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岩国市都市計画マスタープラン（改訂版）（案）に対するご意見及び市の考え方について 

１ 募集期間  平成 29 年１月 10 日（火）～平成 29 年２月 10 日（金） 

２ 閲覧場所  都市計画課（本庁舎５階）、情報コーナー（本庁舎２階）、各総合支所農林建設課、各支所、各出張所、岩国市ホームページ 

３ 提出方法  郵送、ファックス、Ｅメール、直接都市計画課へ提出 

４ 提出者数  提出者数 ２人（Ｅメール２人） 

  及び意見数 意見数  16 件 

 

提出されたご意見の要旨とそのご意見に対する市の考え方をまとめましたので、次のとおり公表します。

 

番号 ご 意 見 市の考え方 対応 

１ １ 都市計画マスタープラン策定のアンケートに

ついて 

 ３５００通を郵送し、１４９６通の回答とありま

した。３５００通を岩国市が随意に選ぶことで、市

民の意見が反映されるとは到底思われません。市民

アンケートを取り、市民の声を反映させたいという

思いには、敬意を表したいと思いますがもっと工夫

することが大切です。市長タウンミーティングの参

加者も苦労されている割には参加者が少なすぎま

す。例えば、自治会の回覧などで自治会の開催を知

らせ、都市計画のマスタープラン策定の会議を行う

などすればもっと関心も深まり、市民の声も反映さ

れると思います。 

本計画の改訂にあたってのアンケート

配布数については、対象人口や想定回収

率等を踏まえた統計学上の必要数を満た

すとともに、より多くの方からのご意見

をいただくため、また、現計画策定時に

実施したアンケート配布数も参考とし、

3,500 通としています。 

なお、本計画の改訂にあたっては、都

市計画審議会に適宜素案をお示しし、こ

れに対する意見をいただきながら作業を

進めており、ホームページ等でその開催

や結果概要についてお知らせしておりま

す。 

今後も、ご意見を参考としながら、情

報の発信及び共有を進めてまいります。 

原案のとおりとします。 

２ ２ 街づくりで大切にしたいことについて 

 ・災害に対する安心感 ・公共子苦痛（公共交通：

市加筆）の利便 ・医療施設の利便 があり、公共

交通の利便が 10.5 ポイント上昇とありました。岩

アンケート結果からも、高齢化が進む

中、公共交通の利便性向上が求められて

いると考えており、本計画（案）におい

ても、「市民の日常的な移動を支えるバス

原案のとおりとします。 
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国バスを完全民営化したことで、市民の足の確保か

ら一歩後退したとしか思えません。岩国バスに丸投

げしていると思いませんが、市民のこれだけの要求

をどうするのかの対策が明らかにされていません。 

交通については、関係事業者と調整を図

りながら、効果的・効率的な運行体制や

運行システムを構築することにより、利

便性の向上による利用促進を図ります」

としています。（P54 参照） 

なお、本市では、持続可能な公共交通

サービスの実現に向けて「岩国市地域公

共交通総合連携計画」を策定しており、

これに基づく公共交通施策に取り組んで

います。 

３ ３ 人口減について 

 H17 年 14.９万人、H47 年 10.８万となるとありま

した。後 20 年以内で人口が３分の 2 になる。この

現実をもっと直視する必要があります。このことだ

けで、市民の意見を聞き市議会でも扱うことが必要

です。山口県では、山口市と下松市しか人口が増え

ていないとのこと。山口県でも増えている市がある

のですから、そこから学ぶことが必要です。都市計

画といっても、人口が減れば市が消滅する危機があ

るのですから。 

本市では、今後も人口減少が続くこと

が推測されていることから、定住人口の

確保等が喫緊の課題となっています。 

本計画（案）においては、岩国市総合

計画や岩国市人口ビジョンにおける目標

人口の考え方との整合を図り、目標年次

（平成 37 年）の人口を「12.8 万人を上回

る」よう設定しており、この実現に向け

て、本計画（案）で掲げる各方針に基づ

く取り組みを進めることとしています。 

ご指摘のとおり、他自治体の取り組み

を参考にすることも重要であると考えて

おり、貴重なご意見として、今後に活か

してまいります。 

原案のとおりとします。 

４ ●この都市計画マスタープラン(案)は、特に「第１

章 岩国市の現状と都市づくりの課題」の分析が、

文章も含め稚拙です。 

〇7 頁（２）人口・年齢別人口構成 

「本市の人口は、136,757 人（平成 27 年国勢調査）

で、昭和 55 年以降減少が続いており、平成 22 
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年から平成 27 年までの 5 ヶ年では 4.9％の減

