成を推進します。 

 

（２）沿道商業地、臨海工業地の景観形成 

・国道 2 号沿道等については、広域交通の主軸であるため、本町のイメージを

印象づける場所であることから、屋外広告物等に関する規制を検討し、秩序あ

る沿道景観の誘導を推進します。 

・臨海工業地については、工業地のイメージ向上と公害防止を図るため、緑地帯

などの整備によるまちなみ景観の形成を推進します。 

 

（３）市街地の景観形成 

・住宅市街地については、地区計画や建築協定等の制度を活用し、良好な市街地

景観の形成を図ります。 

 

３．景観形成の推進に向けた取組 

・地域の景観を守り育てていくためには、地域住民や企業がまちの魅力を共有認識

し、それぞれが自ら行動していくことが重要であるため、景観に対する意識啓発

や人 材育成の取組みを推進します。 
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４-５ 都市防災の方針 

１．基本方針 

本町の市街地は低平地であり、市街地の大半が浸水の可能性のある場所として指

定されており、JR 山陽本線沿いは浸水が 1.0～2.0ｍの区域もあります。 

丘陵地では、がけくずれ、地すべりも発生しており、市街化区域内でも 1 件発

生しています。また、岩国活断層系大竹断層の存在や、東南海・南海地震の発生も

懸念されていることから、災害の発生防止に努める必要があります。 

このような状況を踏まえ、災害の発生を未然に抑止し、また災害が発生した場合

には、被害を 小限に抑えることが可能な都市づくりを進めます。 

 

○災害の発生を抑制する都市施設、市街地の整備 

○防災意識の啓発と自主的な取組みの推進 

 

２．都市防災の方針 

（１）自然災害の発生抑止 

・水害の発生を抑止するため、河川の護岸整備による治水機能の強化を図りつつ、

雨水流出抑制のための施設整備に努めます。また、沿岸部や小瀬川河口につい

ては、高潮等による被害発生を抑止するため、護岸や港湾施設の整備を促進し

ます。 

・土砂災害の発生を抑止するため、土砂流出や土砂崩壊のおそれがある地区や、

過去に災害が発生した地区等における土砂災害警戒区域等の指定を進め、危険

性の周知や避難体制の確立、開発の抑制を図ります。 

 

（２）災害に強い市街地の形成 

・建物が密集する地区等については、市街地整備の推進による防災性の向上を図

り、地震や火災に強い市街地づくりを進めます。 

・震災時における建築物等の倒壊を防止するため、公共施設を中心として老朽建

築物や旧耐震基準の建築物の診断及び改修を進め、避難場所周辺や避難路の建

築物の耐震性の確保に努めます。 

・大規模な都市公園等については、災害時の避難場所として活用するため、防災

機能の充実と災害支援物資の備蓄などについて検討します。 

・災害時の救援活動を迅速に実施するための道路網の整備を推進します。 

 

（３）都市防災に対応するための意識啓発と自主的な取組みの推進 

・ハザードマップ等の防災情報の周知を図るとともに、自主防災組織の育成・強

化を図ります。 

・地域住民による主体的な防災活動を支援し、地域コミュニティの底上げによる

防災体制の確立を図ります。 
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４－６ 中心市街地における重点施策の方針 

１．土地利用の重点施策 

（１）ＪＲ和木駅周辺の都市拠点の形成 

・JR 和木駅周辺は、第１種住居地域に指定されていますが、商業業務地として

の土地利用を誘導するため、商業系用途地域への転換を検討します。 

・駅舎内に設置された交流プラザの利用促進を図るとともに、町民利便施設の導

入を検討するなど、駅周辺の都市機能の集積を推進します。 

・駅周辺については、駐車場の確保と既設の自転車駐輪場の維持管理に努め、交

通結節機能の強化を推進します。 

 

（２）町役場周辺の文化交流拠点の形成 

・町役場周辺の公共公益施設の集積を活かし、共同駐車場の設置や町内イベント

の開催、新たな文化施設の導入など、利便性の高い公共空間としての整備を推

進します。 

・町民の利便性を確保するため、各拠点間を結ぶ公共交通機関の連携強化と歩道

ネットワークの形成を図ります。 

 

（３）引込線跡地の活用 

・廃線となった引込線（工業地に通ずる貨物専用支線）の跡地については、盛

土の除去を行い、生活道路と歩道を設置し、宅地としての活用を検討します。 

 

