
参考資料編 参考資料 

 

- 73 - 

 

８．防災 

本町の中心市街地は低平地であり、多くの区域が浸水の可能性のある場所として指定され

ています。特に、JR 山陽本線沿いには浸水が 1.0～2.0ｍの区域もあります。 

また、過去に山間地でがけくずれ、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。 

 

 

 

▼災害危険箇所・

出展：和木町都市建設課資料
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９．地価 

本町の地価は、瀬田二丁目においては、上昇していますが、他の地点では、下落しており、

特に和木四丁目、五丁目においては、価格変化が 79.7％となっています。 

 

 

 
▼地価の変

▼地価分布

出展：平成 19 年度都市計画基礎調査

土地利用 建物用途 法規制
1995年 85,000 中規模一般住宅が多く、社宅等も混在する地域 二種住専
2000年 85,500 100.6
2005年 102,000 119.3
1995年 116,000 中規模一般住宅が多く、空地も残る地域 住居
2000年 116,000 100.0
2005年 92,700 79.9

和木五丁目１－９ 1995年 93,800 一般住宅、アパート等が見られる住宅地域 住居
2000年 118,000 125.8
2005年 94,100 79.7
1995年 137,000 小売店舗等の建ち並ぶ商業地域
2000年 124,000 90.5 店舗併用住宅と一般住宅が混在した近隣商業地域

和木一丁目３２８－２ 2005年 113,000 91.1 店舗、銀行、住宅等が混在する普通商業地域 住宅 二種中高層
1995年 12,900 農家、一般住宅が混在する山間の小集落地域

2000年 13,500 104.7 農家住宅が建ち並ぶ山間の既成住宅地域

2005年
1995年 110,000 住居
2000年 111,000 100.9
2005年 90,000 81.1
1995年 97,600 住居
2000年 97,600 100.0
2005年 80,000 82.0
1995年 61,000 二種住専
2000年 62,000 101.6
2005年 56,200 90.6

資料：平成19年都市計画基礎調査

二種中高層
8 関ヶ浜一丁目３－４ 一般住宅が立地する旧山陽道往還沿いの住宅地 住宅

一種住居

7 和木五丁目６－３０ 周辺に工業施設や商業施設が立地する住宅地域 住宅
二種住居

6 和木三丁目４－２８ 一般住宅、アパート等が見られる住宅地域 住宅

近商

5
住宅 調整区域

瀬田字峠の下125

一般住宅等が建ち並ぶ利便性の良い住宅地域

4 和木二丁目12-38 店舗兼住宅

年度

一種住居

3 住宅
和木四丁目１－１３ 住宅、アパート等が建ち並ぶ町道沿いの住宅地域 一種住居

2 和木一丁目８－２６－４ 住宅

価格（円／㎡） ５年間の
価格変化

土地利用の状況

1 瀬田二丁目６－７ 住宅一般住宅のほかに社宅等が見られる住宅地域 二種中高層

調査地点
番号

地番又は住居表示
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参考―３ 上位・関連計画の把握 

１．第 4 次総合計画  

（１）町の将来像 

   和木町の地域特性を生かしたうるおいのある豊かなまちを構築し、快適な生活環境のも

とであたたかい心のきずなで結ばれたまち、産業や教育・文化の息づくまちを創りあげる

ため、本町の将来像を以下とする。 

 

『緑の風薫る文化のまち和木町』 
 

 

（２）まちづくりの基本目標 

【町民と共に創るまちづくり】 

 地方分権の進展と全国的に市町村合併が進んだ中で、単独町制を選択した本町は、行

政のみならず、すべての町民がいかに「ふるさと和木町」を創りあげていくかを考え、共

に行動しなければならない。 

これからは、行政と町民が「自己決定・自己責任」という地方分権時代の大原則の下、

共に創るまちづくりをめざす。 

 

【ふれあいあふれるまちづくり】 

 地域におけるコミュニティの充実や地域活動の活性化等を総合的に推進するとともに、

若年層を中心とする人口定住対策の推進や交流人口の拡大を図ることにより「来てよかっ

た、また来たくなるまちづくり」を進め、ふれあいあふれるまちづくりをめざす。 

 

