
Ⅳ。『創造&交流』エリア

それでは、四つ目の具体的提案についてです。

これまでの二つの提案は、「知名度向上」、「観光拡大」、「産業

振興」を目的とした、ソフト施策が中心でしたが、最後の提案

は、「地域生活の改革」に繋がる、ハー ド面での施策となります。

Ⅳ.『創造&交流』エリア

～岩国発の新しい魅力～

a a

56



まずは、この提案に至るまでの背景についてです。
一つ日は、「少子高齢化」の問題です。

下表からも分かるように、岩国市では少子高齢化が進んでおり、

若者人口も少ないため、「文化活動が停滞しており、新しいものが

生まれにくい」、「活気の喪失に伴い、地域活動や経済活動も鈍化

している」、「まちに元気がないため、若者にとつて魅力に欠ける」

といつた傾向にあります。

その結果、「創造力に乏しく、地域・経済活動も少ない、若者に

とつて魅力の欠けるまち」となつてしまつている、と言つた一つ

の課題が見えてきます。

少子高齢化
>岩国市の人口分布

=60～ 64歳の分布が最も多く、0～4歳が最も少ない。

>高齢化率「29.2%」 (国 23%、 県 28%)

43,275人

平成22年国勢調査の数値

市    県    口

29.296     28.096     23.096 5,492人     5,634人

a

隅

即 躍 M
HFttI♂、雪

γ 文化活動が停滞 ・中中 新しいものが生まれにくい

γ まちに元気がない 。中B若者にとって魅力に欠ける

地域活動、経済活動も鈍化γ 活気の喪失

課題①
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二つ目は、「米軍基地」の問題です。

岩国市の米軍基地では、下図に列記しましたような現状から、
「騒音や還元施設などに対する、周辺住民の不満」、「治安維持や

事故などに対する、地域住民の不安」、「一時的なイベント以外で

の基地資源の未活用」など、基地の持つマイナス面ばかりが日立

つていると思われます。

その結果、「米軍基地の持つポテンシャルを活用できず、基地に

対してネガティブなまち」となつてしまっている、と言つた二つ

日の課題が見えてきます。

米軍基地問題

>フレンドシップデーなど、賑わいをもたらす観光名所としての一面もあるが、

日常的には騒音や安全についての議れ待が絶えない。

>基地の資源(米国)を活用した交流が少なく、地域住民が日常的に基地住

民と交流できる場も少ない。

>錦川河口に広がる三角州の広大な敷地を米軍等に使用させ、有益な商業

活動を営むこともできず、市の財政に若しい影響を及ぼしている。

γ 騒音や還元施設などの問題 ・……・ 周辺住民の不満

γ 治安維持や事故などの問題 ・中中●地域住民の不安

γ 一時的なイベントのみの活用 D… …●基地資源の未活用

課題の
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そこで、その二つの課題を解決させるために、「創造」と「交流」

という二つのテーマにスポットを当て、今回の提案をします。
この提案により、「岩国発の新しい魅力」を発信することで、「創

造力豊かで、日々新しいものが生まれ、地域・経済活動も盛んな

魅力あるまち」、「米軍基地の持つ優位性を最大限に活用し、日常

的に国際交流を体感できるまち」、という二つの大きな目標を実現

させたいと考えます。

そこで中● 「岩国発の新しい魅力」を発信 !

目標①

目標②
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それでは、提案の概要についてです。
「創造」と「交流」の二つをテーマにしたエリア整備というこ

とから、『創造&交流』エリアという名称といたしました。

当該エリア整備は、「Creative Co H ege」 、「Airport Market」 、「空

の広場」、「Uo S.ロ ー ド」の四つの要素から成り立っております。

各コンテンツ僚pについて説明する前に、当該エリアの候補地に

ついて少し説明します。

『創造&交流』エリア

(※ 27)コ ンテンツ…情報の内容。放送やネットワークで提供される

動画・音声・テキス トなどの情報の内容をいう。

V creative coll ◆AirpoA Market

■空の広場
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青色で着色している部分が『岩国錦帯橋空港」、そして都市計画

道路『昭和町藤生線」以西の黄色で着色している部分、こちらが

「川下地区の都市基盤の推進」を目的とし、「提供区域」の返還を

要望している、約 5ヘクタールの返還要望地となります。今回は
ここをエリア整備の候補地と考えております。

また、「岩国錦帯橋空港」と「5ヘクタール返還要望地」を結ぷ

アクセス道路 〔※D、 赤で着色していますが、この一部についても当

骸エリア整備のコンテンツの一つとして考えています。

O

″

′

『創造&交流』エリア 候補地

(※28)ア クセス道路…都市の施設に至るための道路。
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図画を拡大します。都市計画道路「昭和町藤生線」以西の青色

で着色している部分、こちらは「昭和町藤生線」として都市計画

決定されているため、都市計画道路の延伸が計画されると考えら

れます。

よって、「5ヘクタール返還要望地」から「延伸計画区域」を除

いた、黄色で着色している、「約4万 2千平方メー トルの余剰地」

が当骸エリア整備の候補地となります。
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『創造&交流』エリア 候補地
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次に、『創造&交流』エリアのイメージ図となります。
左側に位置するアーチ状の建物が「Creative College」 、右側に

位置するカギ状の建物が「Airport Market」 、中央に位置する開け

た空間が「空の広場」、その周囲を取り囲むアクセス道路が「U.