（４）大規模遊休地の活用 

・瀬田の大規模工場の跡地については、今後の土地活用を検討するとともに、

工業地域から住居系用途地域への転換の可能性についても検討を行います。

また、市街地の中心部に立地する民間企業所有の大規模な社宅や大規模民地

などは、将来的に大規模な遊休地となる可能性があるため、今後の土地活用

について企業との調整を図りつつ、民間活力を活かしやすい市街地環境の形

成に努めます。 

 

（５）市街地内の居住環境の整備 

・長期未着手の土地区画整理事業区域内では、既に生活道路の整備や土地利用

の更新が進んでいることから、事業の見直しについて検討を進めます。 

・歩いて生活できる良好な居住環境を創出するため、通学路を中心とした歩道

整備を推進します。 

 

（６）国道２号の沿道利用の推進 

・国道２号沿道については、町内で も土地活用の可能性の高い地区であるた

め、沿道サービス施設を中心とした企業立地を促進します。 

 

（７）ＪＲ和木駅周辺および国道２号沿いの未利用地の活用と高度利用の推進 

・JR 和木駅周辺と国道２号沿線については、生活利便性の高い地区として、

未利用地の活用と中高層住宅の立地促進による土地の高度利用を図ります。 

 

（８）蜂ヶ峯公園の利用促進 

・蜂ヶ峯公園については、施設の充実と適切な維持管理による公園の利用促進を

図りつつ、アクセス道路の機能強化に努めます。 
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２．土地利用の重点施策 

（１）幹線道路の整備促進 

・国道２号線は、朝夕の慢性的な渋滞解消のため、４車線化の整備を推進します。 

・中心市街地内道路網の骨格を担う幹線道路のうち、小瀬川沿いの県道大竹和木

線、町道宮ノ下中開線、町道中開沖新開線については、町内の生活活動および

産業活動を支える幹線道路として、道路の機能拡充と適正な維持管理を行うと

ともに、公共交通による移動手段の充実を図ります。 

 

（２）大竹市との調整 

・本町と大竹市を結ぶ都市計画道路青木線は、大竹市が都市計画決定した都市施

設であることから、大竹市との調整を図りつつ、適正な位置の検討や整備実現

に向けた取組みを推進します。 

 

（３）生活道路の整備 

・主要生活道路については、地域住民と協働しながら、バリアフリー化や通学路

における安全な歩行者空間の確保に努め、防災上必要な道路については拡幅等

の整備を推進します。 

 

（４）都市計画道路の見直し 

・山口県の「都市計画道路の見直し基本方針」に基づき、長期未着手となって

いる都市計画道路については、整備の必要性について検証を行うこととし、

その検証結果に基づいて今後の都市計画道路の取り扱いを定めます。 

 

３．その他の重点施策 

（１）防災性の高い市街地の形成 

・水害の発生を抑止するため、河川の護岸整備による治水機能の強化を図ります。

また、小瀬川河口については、高潮等による被害発生を抑止するため、護岸の

整備を促進します。 

 

（２）小瀬川沿いの歩行者ネットワークの形成 

・小瀬川沿いについては、遊歩道の整備の推進による歩行者ネットワークの形成

を推進します。 

 

（３）市街地内の景観形成 

・都市拠点については、本町の玄関口にふさわしい景観形成を図ります。 

・文化交流拠点については、本町の風情と文化を感じることができるまちなみ景

観の形成を推進します。 

・国道 2 号沿道は、屋外広告物等に関する規制を検討し、秩序ある沿道景観の

誘導を推進します。 

 

（４）緩衝緑地の設置 

・海岸部の工業専用地域については、隣接する住宅地の生活環境を改善するた

め、引込線跡地などでの緩衝緑地帯の設置を検討します。 
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第５章 都市計画マスタープランの実現に向けて 

５-１ 今後の都市計画マスタープランの取組み方針 

和木町都市計画マスタープランは、本町の将来像を掲げ、都市計画に関する基

本的な方向性を示していますが、今後はこの都市計画マスタープランに基づいた

具体的な取り組みが必要となります。 

このため、以下のような取り組み方針に基づいて、都市計画マスタープランの

周知と住民主体のまちづくりを進めます。 

 