少となっています。」 

・ここでの人口減少の分析は、もっと的確に実態を

伝えていただきたい。つまり、年平均人口減少率

は、昭和 55(1980)年～平成 27(2015)年の 25 年間

の － 0.72％ に対 し 、 平 成 22(2010)年 ～ 平 成

27(2015)年の最近 5 年間の値は－1.01％となっ

ており、人口減少が加速しているという指摘が必

要です。 

当項目は、本市の人口の推移として、

昭和 55 年以降、人口減少が一貫して続い

ていることを示したものであり、人口減

少の加速は本旨ではありません。 

 

原案のとおりとします。 

・8 頁の世帯数や老年人口比率・年少人口比率につ

いては、最新年次の平成 27 年の値で説明すべき

です。 

ご指摘を踏まえ、文章を修正します。 

 

「本市における世帯数は、人口

が減少傾向にあるなか、平成

17 年の 59,880 世帯まで増加

が続いたものの、平成 22 年か

らは減少に転じており、平成

27 年には 59,080 世帯となっ

ています。 

また、老年人口（65 歳以上の

人口）比率は増加が続いてお

り、平成 27 年には 33.5％とな

っています。一方で、年少人

口（15 歳未満の人口）比率は

減少が続いており、平成 27 年

には 12.0％となっています。 

平成 7 年に老年人口比率が年

少人口比率を上回っており、

その後も少子化・高齢化が進

んでいる状況です。」に修正し

ます。 

５ 〇8 頁（３）産業 

「本市における就業人口は、平成 7 年の 74,032 
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人 を ピ ー ク に 減 少 が 続 き 、 平 成 22 年 に は 

61,260 人となっています。産業別の構成比では、

第１次産業 4.8％、第２次産業 27.9％、第３次

産業 66.0％となっています。 

産業のサービス化・ソフト化の高まりや観光産業

の振興等により、第３次産業就業者の構成比は平

成 22 年には 7 割近くまで上がる一方、第１次

産業と第２次産業の就業者は縮小傾向が続き、な

かでも第１次産業は 5％を下回る結果となって

います。」 

・上記の文章をそのまま読むと、「産業のサービス

化・ソフト化の高まりや観光産業の振興等によ

り」第３次産業の就業者数が増加しているように

錯覚します。第３次産業の就業者数も、平成

7(1995)年の約 429 千人から平成 22(2010)年に

は 404 千人へと減少しています。 

当項目は、産業ごとの就業者の構成比

を示したものであり、現説明文において

も、第３次産業の就業者数が増加してい

ると誤解を与えるものではないと認識し

ています。 

原案のとおりとします。 

・第３次産業は、基本的に市内の家計の需要、事業

所の需要に依存する業態なので、人口減少、事業

所の減少や就業人口の減少に大きく影響されま

す。実態を正しく分析したうえで、適切な文章に

修正してください。 

人口や事業所数、就業者数などは「都

市計画基礎調査」において整理されてお

り、こうした資料を確認しながら本計画

（案）を作成しているところです。 

なお、本計画には、代表的な統計値の

みを掲載することとしています。 

原案のとおりとします。 

６ 〇14 頁②法適用現況と新築動向 

「平成 19 年～23 年の 5 ヶ年の新築動向は、線引

き都市計画区域である岩国都市計画区域は、

93.2％ が 市 街 化 区 域 内 に 分 布 し 、 そ の う ち

84.7％が住宅となっています。 

非線引き都市計画区域である岩国南都市計画区

域では、用途地域内での分布が由宇 57.7％、玖

珂 74.2％、周東 46.2％となっており、由宇・玖
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珂は岩国都市計画区域に比べるとかなり少なく、

用途白地地域での新築が多くなっています。」 

 

 

・文章が稚拙で内容が理解不能です。以下のような

修正が必要です。 

「平成 19 年～23 年の 5 ヶ年の新築物件は、線引

き都市計画区域である岩国都市計画区域におい

て 93.2％が市街化区域内に分布し、そのうち

84.7％が住宅となっています。 

非線引き都市計画区域である岩国南都市計画区

域では、用途地域内での新築物件の分布が由宇 

57.7％、玖珂 74.2％、周東 46.2％となっており、

由宇・玖珂周東は岩国都市計画区域に比べるとか

なり少なく、用途白地地域での新築が多くなって

います。」 

ご指摘を踏まえ、文章を修正します。 

 

