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第 ６ 章  誘 導 施 策  

にぎわい居住区域（居住誘導区域）に居住を誘導するための施策や、都市機能誘導区域に

おける誘導施設の立地を誘導するための施策を実施することで、「コンパクト・プラス・ネ

ットワーク」による立地適正化の実現を目指します。 
 

１．居住を誘導するための施策 

（１）住環境の向上に関する施策 

施 策 内 容 

城下町地区街なみ環境

整備事業の推進 

 

城下町地区（岩国・横山地区）は、『岩国市都市計画マスター

プラン』において、錦帯橋をはじめとする歴史・文化的資源を

活用した観光拠点として位置付けており、街なみ環境整備事業

の実施により公共空間の高質化や住宅等の修繕・修景を推進し、

観光振興と歴史的まちなみの保全の両立を図ります。 

都市基盤整備の優先度

の検討・実施 

既に一定の人口密度と公共交通のアクセス性が確保されている

にぎわい居住区域（居住誘導区域）においても、都市基盤、特

に下水道の整備が不十分であり、人口密度の維持に支障となっ

ている区域があるため、将来に向けたまちづくりにおける居住

環境の向上という観点から、都市基盤整備の優先度の検討や実

施を推進します。 

川下地区狭あい道路整

備事業の推進 

川下地区では、土地区画整理事業に代わるまちづくりの計画で

ある『川下地区まちづくり整備計画』に基づき策定した『岩国

市川下地区生活道路整備要綱』に沿って、狭あい道路の拡幅整

備を推進し、良好な住環境の確保と防災機能の向上を図ります。 

大規模住宅団地の活性

化 

本市の丘陵部には、昭和 40 年代頃から開発された住宅団地が

多く分布しており、街区内の道路が私道のものや狭あいな道路

環境のもの、下水道が未整備の団地もみられます。 

これらの団地では人口減少・高齢化が一段と進行しており、空

き地や空き家が増加するなど、住環境の悪化が懸念されていま

す。 

そのため、基盤施設の改善や良好な住環境の創出に向けた各種

制度の活用等により、居住者の世代更新と地域の活性化を図り

ます。 

各種計画と連携した住

環境の向上 

『岩国市空家等対策計画』に基づく空き家の適正管理や利活用

の促進、『岩国市耐震改修促進計画＊』に基づく住宅の耐震化推

進により、住宅や居住環境の安全性の確保を図ります。 

公営住宅の再編・長寿命

化の推進 

本市の公営住宅の延床面積のうち、６割以上が建設後 30 年以

上経過しており、建物の老朽化対策が課題となっています。 

そのため、『岩国市営住宅長寿命化計画＊』に基づき、施設の再

編や計画的な維持管理による長寿命化を図ります。 
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（２）土地利用に関する施策 

施 策 内 容 

地区の特徴を伸ばす地域

地区＊等の活用 

特別用途地区＊をはじめとする地域地区や地区計画＊等の活用と

景観施策を並行して行うことにより、にぎわい居住区域（居住誘

導区域）内のそれぞれの地区の市街地環境における個性を活かし

た土地利用を誘導し、新たな居住意欲の醸成と多様な土地活用を

図ります。 

魅力あるオープンスペー

スの創出・整備 

子育て世代等の若年世代から高齢世代まで、多様な人々が日常に

おいて交流し、快適に過ごすことができる公園や広場等の都市の

暮らしにおけるアメニティ空間の創出・整備を図ることにより、

新たな居住ニーズの創出を目指します。 

 
 
（３）にぎわい居住区域（居住誘導区域）外における施策 

施 策 内 容 

都市再生法に基づく届出

制度の活用 

都市再生法に基づく届出制度を活用し、にぎわい居住区域（居住

誘導区域）外での新たな住宅開発を抑制し、にぎわい居住区域（居

住誘導区域）内への居住の緩やかな誘導を図ります。 

低密度かつ自然豊かなゆ

とりある暮らしの維持・

無秩序な開発の抑制 

市街化区域の縁辺部や非線引き都市計画区域の用途白地地域は、

小規模住宅開発が進むなど、市街地の拡散が懸念されています。 

そのため、にぎわい居住区域（居住誘導区域）外においては、緑

化地域をはじめとする地域地区等の活用により、建築物の敷地等

の緑化を推進し、現在有する豊かな自然環境を活かした低密度か

つゆとりある暮らしの維持を推進します。 

また、開発基準については、人口や都市機能の集積状況、開発動

向など、地域の実情に即した見直しを検討するとともに、非線引

き都市計画区域の用途白地地域においては、特定用途制限地域＊

の決定等を行い、にぎわい居住区域（居住誘導区域）内外や用途

地域内外における開発誘導・抑制を目指します。 

 
 