１．都市計画マスタープランの積極的な周知と目指すべき将来像の共有 

協働のまちづくりを推進するためには、まちづくり計画や制度に対する住民の

理解と協力を得ることが不可欠であり、更には、まちづくりの課題や目指すべき

将来像を住民と共有することが大切です。 

このため、行政は都市計画マスタープランの積極的な周知に努め、住民や各種

団体との対話を進めながら、まちづくりの実現に向けた取り組みを行います。 

 

２．住民発意によるまちづくり活動の支援 

これまでは、行政が主体となってまちづくりを進めてきましたが、厳しい財政

事情によって行政主導によるまちづくりの取り組みが非常に困難な状況にあり、

行政は住民主体で行われるまちづくり活動を法制度や活動支援によってサポート

する役割に移行しつつあります。 

まちづくり活動のサポートは、まちづくり協議会などの組織の立ち上げや運営

にあたっての情報提供や助言、専門家の派遣などを行うとともに、必要に応じて

事業化に向けた各種調査や計画づくりを行い、地域住民の意向に沿った法制度の

活用等を図ります。 

また、まちづくりには、地域のまちづくりの中心となるリーダーの存在が不可

欠であることから、各種団体等を通じて人材の発掘と育成に取り組みます。 

 

３．マスタープランの適切な管理と見直し 

この都市計画マスタープランの方針に基づき、各種の制度や事業を活用しなが

ら進めていくこととなりますが、本マスタープランの目標年次である平成 42 年

までには、町民生活や産業活動などの社会情勢や行財政運営のあり方などが、さ

らに大きく変化することが予想されます。 

こうした社会の動向に柔軟に対応していくためには、中間年次である平成 32

年を基本として、必要に応じて都市計画マスタープランの見直しを行う必要があ

ります。ただし、状況の変化等によってやむを得ず各種方針の変更が必要となる

場合も考慮し、随時変更を行うことを妨げるものではありません。 
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５-２ 各種制度の活用 

「和木町都市計画マスタープラン」に掲げた方針は、都市計画法をはじめとする関

係法令の制度を活用しながら実現に向けて取り組みます。これらの制度活用では、

都市計画の決定・変更手続きが必要な場合がありますので、法的手続きも併せて

行います。 

 

１．都市計画法に基づく制度 

（１）区域区分の適用 

区域区分とは、都市計画区域を“優先的に市街化を図る区域”と“市街化を抑

制する区域”とに区分することにより、農地や森林の保全を図るとともに、無秩

序な市街地の拡大・拡散を防止し、計画的な市街地形成を図るための制度です。 

本町は、岩国都市計画区域に区域区分が適用されており、今後も農林業との調

和を図りつつ、都市の健全な発展をめざしていくため、引き続きこの制度を維持

していくこととします。 

（２）地域地区の指定・見直し 

地域地区は、都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物等

について必要な制限を課すことにより、土地の合理的な利用を図るもので、代表

的なものとして用途地域があります。 

特別用途地域は、用途地域と併せて、特別の目的のために用途地域の規制等を

条例により強化または緩和することができます。 

今後は、都市計画マスタープランに描かれた将来像の実現をめざし、土地利用

の規制や誘導、純化を図るため、地域地区や特別用途地区等の指定・見直しを進

め、良好な市街地の形成に努めます。 

（３）都市施設 

都市施設とは、道路、公園、下水道、処理場等、円滑な都市活動を支え、都

市生活者の利便性の向上を図り、良好な都市環境を確保するために必要な施設

のことで、都市計画法で規定されています。 

今後は、都市計画マスタープランの方針に従い、必要な都市施設の計画決定

を行うとともに、既存の施設の有効利用を図っていきます。 

また、長期に渡って事業未着手となっている都市計画道路等の都市施設につ

いては、その必要性や実現性を適正に評価し、事業の推進若しくは計画の見直

しを図っていきます。 
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（４）市街地開発事業 

市街地開発事業は、土地区画整理法による土地区画整理事業や、都市再開発法

による市街地再開発事業等、面的一体的な整備によって市街地環境を改善し、又

は新たな市街地形成を図る事業です。 

本町では、防災上問題のある市街地環境の改善を図る場合等において、市街地

開発事業の活用を検討します。また、長期に渡って事業が進んでいない土地区画

整理事業については、事業のあり方を見直し、また他の手法も視野に入れながら、

地区の実情に合った市街地整備を推進します。 

（５）地区計画 

地区計画は、生活に密着した身近な地区における良好な都市環境を形成する

ために、地区の将来像、建物の用途や建て方、道路や公園のつくり方等につい

て、住民合意のもと、地区の特性に応じた必要なルールを定めるものです。 

なお、市街化調整区域においては、周辺環境に配慮しながら良好な居住環境

の維持・形成を図る観点から、公共施設や排水設備等の必要な施設の整備を義

務付ける等、地区計画の運用基準の策定を検討します。 

 