【活力に満ちたまちづくり】 

 JR 和木駅の設置を 重要課題と位置づけ強力に推進するとともに、駅の設置効果を

大限に生かせるよう駅を中心とした、交通システムの確立を図ることにより、商業の活

性化を図る。また、本町の特性や資源を生かした特産品の開発や産業の活性化を図り、多

様で魅力ある就業の場を確保することにより、活力に満ちたまちづくりをめざす。 

 

【健やかに暮らせるまちづくり】 

 これから加速度的に増え続ける高齢者に対応するため平成 18 年 3 月に作成した「和

木町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき体制整備を図る。また、障害者

などの社会的弱者はもとより、全ての町民が生きがいを持って生活することができるよう、

また、多様化する福祉ニーズに対応したきめ細かい福祉サービスを進める。 

 長寿命化、高齢化が進行する中で、生涯を通じた保健・医療・介護サービスの充実を

進めることにより、健やかに暮らせるまちづくりをめざす。 
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【安全で快適なまちづくり】 

 だれもが来て、住みたくなるような魅力的なまちとするため、住宅対策、環境衛生対

策、防災対策等の推進による生活環境の充実を進める。また、計画的な土地利用による良

好な市街地や道路網等の都市基盤の整備を進めることにより、安全で快適なまちづくりを

めざす。 

 

【豊かな心を育むまちづくり】 

 町民個人の個性、能力やライフスタイルに応じた多様な学習の機会を提供することに

より、生涯学習社会の構築を図る。 

また、自ら学んだ学習成果を発表する場や活用する機会を拡充することにより、自らの

生きがいや豊かな心を育むまちづくりをめざす。 

  

 

（３）人口目標 

平成 27 年（2015 年）  7,500 人 
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２．岩国都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（１）都市づくりの基本理念 

 

県境を越えた連携による、新たな魅力を創り出す交流都市づくり 

 

○自然・歴史などの郷土資源を活かした魅力ある都市空間の創出を図り、山口県東部の玄

関口にふさわしく、人と環境に優しい都市づくりを進める。 

○街並みの個性を活かした中心市街地の再構築と活性化を図るとともに、既成市街地の魅

力の向上と郊外部での市街地拡大を抑制し、魅力ある都市機能の集積したコンパクトな

都市づくりを進める。 

○広域的な交流を支える都市ネットワークの形成を図り、山口県東部の拠点都市として、

周辺市町村と連携しながら、人・物・情報が交流する活力ある都市づくりを進める。 

○住民と行政がそれぞれの役割と責任を分担しながら、協働して地域特性を活かした個性

豊かな都市づくりを進める。 
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参考－４ 用語解説 

 

あ行 

【アイデンティティ】 

自己が環境や時間の変化にかかわらず、連続する同一のものであることを意味する

が、ここでは町の個性や他にない魅力を表現している。 

 

【アメニティ】 

居住環境の快適性を意味し、歴史的環境や自然景観などにも配慮した総合的な住み

心地の良さを表現するもの。 

 

【沿道サービス施設】 

主に車による集客を対象とした広い駐車場を有する商業・業務施設で、交通量の多

い幹線道路沿道に多く立地する。 

 

【屋外広告物】 

看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に

掲出又は表示され、屋外で公衆に表示されるもの。 

 

か行 

【キスアンドライド】 

自宅から公共交通機関の乗降所まで自動車等で家族に送り迎えをしてもらう通勤・

通学形態のこと。 

 

【既存ストック】 

既に整備された道路や橋、公共建造物などの公共施設のこと。財政が逼迫する今日

においては、既存ストックの活用による公共投資の削減が必要とされている。 

 

【協働】 

パートナーシップの関係を前提として、課題や目的を共有しながら、より良いもの

を創り上げていく具体的な「行為や行動」のこと。 

 

【グリーンツーリズム】 

農山漁村地域において自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動のこと。 

欧州では、農村に滞在しバカンスを過ごすという余暇の過ごし方が普及している。 

 