「線引き都市計画区域である岩

国都市計画区域においては、

平成 19 年～23 年の５ヵ年で

行われた新築のうち、93.2％

が市街化区域内に分布し、そ

のうち 84.7％が住宅となって

います。 

 また、非線引き都市計画区域

である岩国南都市計画区域に

おいては、同期間で行われた

新築のうち、由宇 57.7％（う

ち住宅 78.2%）、玖珂 74.2％

（同 89.5％）、周東 46.2％（同

72.9％）が用途地域内に分布

しています。由宇・周東にお

いては、岩国都市計画区域と

比べると用途地域内分布率が

かなり低く、用途白地地域で

の新築が多く行われている状

況です。」に修正します。 

７ 〇21 頁（９）公共公益施設 

・文章に、主語を入れてください。 

ご指摘を踏まえ、文章を修正します。 

 

「岩国都市計画区域内における

公共公益施設については、岩

国駅周辺の市街地中心部に特

に集積しているほか、岩国地

区、川下地区、南岩国地区、

通津駅周辺等にまとまって分

布しています。 

 また、岩国南都市計画区域に
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おいては、由宇駅周辺、玖珂

駅周辺、周防高森駅周辺の既

成市街地内に集積が見られま

す。」に修正します。 

８ 〇22 頁～「３．市民意向」「（１）市民アンケート」 

及び参考資料 4 頁～「市民アンケート調査結果

の概要」 

・このアンケートの標本に問題があり、慎重な分析

が必要です。 

  

・その一つは、アンケート回答者と実際の人口の年

齢構成の違いです。60 代・70 代の全回答者に占

める比率は 59％ですが、平成 27 年国勢調査の人

口 比 率 (60 ～ 79 歳 人 口 /18 ～ 79 歳 人 口 ) は

40.2％です。20 代・30 代の回答者比率は 12.9％

に対し、平成 27 年国勢調査の人口比率は 23.9％

です。このことから、若い世代の意見が反映され

ていないという問題があります。 

・二つ目は、回答者の家族類型です。「夫婦のみ」

の回答者 35.3％(平成 27 年国勢調査 25.2％)、

「親と子」の回答者 41.％(同 33.6％)と回答者の

比率は実態より大きく、逆に「一人暮らし」の回

答者 12.0％(同 33.2％)は実態の 3 分の１程度と

なっています。今後、「一人暮らし」の世帯が多

くなると予想されていることから、大きな問題で

す。 

・このようなことから、市民アンケートについては、

年齢階層別クロス集計、及び家族類型別クロス集

計を分析して、大きな違いがあればマスタープラ

ンに反映していただきたい。 

ご指摘のとおり、年齢層によって回答

者数の比率が異なることから、各年齢層

における意向を把握するため、検討段階

においてアンケート結果の年齢別クロス

集計を行っています。その結果、全体集

計で上位となっている項目は、各年齢層

において、順位は異なるものの概ね上位

となっていることから、全体的な意向と

各年齢層の意向とに大きな差異は無いも

のと判断しています。 

 

また、世帯構成（家族類型）について

は、都市計画に関する方針に直結するも

のではなく、回答者属性の整理のために

調査を行ったものです。 

原案のとおりとします。 

 

 

 

 

 

９ 〇22 頁①生活満足度(参考資料 6 頁「（１）生活満 当項目は、アンケート回答を点数化し 「また、総合評価（全体的な暮
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足度」) 

・「◆ また、総合評価（全体的な暮らしやすさ）に

おいては満足度が高く、前回よりも 0.1％上昇し

ています。」の「0.1％」との分析表現は正しくあ

りません。何故、このような表現をされているの

か説明してください。 

・これは、平成 20 年の 0.04(点)から平成 27 年の

0.13(点)に上昇したわけですから、「0.09(ポイン

ト)上昇しています。」とすべきです。 

て整理したものであることから、ご指摘

のとおり、「パーセント」で表示するのは

正しくありません。 

このことから、当項目における単位を

「点」に統一します。 

らしやすさ）においては満足

度が高く、前回よりも 0.09 点

上昇しています。」に修正しま

す。 

10 〇25 頁【商業振興やにぎわいの創出について】 

「◆ にぎわい創出と商業施設の立地の関係におい

て、郊外型住宅団地を有する本市において、交通

利便のよい幹線道路沿いへの商業立地への意向

は一定量あると考えられ、その中で自家用車依存

からの脱却や公共交通の利便向上とあわせ、産業

活動とにぎわいの創出につながる都市づくりの

方向性を示していく必要があります。」 

・これは、一体何を言おうしているのかよく分から

ないです。 

ご指摘を踏まえ、文章を修正します。 

 