（４）交通環境の向上に関する施策 

施 策 内 容 

持続可能な公共交通網の

形成 

『岩国市地域公共交通網形成計画』に基づき、拠点間の路線の維

持・確保や幹線と地域内支線の連携等により、持続可能な公共交

通網の形成を図ります。 

道路ネットワークの強化 幹線道路については、隣接市町や市内各拠点間の連携を強化し、

慢性的な渋滞の解消、災害時の代替ルートの確保などの必要性や

実現性について総合的に判断・検討した上で、整備を推進します。 
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施 策 内 容 

主要な生活道路の整備・

改善 

地区内の日常生活を支える主要な生活道路は、バリアフリー＊化

などの歩行者の安全性の向上や緊急車両の通行の円滑化に資す

る道路環境の整備・改善を図ります。 

 
 
（５）防災・減災対策の推進に関する施策 

施 策 内 容 

避難ルートを加味した

各種災害に応じた緊急

避難場所の見直し 

本市では各種災害（洪水・土砂・地震・津波・高潮）に応じた

緊急避難場所＊を指定していますが、地区によっては洪水に適し

た緊急避難場所がないなど、各種災害への対応ができていない

地区がみられます。 

そのため、市内の公共施設の整備・改修事業や『岩国市公共施

設等総合管理計画』に基づく公共施設の再編と連携を図りなが

ら、避難ルートを加味した緊急避難場所の見直しを行い、災害

時の市民等の生命の安全の確保を図ります。 

市民・事業者への意識啓

発 

本市の地理的特性により、錦川や由宇川の低地部での洪水被害

の想定や瀬戸内海沿岸での津波被害の想定、山裾エリアや丘陵

部の住宅団地での土砂災害警戒区域の指定など、様々な災害リ

スクを有しています。 

そのため、市民・事業者に対するハザードマップの周知や避難

体制の在り方等に関する意識啓発などのソフト対策を推進しま

す。 

土砂災害の危険区域に

おける対策実施に向け

た働きかけ 

土砂災害特別警戒区域については、砂防堰堤などの防災施設を

整備することで、災害の危険性が低減されます。 

本市の誘導施設の一部が土砂災害特別警戒区域に含まれている

施設もあり、市民の安全性の確保に向けて山口県に働きかけを

行うなど、ハード対策の促進を図ります。 

災害の発生を抑止する

都市の形成 

豪雨や地震等の自然災害に対し、浸水被害や土砂災害の発生を

起こりにくくするよう、計画的な市街地開発や防災施設の整備、

河川等の治水対策を促進します。 

被害を最小限化する環

境の整備 

災害が発生した場合において、人的・物的被害を 小限にとど

め、その後の復旧活動を円滑に行うための都市施設や防災環境

の整備を推進します。 

多様な主体・手法による

防災都市づくりの取組 

住民、企業等と行政がそれぞれの役割を認識し、リスク情報の

共有と連携を図りながら、多様な手法の組合せによる安全な都

市づくりを進めます。 
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２．誘導施設の立地を誘導するための施策 