【参考】地区計画で定められるルール 

 地区施設（生活道路、公園、広場、遊歩道等）の配置  

 建物の建て方やまちなみのルール（用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規

模、セットバック、デザイン、生垣化等） 

 保全すべき樹林地等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省資料 

 

（６）建築協定 

建築協定は、住宅地等の良好な環境を形成するため、建築基準法にもとづき、

住民が全員の合意により、建築物に関する基準（用途、敷地、形態・意匠等）

を定め、守ることを約束しあう制度です。 

歴史的な趣のあるまちなみを保全していくことが望ましい地区や、市街化が

進みつつある地区における秩序あるまちなみ形成を図る場合等において、建築

協定の締結を地域住民とともに検討していきます。 
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２．その他法令に基づく制度 

（１）都市再生整備計画（旧まちづくり交付金事業） 

都市再生整備計画事業は、平成 14 年に制定された都市再生特別措置法に基づ

く事業で、近年の急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に

対応するため、都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図り、都市の再生

の推進に関する基本方針等について定めるとともに、都市再生緊急整備地域にお

ける市街地の整備を推進するための交付金制度です。事業実施にあたっては、市

町村が都市再生整備計画を作成し、国に申請を行います。 
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（２）景観計画 

景観計画は、景観法に基づき景観行政団体が定めることができる良好な景観の

形成に関する計画です。 

景観計画を策定すると，景観計画区域内における建築物の建築等の行為を届

出・勧告により緩やかに規制できるほか、景観重要建造物や景観重要公共施設の

指定、景観協定等、景観法に規定する制度が活用できることとなります。 

現在は、県が定める「山口県景観ビジョン（平成 17 年 3 月）」の方針に基づ

き景観誘導を行っていますが、今後は本町の景観形成に向けた取り組みも検討し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）緑の基本計画 

緑の基本計画は、都市緑地法に基づき市町村が策定する「緑地の保全及び緑化

の推進に関する基本計画」のことで、都市における緑地の適正な保全と緑化の推

進方策に関する目標や講ずる施策について、総合的かつ体系的に定めるものです。 

市町村は、緑の基本計画に定めた将来像、目標、施策などに基づき、総合的、

計画的に緑地の保全及び緑化推進を図ることができます。 

 

 

 

 

出典：国土交通省資料

準景観地区
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５-２ 協働のまちづくりの推進 

都市計画マスタープランに掲げる将来像や各方針を実現していくためには、町民、

まちづくり団体・NPO、企業等と行政が目標を共有し、各々が適切な役割分担の

もとに協力し合う｢協働｣によるまちづくりを推進していくことが重要です。 

したがって、行政だけの取り組みにとどまらず、町民や企業、まちづくり団体等

がそれぞれの役割に応じた取り組みに努め、公民一体となったまちづくりを進めて

いく必要があります。 

 

１．町民の役割 

町民は、行政が進めるまちづくりに対する理解や協力にとどまらず、生活の場で

ある地域活動への参加をはじめ、地区計画などまちづくりに関するルールづくりと

その遵守等により、地域環境の保全及び改善に主体的に関わっていくことが大切で

す。 

また、協働によるまちづくりの推進に向けて、都市計画マスタープランをはじめ

とする各種行政計画への意見やアイデアの提供、都市計画の提案制度などの活用に

より主体的にまちづくりに関わっていくことが期待されます。 

 

■都市計画の提案制度 

平成 14 年の都市計画法の改正により、土地所有者やまちづくり NPO 等による

都市計画の提案制度が創設されました。 

この制度は、土地所有者等が、一定規模以上の一団の土地について、土地所有者

の 3 分の 2 以上の同意等一定の条件を満たした場合に都市計画の提案をすること

ができる制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５章 第５章 都市計画マスタープランの実現に向けて 

 

- 46 - 

２．まちづくり団体・NPO の役割 

まちづくり団体・NPO は、営利を目的としない自発的・自主的な活動を軸とす

ることにより、企業や行政では行うことができない分野及び内容の活動を行い、多

様な組織体制のもと、まちづくりの推進、環境の保全、地域の安全活動等、多方面

にわたっての活動を展開しています。 

今後も、これらの団体の役割は重要性を増していくことが考えられ、それぞれの

活動を通してまちづくりに貢献していくことが期待されます。 

 