「人口減少が続く中、今後の都

市づくりにおいては、商業施

設の郊外進出が中心部の活性

化に影響を与えないよう、ま

た、郊外部の無秩序な開発に

繋がらないよう、商業振興と

にぎわいの創出に向けた方針

を示していく必要がありま

す。」に修正します。 

11 〇何故、第１章の市民アンケート分析において、地

域(麻里布・川下、西岩国、南岩国、南部、玖珂・

周東の 5 地域)別に集計して分析していないの

でしょうか。この分析データをなくして、的確な

「地域づくりの方針(地域別構想)」の策定はでき

ないと考えます。 

検討段階ではアンケート結果の地域別

クロス集計を行っており、地域別の住民

意向を把握するとともに、地域別構想作

成の参考にしています。 

 

原案のとおりとします。 

12 〇27 頁④経済のグローバル化 と都市間競争 

「◆ 産業構造の転換、情報化社会の進展等を背景

とした経済のグローバル化により、企業の立地や

優秀な人材の活躍の場等が、国内外を問わず選択

される都市間競争の時代となっており、それぞれ
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の都市が有する特性や資源、魅力を活かした都市

づくりが必要です。」 

・以上のような問題意識を踏まえ、鳥取市や松江市

に負けないような都市づくりのマスタープラン

を加筆していただきたいです。例えば、IT 関連

企業やデザイン関連企業のサテライトオフィス

の誘致、あるいは優秀なソフトウェア開発者やデ

ザイナーの誘致を行えるよう、魅力的な業務・居

住環境を提供できる都市づくりについて言及し

ていただきたいです。 

本計画（案）においては、第３章全体

構想の「７ 地域特性を活かした都市づ

くりに向けて」において、「地域間の交流、

連携を活発にし、それぞれの地域特性を

磨き上げ、どこに住んでいても住みよさ

を感じられるまちに向けたシステムづく

りが必要です。また、岩国錦帯橋空港を

はじめとした、陸・海・空の交通利便性

や情報通信技術の活用により、観光、産

業等、多方面で県内外の都市と活発に交

流するまちづくりを推進します。」として

おり（P68 参照）、こうした方針に基づい

て各種施策を展開していくこととなりま

す。 

ご意見は、具体的な施策のご提言であ

り、本計画（案）に反映するものではあ

りませんが、貴重なご意見として、今後

に活かしてまいります。 

原案のとおりとします。 

 

13 〇57 頁（４）公園・緑地整備の方針 

「◆ 歴史資源と一体となった吉香公園について

は、観光、交流、歴史・文化の伝承等、多様な場

を有する空間として整備・活用を図ります」と吉

香公園の整備方針が明示されています。 

  

 ・この吉香公園の整備方針に従い、「錦帯橋資料館」

を吉香公園内に設置することにしてください。 

・何故、「錦帯橋資料館」は、この整備方針に反し

て岩国 1 丁目に設置されるのでしょうか。 

・「錦帯橋みらい計画(基本計画)」によると、「資料

 当項目は、公園・緑地整備の方針のう

ち、吉香公園に関する方針を示している

ものですが、具体的な施設整備について

定めるものではありません。 

 なお、ご意見は、具体的な施設整備に

原案のとおりとします。 

 

 

 

 