（１）都市機能の維持・充実に関する施策 

施 策 内 容 

中心市街地活性化の推

進 

岩国駅を中心に多くの人が集まるにぎわいと魅力のある商環境

や街なかに快適に暮らし続けられる住環境の形成を図ります。 

（具体例：中心市街地活性化対策事業） 

民間事業者のまちづく

り活動の支援 

岩国駅周辺における市街地再開発事業や民間が行う任意の建物

共同化に対して、事業者との連携や支援を図ります。 

（具体例：(仮称)岩国駅前南地区市街地再開発事業） 

（具体例：岩国駅東口元町地区優良建築物等整備事業） 

南岩国駅における交通

結節機能の強化 

南岩国地区では、ＪＲ西日本(株)による南岩国駅のバリアフリ

ー化にあわせて、都市再生整備計画事業により、南岩国駅前広

場の再整備や駅舎の移転整備、自転車駐車場の整備、交差点改

良等を行い、交通結節点機能の強化による公共交通の利用環境

の向上とにぎわいの創出を図ります。 

（具体例：南岩国地区都市再生整備計画事業） 

岩国医療センター跡地

における福祉・交流拠点

の整備 

黒磯地区の岩国医療センター跡地においては、福祉や科学学習、

健康増進、ふれあい交流などの機能を有した総合的な福祉・交

流拠点の実現を目指します。 

（具体例：(仮称)黒磯地区福祉交流拠点整備事業） 

空き家・空き店舗等の利

活用の推進 

市内の各拠点においては、人口減少に伴い空き家・空きビル・

空き店舗等が増加し、市街地の衰退の要因の１つとなっている

ことから、都市機能誘導区域内の空き家・空きビル・空き店舗

のリノベーション＊等による利活用の推進を図ります。 

各種届出制度を活用し

た立地適正化計画の周

知 

施設整備に当たっては、建築確認申請や開発許可申請、大規模

小売店舗立地法に基づく届出、景観法に基づく届出など、立地

適正化計画以外の各種申請や届出があります。 

そのため、これらの機会を活用し、立地適正化計画を周知する

とともに、都市機能誘導区域内での誘導施設の誘導を図ります。 

誘導施設の誘導・移転に

向けた公有不動産の有

効活用 

本市の誘導施設は、都市機能誘導区域外や土砂災害特別警戒区

域内に立地しているものがみられることから、建て替え等の機

会を有効活用し、都市機能誘導区域内への誘導を図り、市民の

安全性の確保を図ります。 

また、岩国駅周辺をはじめ都市機能誘導区域内では、未利用地

が少なく用地の確保が難しいことから、『岩国市公共施設等総

合管理計画』に基づく公共施設の再編による公有不動産の余剰

地を有効活用するなど、都市機能誘導区域の魅力の向上と活性

化を図ります。 
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施 策 内 容 

都市計画の決定・変更 

又は見直し 

『岩国市都市計画マスタープラン』で掲げる方針に基づき、地

域地区や都市計画施設の決定・変更を行い、適切な土地利用の

誘導や事業の推進を図ります。 

また、長期にわたり未着手となっている土地区画整理事業・都

市計画道路・都市計画公園については、必要性や実現性を適正

に評価し、必要に応じて見直しを行います。 
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図 6-1 都市機能の維持・充実に関する施策 具体例位置図 

 
※中心拠点区域とは、社会資本整備総合交付金交付要綱において規定されている区域であり、本計画では岩国市

中心市街地活性化基本計画に位置付けられた区域を中心拠点区域とします。 

(仮称)岩国駅前南地区市街地再開発事業 

中心市街地活性化対策事業 

（中心市街地活性化区域＝中心拠点区域※） 

南岩国地区都市再生整備計画事業 

岩国駅東口元町地区優良建築物等整備事業 

(仮称)黒磯地区福祉交流拠点整備事業 
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（２）交通環境の向上に関する施策 

施 策 内 容 

地域公共交通網形成計

画の推進 

『岩国市地域公共交通網形成計画』の基本方針に掲げる、「市

民や来訪者の安心で快適な移動を支え続ける公共交通のサービ

スの整備」と「公共交通を守り育てる意識・体制づくり」を推

進します。 

 
 
（３）防災・減災対策の推進に関する施策 

施 策 内 容 

緊急避難場所の役割を

担う公共施設等の強

化・充実 

都市機能誘導区域内に立地している公共施設の多くは、緊急避

難場所等として、市民の安全を確保する施設となっていること

から、『岩国市公共施設等総合管理計画』に基づく公共施設の

再編と連携を図りながら、緊急避難場所としての耐震化等の構

造の強化と機能の充実を図ります。 

災害時に連携体制を担う

民間施設の防災機能強化

に対する支援の検討 

都市機能誘導区域内の商業・業務等の民間施設は、外出時に災

害が発生した際の有効な避難場所となることから、災害時の民

間施設の活用に向けて、防災機能の強化に対する支援策を検討

します。 

 
 
