
参考資料 参考資料編

 

- 66 - 

 

２）都市計画道路 

本町の都市計画道路の整備状況は、大和橋通り線が改良率 100％となっていますが、他

の 2 路線の改良率は低く、加賀開瀬田口線の改良率が 27.1％、大毛保中開線の改良率が

36.5％となっています。 

また、和木町全体の改良率としては 42.2％となっており、これは山口県全体の改良率

51％、全国平均の改良率 53％よりも低い整備状況となっています。 

 

 

▼都市計画道路整備状況

▼都市計画道路整備状況 

区分 規模 番号 改良延長（ｍ） 改良率（％）
3 4 101 加賀開瀬田口線 和木町和木三丁目9-19番地 和木町瀬田二丁目2-5番地 16 1,070 290 27.1
3 4 102 大毛保中開線 和木町和木四丁目13-11番地 和木町和木三丁目12-9番地 16 960 350 36.5
3 4 103 大和橋通り線 大竹市本町三丁目718番地 和木町和木一丁目2-2番地 16 580 580 100

3路線 2610 1,100 42.2

整備状況幅員（ｍ） 延長（ｍ）路線番号 路線 起点 終点

出展：平成 19 年度都市計画基礎調査
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３）交通量 

本町の自動車交通量は、一般国道 2 号線が平成 17 年には 20,748 台/12ｈと も多く、

次いで一般県道大竹和木線が 5,668 台/12ｈ、一般県道北中山岩国線が 5,435 台/12ｈと

なっています。 

一般県道大竹和木線は、平成 9 年から平成 11 年にかけて交通量が 2,838 台/12ｈ増加

しています。 

 

 

 

▼交通量

平成６年 平成９年 平成11年 平成17年
一般国道２号 和木町和木五丁目 19,820 20,544 20,373 20,748
一般県道　北中山岩国線 和木町和木一丁目 5,842 5,617 5,229 5,435
一般県道　大竹和木線 和木町 232 242 3,080 5,668

出典：道路交通センサス

備　　　　　　　考路　線　名 観測地点名
12時間交通量（台/12h）

▼交通量状況 

出展：平成 19 年度都市計画基礎調査
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４）公共交通 

本町の公共交通機関は、バス交通のみでしたが、平成 20 年に待望の JR 和木駅が開業

し、鉄道の利用が身近になったことから町民の移動手段の幅が広がったと考えられます。

バス交通は、町内循環バス、岩国市営バス、コミュニティバスがあり、町内全域にバス網

が整備されており、町民の主要な交通手段として貢献していると考えられます。 

 

 

▼バス路線

出展：平成 19 年度都市計画基礎調査
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（２）公園・緑地等 

本町の公共緑地は市街化調整区域内に多くあり、53.67ha を有しています。また、そ

の他の緑地は、山林、原野その他これらに類するものが も広い面積を有しており、都市

計画区域内に 607.36ha あります。 

都市計画公園は、蜂ヶ峯総合公園、八幡山公園、坂根児童公園の 3 ヶ所整備されていま

す。蜂ヶ峯総合公園には、弓道場、フィールドアスレチック、テニスコートなどが整備さ

れており、町民の憩いの場、レクリエーションの場、交流の場として活用されています。 

 

▼公園・緑地現

公園番号 公園種別 名称 所在地 面積（ha)
2.2.101 街区公園 坂根児童公園 和木町瀬田二丁目920-1 0.23
4.4.101 地区公園 八幡山公園 和木町大字和木字前山20 8.50
5.5.101 総合公園 蜂ヶ峯総合公園和木町大字瀬田字紺屋作261-1 26.30

▼都市計画公園 

出展：平成 19 年度都市計画基礎調査

▼緑地面積 

 公園、緑地 4.38 31.68 36.06
道海公園等の都市公園以外の公
園を含む

 広場、運動場 1.68 1.91 3.59
 墓　園 0.00 0.00 0.00
 その他 0.00 0.00 0.00
 水　面 2.62 53.67 56.28
 水　辺 0.00 4.61 4.61
 山林、原野その他これらに類するもの 2.30 605.05 607.36
 農地、牧草地その他これらに類するもの 11.41 5.89 17.30
 社寺境内地、墓地その他これらに類するもの 1.76 0.16 1.92
 給排水その他処理施設等の公共公益施設付属緑 0.08 0.00 0.08
 遊園地、私設公園、私設分区園その他これらに類
する民営施設

0.00 75.01 75.01

 共同住宅緑地、工場緑地その他これらに類する施 1.47 0.00 1.47
 学校、企業厚生施設その他これらに類する施設 1.90 0.00 1.90
 林業試験場、農事試験場その他これらに類する試
験場等、研究所

0.00 0.00 0.00

資料：平成19年都市計画基礎調査

備　　　　考

公
共
緑
地

そ
の
他
の
緑
地

市街化区域
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区　　　　分
市街化調整区域

(ha)
都市計画区域

(ha)
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（３）下水道 

本町の下水道事業は、昭和 52 年に和木地区の公共下水道が完成し、昭和 56 年に、瀬

田・関ヶ浜地区においても公共下水道が共用開始され、普及率は 99.5％と高い整備率とな

っています。 

 

 

▼下水道整備状況

出展：平成 19 年度都市計画基礎調査
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（４）公共公益施設等 

行政サービス施設として、和木町役場が町の中心市街地に位置しています。教育施設は、

公立の小学校が 1 校、中学校が 1 校配置されています。幼稚園及び保育園、文化・スポー

ツ施設は町の中心部に集中して配置されています。公民館は、和木、瀬田、関ヶ浜に配置さ

れています。 

  公共公益施設の全体の配置状況を見ると、町の中心市街地に集積していることが分かり

ます。 

 

 

▼公共公益施設整備状況

出展：平成 19 年度都市計画基礎調査

分　　　類 細　分　類 指定主体 指定年月日 名　　　称 種類・規模等 備　考

指定文化財 建造物
県
町

H10．4．14．
H5．2．22．

瀬田八幡宮本殿一棟、（付）棟札一枚 神殿（建築物） 瀬田1-9　瀬田八幡宮

指定文化財 有形民俗文化財 町 H5.2.22 仏像三躯 彫刻 和木1-16　安禅寺

指定文化財 有形民俗文化財 町 H7.3.17 扁額「大瀧山」一面 扁額（歴史資料） 和木1-16　安禅寺

天然記念物 天然記念物 町 H11.10.28 妙見神社の檜一本 樹木 関ヶ浜字妙見308-1　妙見神社

指定文化財 有形文化財 町 H14.2.14 嘉屋文書 古文書 和木2-1-1　和木町

指定文化財 無形民俗文化財 町 H11.10.28 疫神社の厄祓いの祭礼 祭礼 関ヶ浜1-255-1　疫神社

資料：平成19年都市計画基礎調査

▼県・町指定文化財 
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７．文化財等の分布状況 

本町の文化財は、瀬田八幡宮本殿一棟が県指定有形文化財、仏像三体、扁額「大瀧山」一

面が町指定有形文化財に指定されています。 

このほか、数多くの歴史資源が町の中心市街地に分布しています。 

 

 

▼文化財等の分布状況

資料：平成 19 年度都市計画基礎調査