【建築協定】 

建築基準法に基づいて、関係権利者が合意のもとで建築物の敷地・構造・用途・形

態・意匠などについて定める協定のこと。 
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【公共交通（機関）】 

電車、バス、地下鉄などの不特定多数の人々が利用できる交通機関のこと。 

 

【交通結節機能】 

複数の交通機関が結節する場所において、その乗換や移動を円滑に行う機能のこと。 

 

【高度利用】 

容積率の高い建物による土地利用。高度利用によって良好な市街地を形成するため

には、道路などの公共施設が整備されていること、一定以上の敷地規模であること、

敷地内に有効空地が確保されていることなどが必要である。 

 

さ行 

【サイクルアンドライド】 

まちなかへの自動車の流入を抑制して、バス・電車の利用を促進するために、自転

車でバス停や駅に来て、バス・電車等に乗り換える通勤・通学形態のこと。 

 

【市街地整備】 

良好な市街地環境を創出することを目的として、市街地の基盤施設や環境を整備す

ることを総称していう。一般に道路、公園などの基盤施設の整備や土地区画整理事

業、市街地再開発事業などの面的な整備をいう。 

 

【市街地中心部】 

商業系地域を中心とする都市機能が集積した地域。 

 

【住区基幹公園】 

都市公園法に規定された公園分類の 1 つで、都市公園徒歩圏内に居住する人々の日

常的な利用を目的と.しており、街区公園、近隣公園、地区公園などが該当する。 

 

【人口フレーム】 

目標年次における本町の将来人口を予測したもの。 

 

【親水空間】 

治水機能だけではなく、水辺で遊んだり、河川沿いを散策したりする、水に親しむ

機能を持った空間。 

 

【生活利便施設】 

官公庁や駅、図書館、郵便局等の公共公益施設、スーパーマーケットや電器店等の

買物施設、銀行やサービス店舗等の事務所施設などの日常生活で頻繁に利用する施

設のこと。 
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【生産緑地地区】 

市街化区域内の土地のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度（生産緑地地区制

度）に沿って管轄自治体より指定された区域のことで、都市計画上、農林漁業との

調和を図ることを目的とした地域地区の一つ。 

 

【総合計画】 

地方自治法の規定に基づく計画で、市のまちづくりの指針となるものであり、市が

めざすまちづくりの方向やそれを実現するための施策などを定める計画であり、都

市計画マスタープランの上位計画に位置づけられる。 

 

た行 

【地域地区】 

都市計画法第 8 条の規定により、都市計画として定められる各種の地域、地区、ま

たは街区の総称。用途地域、防火地域、準防火地域、臨港地区、高度利用地区、風

致地区、特別緑地保全地区などがある。 

 

【地区計画】 

一体的な街区について、主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園等

の施設の整備、建築物の建築等に関して、必要な事項を一体的かつ総合的に定めて

街区内の開発行為等を規制・誘導していくために、市町村が都市計画として定める

制度。 

 

【デマンド交通】 

バス路線が運行していない地域などに利用者のデマンド（需要、要求）にあわせて

運行経路を変更するバス交通のこと。 

 

【都市機能】 

居住機能、商業機能、工業機能、公共公益機能など都市を支える諸機能をいう。 

 

【都市基盤】 

道路や河川、下水道などに代表され、都市活動（生活や産業活動）を支える基幹的

な施設のこと。 

 

【都市計画運用指針】 

各地方公共団体が適切に都市計画制度を活用することができるように、都市政策を

進めていくうえでの考え方について国が示したもの。 

 

【都市計画区域】 

都市計画法第５条の規定により、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全を

図る必要がある区域として、都道府県が指定する区域のこと。 
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【都市計画道路】 

都市計画法に基づく都市施設として定められる道路のこと。 

 