番号 ご 意 見 市の考え方 対応 
 

9 

館の位置」については錦帯橋みらい構想検討委員

会から、「錦帯橋からロープウエーまでの動線上

にあることが望ましく、吉香公園内に設置するの

が良いとされた。」とあります。 

・また、「平成 27 年岩国市観光客動態調査」によ

れば、「錦帯橋以外に行った場所」は「白蛇観覧

所」が 34.4％、「岩国城」26％で、「岩国徴古館・

吉川史料館・岩国美術館」8.1％となっています。 

・もし、「錦帯橋資料館」が岩国 1 丁目に設置され

るとすると、岩国での滞在時間が 2 時間以内と

いう観光客の約半数は、移動時間の関係から「白

蛇観覧所」か「錦帯橋史料館」のどちらかしか行

けないことになります。 

・このように文化施設を分散させると、多くの方々

に鑑賞していただく機会が減少し、双方とも入場

者数が少なくなるだけでなく、双方の運営にも財

政面から望ましくありません。自律的な都市経営

に支障をきたすことになります。 

・観光には、物語性が重要です。岩国地区側の駐車

場から錦帯橋を横山地区側に渡り、錦帯橋を架橋

した第 3 代領主、吉川広嘉の銅像に触れて「錦

帯橋資料館」に行くというストーリィ性が重要で

す。 

・一方、岩国 1 丁目の計画地については、錦帯橋

からのルートには物語性はなく、歴史的文化的景

観にも乏しいと言えます。また、何よりも問題な

のは、周辺に規模の大きい無料の駐車場がないこ

とから、違法駐車や交通渋滞を引き起こすという

問題が予想されることです。 

 

関するご提言であり、本計画（案）に反

映するものではありませんが、貴重なご

意見として、今後に活かしてまいります。 
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14 〇68 頁（１）資源やエネルギーが循環する都市 

「持続可能な都市づくりに向け、3Ｒの推進、自然

エネルギーの利用促進、フードマイレージ の削

減、エコファーマー の支援等、市内でエネルギ

ーや資源が循環するシステムづくりを進めま

す。」 

  

・自然エネルギーの利用促進については、中山間地

域において中小水力発電を積極的に整備し、電力

事業や六次産業化を推進していただきたいです。 

個別の取り組みにつきましては、本計

画で示す方針に基づき進めていくことと

なります。 

なお、ご意見は、具体的な施策のご提

言であり、本計画（案）に反映するもの

ではありませんが、貴重なご意見として、

今後に活かしてまいります。 

原案のとおりとします。 

・岩国市は、独自の「フードマイレージの削減」策

としてどのようなものを想定されているのです

か。 

本市におけるフードマイレージの削減

策としては、朝市の活用、地産地消の推

進等を想定しています。 

原案のとおりとします。 

15 〇「まちづくり」と「都市づくり」の概念と使い分

けについて 

・103 頁の「②まちづくりに関する活動団体・NPO の

役割」において、「まちづくりに関する活動団体

（中略）都市づくりに向けては(中略)」という記

述があります。本都市計画マスタープランにおけ

る「まちづくり」と「都市づくり」の概念と使い

分けについて説明してください。 

「まちづくり」とは、住みよいまちと

するための活動全般のことで、都市基盤

整備だけでなく、ソフト施策や住民主体

の活動等を含んだものです。 

本計画においては、全市的な視点によ

るまちづくりを「都市づくり」、地域単位

の視点によるまちづくりを「地域づくり」

とすることとします。 

本計画（案）では、両者が混在してい

るため、整理の上、修正します。 

文章を整理の上、修正します。 

16 ●これからの都市計画マスタープランのあり方に

ついて 

・これまでの都市計画機能面での欠陥・問題として

は、人口減少、都市縮小の下での建築施設、都市

本計画（案）は、都市計画に関する基

本的な方針を定めたものであり、土地利

用に関する方針のほか、景観形成の方針

や都市防災の方針等、都市計画との関係

原案のとおりとします。 
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インフラの過剰供給状況、中心部での空き地、空

き家の簇生があげられます。また、グローバル経

済の進展に伴う経済産業構造の転換により、産

業、流通、鉄道施設の遊休化、放置状況が生じて

おり、地域景観、都市景観の荒廃も生じています。 

・しかし一方で、物的環境の改善だけでは健全な地

域社会、コミュニティの再生は困難であることが

1990 年代以降、明らかとなってきて、新たな計

画目標や手法が必要となってきています。 

・つまり、物的環境の改善とソフトな社会マネジメ

ント施策を一体的に展開する総合的都市計画ア

プローチが必要とされています。 

・この度のマスタープラン(案)も基本的には物的な

環境の改善、整備に留まっていることから、ソフ

トな社会マネジメント施策の導入も併せて実施

していただきたいと考えます。 

・この社会都市プログラムは､物的環境の改善、整

備が主体であった従来の都市計画の枠を踏み出

したプログラムといえます。それは、単なる物的

環境の改善にとどまらず、地区経済、福祉、安全、

教育、文化、社会環境等のソフト環境の改善も目

指す総合的な都市計画といえます。 

が深い分野については、本計画（案）に

盛り込んでいるところです。 

なお、個別分野に関する方針について

は、分野ごとで作成される計画等におい

て示されることとなります。 

 

 

 


