
都市計画マスタープランの実現に向けて

砂 実現化プログラム

都市計画マスタープラン貫定後、町民や聞係団体、行政機聞へ公表・周知し、都市づくりの実現のための取り組みを進めていきます。

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。

以下民、都市づくりの実現化に向けた概ねの聾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

取り組みを行うものが多く、関係揖関との調整なども必要であるため、必ずしも予庖璽り進捗するとは回りません。
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《概要版》

-都市計画マスタープランとは

都市計画とは
都市の健全な尭展と秩序ある整備を進めるために、土地の使い方や個々の建物の建て方をはじめ、道

路や公園などの都市施設、地区の墜備などについて定める計画のととをいいます.

マスタープランとは
具体的にまちづくりを進めていくうえで、道路や公園、住宅、工婦など灘々な要素が昌和した都市を

つくるための方向性を示すものです，

-都市計画マスタープランの目的

市町村が行う都市肝園事離の指針となる

・都市計画法第四条の2K.aづく「市町村の都市計画に
関する畠本的方針」

・まちづくりの具体性ある将来ピジョンを確立する

.地区レベルでの将来あるべき「まち」の姿を定める
功都市計画に闘する畠本的な方針をE包めるもの

町毘の意向を反映した酎置づくり

都市計画マスタープランの飯定にあたっては、町民のみな

さんの意向を反映するととが求められるため、町民意向を

把握するための方策仇島要です.また、町民と行凪企業

が、町の目指す将来像を共有」協力しあいながらまちづ

くりを溢めていくととが必要です.

=争町民アンケー卜爾査(H22."月実齢、パブリックコメ

ントを予定新しい時代に適合する都市慢と取り組み方針を示す

現況分析に基づいた胃置を抽出」今後の目指すべき都

市像を構築し、都市計画の目楓や新しい時代に対応した

町民生活を実現していくための取り組みの方針を示しま

す.

市町村の都市づくりの長期的なビヲョンを示す

都市計画マスタープランは、長期的な視点から将来の都

市の盗を見通した計画づくりとするため、目標年次をおお

むね20年後に設定します.

上位計画と整合した方針

都市計画マスタープランは‘盛会の磁波を鰹てlEめられる

市町村の建設に関する基本構想幡合計画電拐に即したも

のとなる必要があります.
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-全体構想都市づくりの理念と目標

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ととであり、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卜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意を活用するなど、施設の魅力向上と利便性の確保に

努めます。

自然環境は、市街地を取り巻く僻也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lζ基づいて都市環境・自然環境の整備を図ります。

0生活活動や産業活動を支える広域幹線道路の整備

O町民の刺用しやすい幹線道蕗網の構築

0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

砂 都市環境・自然環境の整備方針

.戸肉海

0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

O緑地や河川の保全と活用

0市街地内の緑化の推進

凡例

【土地利用1・・・ 陶轟・轟務地
沿道+ーピス地I.地

住宅地・・・ 9匝帯地_.地
- 公園用地

その他(ゴルコ掲)

- 珂JI卜水面
Z盗塁盟 膏場 惨 景観形成の方針

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号沿いの沿道景風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。

とのため、以下の方針に基づいて町民と一体となって取り組んでいきます。

【その他】
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.将来都市構造図

本町の市首地は低平地であり、市街地の大半が週水の可能性のある場所として指定されており、 JR山陽本線沿いは漫水が 1.0-2.0mの
区域もあります。

丘瞳地では、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、災害の発生を来然に抑止し、また災害が発生した場合には、被害を最小限に抑えることが可能な都市づくり

を進めます。

0まちの様々な景観要素の活用

0まちを印象づけるアイデンティティの劃造

O町民と行政が一体となって取り組む景観まちづくりの推進

砂 都市防災の方針

惨 土地利用の方針
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

に大きく分類するととができます。

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。

隈られた平地に形成された既成市街地は、居住環境の向上を園るとともに、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ロ