 
３．施策の実施に向けて岩国市が講ずる施策 

施 策 内 容 

民間施設の維持・誘導に

向けた支援 

都市機能誘導区域内において、都市機能の維持・充実を図るた

めには、民間施設の維持・誘導が重要となることから、民間事

業者に向けた支援策の検討を行います。 

庁内横断的組織の設置 コンパクトなまちの実現と都市機能の維持・充実を図るため、

庁内関係課の横断的なタスクフォース＊の立ち上げや施策・実

施方策の立案に向けた検討を行います。 

 
※施策の内容については、実施に当たり、予算措置や関係者との調整、住民との合意形成等

が必要となりますが、本計画は、おおむね 20 年後の将来を展望した長期的なマスタープ

ランであることから、検討・調整事項も含めて記載しています。 
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４．都市のスポンジ化への対応 

（１）低未利用土地＊の有効活用と適正管理のための指針等 

本市では、空き地・空き家等の低未利用土地が増加しており、生活利便性の低下や治安・

景観の悪化、地域の魅力の低下等が懸念されていることから、時間的・空間的にランダム

に発生する「都市のスポンジ化」と呼ばれる問題に対処するため、低未利用土地に対して

適切な管理や有効活用を促すことが必要です。 
また、低未利用土地の地権者等と利用希望者を市がコーディネートし、複数の土地や建

物に一括して利用権等を設定する計画制度である「低未利用土地権利設定等促進計画」の

策定について、必要に応じて検討します。 
 

①低未利用土地利用等指針 

利用指針 

[都市機能誘導区域] 

・利用者の利便を高める誘導施設の立地の推進 

・リノベーションによる空き家、空きビル、空き店舗の利活用の推進 

・オープンカフェや広場など、市街地の高質化に向けた利活用の推進 

[居住誘導区域] 

・リノベーションによる既存住宅の再生及び良好な居住環境整備のための

敷地統合等による利用の推進 

管理指針 

[空き家] 

・定期的な空気の入れ換え等の適切な清掃の実施 

[空き地等] 

・雑草の繁茂及び害虫の発生を予防するための定期的な除草 

・害虫の駆除 

・樹木の枯損が発生した場合の伐採等の実施 

・不法投棄等を予防するための適切な措置を講じる等の適切な管理の実施 

 
②低未利用土地権利設定等促進事業区域 

・低未利用土地権利設定等促進事業区域の設定 

都市機能誘導区域又はにぎわい居住区域（居住誘導区域）とします。 
 

・低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項 

促進すべき権利設定等の種類：地上権、賃借権、所有権等 
立地を誘導すべき誘導施設等：都市機能誘導区域における誘導施設、にぎわい居住 

区域（居住誘導区域）における住宅等 
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（２）立地誘導促進施設協定に関する事項 

空き地や空き家等の低未利用土地を活用し、交流広場、コミュニティ施設、防犯灯など、

地域コミュニティやまちづくり団体が共同で整備・管理する空間・施設についての地権者

合意による協定制度である「立地誘導促進施設協定」の活用について、必要に応じて検討

します。 

 

①立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要になると認められる区域 

都市機能誘導区域又はにぎわい居住区域（居住誘導区域）とします。 
 

②立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理の関する事項 

居住者等の利便を増進し、良好な市街地環境を確保するために、区域内の一団の土地

の所有者及び借地権者等を有する者は、以下の施設の一体的な整備又は管理を適切に行

うこととします。 
種類：広場、広告塔、並木など、居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する

施設等であって、にぎわい居住区域（居住誘導区域）にあっては住宅の立地、

都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の促進に資するもの 
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５．届出制度 

（１）にぎわい居住区域（居住誘導区域）に関する届出制度 

届出制度は、にぎわい居住区域（居住誘導区域）外における住宅開発等の動きを把握す

るための制度で、にぎわい居住区域（居住誘導区域）外で以下に示す行為を行う場合には、

市長への届出が必要となります。 
 

①届出の対象となる行為（都市再生法第 88 条） 

開発行為 

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000 ㎡

以上のもの 

③住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例※で定めたもの

の建築目的で行う開発行為（例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等） 

建築等行為 

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

②人の居住の用に供する建築物として条例※で定めたものを新築しよ

うとする場合（例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等） 

③建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等（①、②）とす

る場合 
     
【開発行為】                     【建築等行為】 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

②届出の時期（都市再生法第 88 条） 

・開発行為等に着手する 30 日前まで 

 
③届出に対する対応（都市再生法第 88 条） 

・市長は、届出に係る行為がにぎわい居住区域（居住誘導区域）内における住宅等の

立地の誘導を図る上で支障があると認められるときは、届出をした者に対して、届

出に係る事項に関し、住宅等の立地を適正なものとするために必要な勧告をするこ

とができます。 

・市長は、勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた

者に対し、にぎわい居住区域（居住誘導区域）内の土地の取得についてのあっせん

その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。 

  