【都市計画法】 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進

に寄与することを目的として昭和 43 年に制定された法律。都市地域における土地利

用と都市整備に関する各種制度の基本となる法律である。 

都市計画区域の指定、都市計画マスタープランの策定、市街化区域と市街化調整区

域の区分、地域地区の指定、都市施設の計画など、都市計画の内容、その決定手続

き、各種の規制などについて定めている。都市計画区域の指定や都市計画の基本的

な事柄については都道府県が、その他については市町村が定めることとされている。 

 

【都市計画区域マスタープラン】←都市計画マスタープランとは異なる 

都市計画区域マスタープランは、市町村界を超える広域的な観点から、都市計画の

目標や主要な都市計画の決定の方針などについて、都道府県が都市計画区域ごとに

定めるものであり、都市計画決定が行われる。このため、記載される内容は確実性

の高いものに限られており、都市計画に関する 上位計画となる。 

都市計画マスタープランは、市町村が目標とするまちづくりの指針を示すものであ

り、その記載内容に法的な拘束力はなく、比較的自由度は高いが、近年では当計画

の重要性が増しており、当計画での位置づけがないものについては事業の実施が難

しい状況にある。 

 

【都市構造】 

道路、鉄道などの根幹的な都市施設や河川などの大規模な地形・地物を骨格として、

都市の機能や土地利用をイメージする空間構成を表現したもの。 

 

【都市施設】 

都市計画法第 11 条の規定により、都市計画として定められる施設の総称。道路や公

園、下水道、ごみ処理場をはじめ、その他学校や病院、市場などのまちの中で基幹

的、骨格的な機能を持つ公共施設などのこと。 

 

【都市ストック】 

都市における生活や産業を支える基礎的な都市基盤や公共施設、公益的な民間施設

などで、既にあるもの、あるいはそれらの総量をさす。広義には、土地、住宅、産

業施設など、既存の都市の資源や資産を全般的に示す表現として用いられる。 

 

【土地区画整理事業】 

都市計画区域内において、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために

行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業のこと。 
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【土地利用フレーム】 

目標年次における本町の将来人口を踏まえ、その人口を許容できる適正な土地利用

の規模を設定したもの。 

 

な行 

【乗り合いタクシー】 

 10 人以下の人数を運ぶ営業用自動車を利用した乗合自動車のこと。主に深夜の別

の交通機関がない地域や、過疎地など路線バスの機能が充分に発揮できない場所な

どで運行され、所定のダイヤと停車地に従って運行し、利用者はタクシーというよ

り路線バスに近い感覚で利用することになる。 

 

は行 

【パークアンドライド】 

自宅から 寄りの駅またはバス停まで車で行き、車を駐車させた後にバスや汽車等

の公共交通機関を利用して目的地に向かう通勤・通学形態のこと。 

 

【ハザードマップ】 

自然災害による被害状況を予測し、その被害範囲を地図化したもの。予測される災

害の発生地点、被害の拡大範囲および被害程度、避難経路、避難場所などの情報が

図示される。 

 

【バスアンドライド】 

自宅から 寄りのバス停まで自転車やバイク、車などで行き、バスを利用して目的

地に向かう通勤・通学形態のこと。 

 

【バスロケーションシステム】 

無線通信や GPS などを利用してバスの位置情報を収集することにより、バスの定時

運行の調整等に役立てるシステムのこと。バスの運行は、道路事情や天候による影

響が大きいため、鉄道などに比べて定時制の確保が難しいが、このシステムによっ

て問題緩和を行う。 

 

【バリアフリー】 

障害者が社会生活に参加する上で支障となる段差の解消や精神的な障壁を取り除く

ための施策をいう。 

 

や行 

【ユニバーサルデザイン】 

すべての人が使いやすく利用できるように設計された施設や器具等をさす。 
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【用途地域】 

都市計画法上の地域地区のうち も基本的な地域であり、住宅地の望ましい環境づ

くりや、商工業に適した地域づくりなど、それぞれの地域にふさわしい発展を促す

ために定められる。地域区分には大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」の 3

つがあり、そのなかでさらに細かく分けられ全部で 12 種類ある。各区分によって、

建てられるものと建てられないもの、その用途や規模、形態などが規定される。 

 