と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。

0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

O土地の高度利用と国主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刺便性の向上

0市街地周辺の緑地の積極的な保全

。

0災害の発生を抑制する都市施設、市街地の整備

O防災意識の啓発と自主的な取り組みの推進砂 交通体系の輔方針
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ととが重要であり、特に周辺市町と

の広域的な連携の強化を図るととが、選択される都市の条件となっています。

と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障し、

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ととから、駅の交通結節機能の強化と拠点聞を結ぶパス路線の連絡強

化によって、公共吏通の利便性の向よ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。

@ 



全体構想

併 心市街地防ける重点施策の方針

( 土地利用の重点施策 ) ( 都市施設の重点施策

.JR和木駅周辺の鍍市拠点の形成
• JR和木駅周辺は、第1種住居地縁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、商業系用途地織への転織を綾討しEます。

・駅舎内lζ設置された交涜プラザの利用促進を図るとともに、町民利便施
設の導入者を犠討するなど、駅周辺の都市織能の集績を推進し荻す。

・駅周辺については、駐車場の確保と既設の自転車駐輸場の維持管理に努
め、活息絶節機能の強化を推進します。

・町役場周辺の文化実鴻総点の形成
・町役場周辺の公共公益施設の集績を活かし、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、刺便性の高い公共空間として
の盤備を推進します。

・町民の理語版性を穣保するため、各拠点聞を結ぶ公共交通線開の連総強化
と歩道ネットワークの形成を図ります。

・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事用支紛の跡地については、
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綾討し
家す。

・大潟繊滋休婚の活用
・3飯田の大規模工場の跡地については、今後の土地活用を織討するととも
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綾討を行

-勝娘道路の盤働促進
・国道2号線は、朝夕の慢性的な渋滞膨肖のため、 4車線化の登債を錐進し
*"9。

・中心市街地内道路網の骨格を担う幹線道路のうち、小潮11沿いの県道大
竹樹木線、町道宮ノ下中関線、町道中関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、道路の機能櫨充と適正な
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荻す.

・*竹市との鳳鐙
・本町と大竹市を結ぶ都市計画道路青木練は、大竹市カ噂市計画決定した
都市絡設であるζとから、大竹市との調整を図りつつ、適正な位置の騰す
や盛儀実現に向けた取り組みを推進します.

-生活道織の盤備
・主獲生活道路については、地場住民と協働しながら、パりアフυ→包や通
学絡における安全な歩符者空間の確保に努め、防災よ必要な道路につい
ては鉱幅等の整備を推進します.

-都市計画活路の見直し
・山口県の『都市計画道路の見直し基本方針J'ζ基づき、長期末.手となっ
ている添市計画道路については謹備の必要性について綬鉦を行うととと
し、その敏証結集に2基づいて今後の都市計画道路の取り扱いを定めます。

その他の重点施簾います。また、市街地の中心宮容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、民間活力を活かしゃす -防鈍色の高い市街地の形成

・水害の発生を抑止するため、河川lの議岸鐘備による治水機能の強化を図
ります。笈た、小瀬川|河口については、高潮司容による被害発生を抑止する
ため、護岸の艶備を促進し*す.

い市街地環境の形成に努めます。

・市街地内の届住穂織の鐙備
・4長期朱省手の土地区画盤理事業区域内では、既に生活道路の盤備や土地
利用の更新が進んでいるζとから事業の見直しについて検討を進めます6

・歩いて生活できる良好な居住湾境を創出するため、通学i&を中心とした
歩道登備を推進し*す。

-国道2-1警の治活利息の推進
・図道2号沿道については、町内で最も土地活用の可能性の高い地区であ
るため、沿道サーピス施設を中心とした企業立地を促進し*す。

.JR和木駅周辺および届温2号沿いの未承j用地の活用と織腹手UJIの錐進
・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、来
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。

..・ヶ緩公置の剥用促進
・鎌ヶ森公趨については、施畿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。

-中心市街地における重点施策

@ 

-小灘I1闘いの歩行者ゑットワークの形成
・小潮11沿いについては、遊歩道の盤備の推進による桝守者ネットワーク
の形成を推進します.