３．企業等の役割 

企業は、事業活動等を通して地域の産業や経済の発展に貢献するとともに、必要

な情報を積極的に公開し、地域住民との信頼に基づいた協力関係を構築することが

重要です。 

また、専門的な知識や技術の活用及び所有する土地や施設の活用等を通し、地域

の一員として、行政や町民が進めるまちづくり活動への積極的な参加・協力が期待

されます。 

教育・研究機関に対しては、専門知識や人材等を活用し、まちづくりに関する調

査・研究、町民や行政等への助言、まちづくり活動への協力等を行うことが求めら

れます。 

 

４．町（行政）の役割 

企業は、事業活動等を通して地域の産業や経済の発展に貢献するとともに、必要

な情報を積極的に公開し、地域住民との信頼に基づいた協力関係を構築することが

重要です。 

また、専門的な知識や技術の活用及び所有する土地や施設の活用等を通し、地域

の一員として、行政や町民が進めるまちづくり活動への積極的な参加・協力が期待

されます。 

教育・研究機関に対しては、専門知識や人材等を活用し、まちづくりに関する調

査・研究、町民や行政等への助言、まちづくり活動への協力等を行うことが求めら

れます。 
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５-４ 実現化プログラム 

都市計画マスタープラン策定後、町民や関係団体、行政機関へ公表・周知し、

都市づくりの実現のための取組を進めていきます。 

都市計画マスタープランは、概ね 20 年先を見据えた長期的な方針ですが、重

点施策等の優先度の高い事業等については、速やかに取り組む必要があります。 

以下に、都市づくりの実現化に向けた概ねの整備プログラムを示します。ただ

し、都市計画事業は町民と一体となって実現化に向けた取組みを行うものが多く、

関係機関との調整なども必要であるため、必ずしも予定通り進捗するとは限りま

せん。 

 

短期（5年未満） 中期（10年未満） 長期（20年未満）

JR和木駅周辺の都市拠
点の形成

町役場周辺の文教交流
拠点の形成

引込線跡地の活用

大規模工場跡地の活用

市街地内の居住環境の
整備

国道2号の沿道利用の推
進

未利用地の活用と高度
利用の推進

蜂ヶ峯公園の利用促進

幹線道路の整備推進

都市計画道路青木線の
整備推進

生活道路の整備

都市計画道路の見直し

公共交通の整備・充実

その他都市施設整備

防災性の高い市街地の
形成

小瀬川沿いの歩行者ネッ
トワークの形成

市街地の景観形成

緩衝緑地の設置

重点施策

土
地
利
用

都
市
施
設

そ
の
他

事業計画の作成 事業化推進

事業計画の作成 事業化推進

ソフト面の対応 アクセス道路の整備

権利者合意形成　　　・　　　都市計画変更手続き

用途地域の変更等 事業化推進

関係機関協議 事業化推進

合意形成 事業化推進

公共施設の建替え時期等における立地誘導

用途地域の変更、共同建替え・高度利用等の推進

公共交通の整備・充実

歩行者ネットワークの形
成

関係機関協議 事業化推進

地権者等との協議、地区計画等の作成、道路等の整備

４車線化の推進、関係機関協議、権利者への意識啓発

関係機関協議、事業化推進

関係機関協議、事業化推進

地権者等との協議、地区計画等の作成、道路等の整備

地権者等との協議、地区計画・建築協定、景観計画等への取組み
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５-５ 都市計画マスタープランの管理と見直し 

今後の都市づくりは、この都市計画マスタープランの方針にもとづき、各種の

制度や事業を活用しながら進めていくこととなりますが、進捗状況を定期的に整

理し、適切な管理を行っていきます。 

また、都市計画マスタープランは、長期的な方針であることから、法制度の改

正、人口・産業動向等による社会経済情勢の変化及び住民の意向等を踏まえ、課

題への対応策の評価や新たな問題等を整理することで、適切な改善・見直しを図

っていく必要があります。 

このため都市計画マスタープランは、概ね 10 年後となる中間年次（平成 32

年）に抜本的な見直しを行うこととしますが、社会情勢等の変化によってまちづ

くりの方針を変更すべき事象が生じた場合には適宜見直しを行うものとします。 

 