出典：改正都市再生特別措置法等について（国土交通省資料）

※本市においては、2020（令和２）年３月３１日時点で、条例は定めていません。 
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（２）都市機能誘導区域に関する届出制度 

届出制度は、都市機能誘導区域内外における誘導施設の整備等の動きを把握するための

制度で、都市機能誘導区域外で以下に示す行為を行う場合や、都市機能誘導区域内で誘導

施設を休止又は廃止する場合には、市長への届出が必要となります。 
 

①届出の対象となる行為（都市再生法第 108 条及び第 108 条の２） 

都市機能 

誘導区域外 

開発行為 
①誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとす

る場合 

建築等行為 

①誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

③建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

都市機能 

誘導区域内 
休廃止 ①誘導施設を休止又は廃止しようとする場合 

 
②届出の時期（都市再生法第 108 条及び第 108 条の２） 

・開発行為等に着手、又は誘導施設を休止・廃止する 30 日前まで 

 
③届出に対する対応（都市再生法第 108 条及び第 108 条の２） 

・市長は、届出に係る行為が都市機能誘導区域内における誘導施設の立地の誘導を図

る上で支障があると認めるときは、届出をした者に対して、届出に係る事項に関し、

誘導施設の立地を適正なものとするために必要な勧告をすることができます。 

・市長は、勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた

者に対し、誘導施設に係る都市機能誘導区域内の土地の取得についてのあっせんそ

の他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。 

・市長は、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする届出があった

場合、新たな誘導施設の立地又は立地の誘導を図るため、休止又は廃止しようとす

る誘導施設を有する建築物を有効に活用する必要があると認めるときは、届出をし

た者に対して、建築物の存置その他の必要な助言又は勧告をすることができます。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

図6-2 届出の概要図 

出典：改正都市再生特別措置法等について（国土交通省資料）

都市機能誘導区域内で、

誘導施設を整備する場合 
都市機能誘導区域内で、誘導

施設を休止・廃止する場合 

都市機能誘導区域外で、

誘導施設を整備する場合 
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（参考）岩国市における集約型都市の実現に向けた各種計画の展開イメージ 

本計画をはじめとする計画に基づき施策を実施し、集約型都市構造の実現に向けたメリハ

リのある土地利用の誘導（立地適正化の施策）を実現するとともに、『第２次岩国市総合計

画』や『第２次岩国市まち・ひと・しごと創生総合戦略』、『岩国市中山間地域振興基本計

画』等の各種計画に基づき、産業振興や人口対策等による底上げを進めていくことで、活力

ある市街地を維持します。 
 

 

 

⇒立地適正化計画、地域公共交通網形成計画、公共施設等総合管理計画 等 
 

 

   ⇒総合計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略、中山間地域振興基本計画 等 各種計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6-3 岩国市における集約型都市の実現に向けた各種計画の展開イメージ 

産業振興・定住人口対策等の取組（活力の底上げ） 

現在の人口密度 

将来の人口密度（対策なしの場合） 

将来の人口密度（立地適正化計画による誘導） 

将来の人口密度（立地適正化計画＋まち・ひと・しごと創生総合戦略 等） 

コンパクトなまちづくりへの取組（メリハリのある誘導） 

市全体の 
活力の底上げ 

にぎわい居住区域 

（居住誘導区域） にぎわい居住区域（居住誘導区域） 

人
口
密
度 

都市機能 

誘導区域 

都市機能 

誘導区域 都市機能 

誘導区域 

人口密度 
40 人／ha 

（都市的な市街地 
の基準） 

産業振興や定住促進
により、新たな居住者
を増やすことで、活力
ある市街地を創出 

農林漁業の産業振興の中で、１次産
業従事者の新たな掘り起こしを進
め、集落の活力を維持 

現在の 

人口密度 何も対策をとらな
ければ、市街地でも
人口が減少 

立地適正化計画等で、
メリハリのある土地
利用誘導 

『中山間地域振
興基本計画』や
「小さな拠点」制
度等で、集落に必
要な生活サービ
スを確保 

農山村地域 市街地 農山村地域 市街地 

市街化区域 

又は用途地域 
都市計画区域外 市街化区域 

又は用途地域 

立地適正化計画対象区域 
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