・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崇観形成を図ります。
・ 文化交務制i点について~~本町の風情と文化を感じるととができるまち
なみ景観の形成を推進します。

・薗道2号沿道は、昼外広告物等に闘する緑樹を検討し、秩序ある沿道長銀
の誘導を推進し*す。

-銀衝動地の般置
・海岸部の工業専用地援については、隣接する住宅地の生活環犠を改讐す
るため、引込線脚告などでの緩衝緑地宇野の設置を検討します。

都市計画マスタープランの実現に向けて

砂 今後の都市計画マスタープランの取り組み方針

。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*ちづくりを推進するためには、家ちづくり計画や制度に対する住民の浬解と協力を得るととが不可欠であり、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ととが大切です。

とのため、行政は穆市計画マスタープランの積極的な周知に努:lsb、住民や各種団体との対話を進めながら、*~づくりの実現に向けた

取り組みを行います。

。住民発意によるまちづくり活動の支援
とれ*では、行政が主体となって*ちづくりを進めてき家したが、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*ちづくり活動を法制度や活動支鏡によってザポー卜する役割に移行しつつあります。

*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、地蟻住民の意向に沿った法制度の活用等を図り去す。

また、家ちづくりには、地域の宏ちづくりのゆ心となるリーダーの存在が不可欠でおるととから、各種団体等を通じて人材の発掘と育

成に取り組みます。

。 マスタープランの適切な管理と見直し
との稼市計画マスタープランの方針に基づき、各種の制度や事業者旨活用しながら進めていくとととなりますが、窓マスタープランの目

標年次である平成 42若手までには、町民生活や産業活動などの祉会情"や行財政運営のあり方などが、さらに大きく変化するととが予想

されます。

とうした社会の動向に柔軟に対応していくためには、中間着手次である平成 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、状況の変化当事によってやむを得ず各種方針の変更が掛震となる場合も考慮し、随時変更を行う

ととを妨げるものではありません。

砂 協働のまちづくりの推進

。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家らず、生活の場であ~地場活動への拳加をはじめ、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、地鳴環境の保全及び改醤に主体的に関わっていくととが大切です.

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径はじめとする各種行政計画への猿見やアイデアの提仇都市

計画の提案制鍵などの活用により主体的に家ちづくりに関わっていくととが期待されます。

@まちづくり団体・ NPOの役割
*ちづくり団体.NPO除、営利者E目的としない自発的・自主的な活動を軸とするととにより、企業や行政では行うととができない分野

及び内容の活動各行い、多樟な組織体制の也と、まちづくりの推進環境の保全、地場の安全活動等、多方面にわたっての活動を展開し

てい家ず。

今後、、とれちの団体の復制は重要憶を渇していくととが考えら才L、それぞれの活動を遇して濠ちづくりに貢献していくととが期待さ

れます.

。企業等の役割
企業は、事業活動等そ過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、地獄住民との信頼に基づい

た協力関係を編集するととが重要です。

5僚た、専門的な知鵠や技術の活用i1l.び所有する土地や施設の活用等を過し、地援の一員として、行政や町民が進める家ちづくり活動へ

の積極的な移加・協力が期待されます。

教育・研究機聞に対しては、専門知鎗や人材等を活用し、まちづくりに関する調査・冊究、町民や行政等への助言、まちづくり活動へ

の協力等を符うととが求められ家す。

。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貫献するとと唱与に、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

た協力蹄係を構築するととが重要です。

*た、専門的な知識や技捕の活用及び所有する土地や施設の活用等を過し、地域の一員として、行政や町民が進める*ちづくり活動へ

の積鍾的な多加・協力が期待されます.

教育・研究機聞に対しては、専門知識や人材等を活用し、*ちづくりに関ずる調査・研究、町民や行政等への助賃、*ちづくり活動へ

の協力等を行うととが狭められます。

。