S.ロ ード」、となつています。
当骸エリアにはたくさんの人が集まり、地域に賑わいをもたら

しています。

『創造&交流』エリア イメージ
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それでは、各コンテンツについてです。
一つ目のコンテンツは、『Creative College』 です。近年、国で

は「クール・ジヤパン」の海外進出促進、クリエーティブ《漂ゅ産業

の育成や国内外への発信などを推進しています。

そこで、「創造」というテーマの目玉として、『Creative(創造

性)』 を発揮できる分野の未来を担う、若手クリエイター は動育成

のための専門大学を創設します。
この大学の特徴は、空港及び米軍基地の周辺に位置することの

優位性をうまく活用しているというところです。

コンテンツ①

【専攻・コース例】

・食文化・

・デザイン・ ・現

・映回・ア ・ マ

ヽ
｀

・映像・ など

は全世界で活躍したいと夢を抱く 対象I

停

● t

(※29)ク リエーティブ…創造的なさま。独創的。

(※30)ク リエーター…創造的な仕事に携わる人の総称。

とこ

ｆ
，

、

Ｒ
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つまり、「岩国錦帯橋空港」を活用することで、首都圏から優れ

たクリエイターを講師として迎えたり、海外で活躍する日本人ク

リエイターによる講演会・展示会を開催するなど、各分野の最先

端に触れる機会が大幅に増加します。

また、「米軍基地」内で大学生の作品を発表するなど、日本人の

クリエイティビティ凹 )を海外の日線も借りながら再発見したり、

国際交流や異文化交流により創造力も培うことが出来ます。

そのような特徴を持つ『Creative Co H ege』 の最大の強みは、「岩

国に住んでいながら、首都圏の大学のような高いレベルの教育を

享受でき、海外留学をしているような感覚を味わうことができる」

というところにあります。

また、それに伴い「若者人口の増加」と、これからの日本に必

要とされている「ゲローバル僚切人材の育成」にも繋がると考えて

います。

コンテンツ①

<岩国錦帯橋空港を活用>
>首都圏から各分野の優れたクリエイターを講師として迎える

>海外で活盟している日本人クリエイターによる講演会・展示会を開催

>東京がより身近になつたことで、各分野の最先端に触れる機会が増加

<米軍基地を活用>
>基地内で大学生 (若手クリエイター)の作品を発表する

>日 本人のクリエイティビティを海外の目線も借りながら再発見できる

>国際交流の機会が増え、異文化に触れることで創造力を培う

『Creadvo Cdに ge』の学生は岩国に住んでいながら、

首都日の大学のような高いレベルの教育を享受でき、

海外留学をしているような感覚を味わうことができる !

※若者人口の増加、グローバル人材の青咸に業がる。

(※31)ク リエーティビティー…創造性。独創力。

(※ 32)グローパル…世界的な規模であるさま。国境を越えて、地球

全体にかかわるさま。

Strong
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二つ日のコンテンツは、『Airport Market』 です。山口県内には

20か所の「道の駅」が存在しますが、県東部には、2か所しかあ

りません。

そこで、「交流」というテーマの目玉として、地域・国際交流の

場の創出を目的とした、マーケット (いわゆる商業施設一体型の

道の駅)を設置いたします。通常の「道の駅」のように、岩国 (県

東部)の特産品・土産物を活用した飲食店や販売所はもちろんの

こと、「交流の場」としての可能性を高めるため、「商業機能」、「交

流機能」をより強化しています。
このマーケットの特徴は、大学及び米軍基地の周辺に位置する

ことの特殊性をうまく活用しているというところです。

コンテンツ②

¶
Ｉ
Ｂ

Sttndard

機能

日交流機能 +α

した飲食店 販売研を中心に、

こ集い、

。
令L BI体

ることの

の差別化を図

◆Airpott Market

・地域。国際交流の場を創出
・道の駅と商業施設を一体的に
整備・運営することで、「交流の場J

としての可能性を高める
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つまり、「Creative College」 との連携としまして、マーケット

内に大学生が中心となつて運営する、「岩国 Creative」 の情報発

信ベースを開設します。

情報発信ベースの存在は、若手クリエイターたちにとつて、

「Publication― 情報発信」に加え、「Gallery―表現の場」、「Share

Studio―創作の場」、「Store―販売の場」など様々な可能性を秘めて

います。

また、「米軍基地」の活用として、マーケット全体にアメリカ本

国の雰囲気を持たせることで、基地住民の積極的な来訪、国際交

流を促します。つまりは、公共の場に基地住民が気軽に訪れ、交

流できる場を創出することで、基地に対する安心 D安全のアピー

ルにもなります。

そのような特徴を持つ『Airport Market』 の最大の強みは、「岩

国に滞在していながら、日常的に国際交流を体験することができ、

海外旅行をしているような感覚を味わうことができる !」 という

ところにあります。

また、それに伴い「日米友好の象徴」にも繋がると考えていま

す。

コンテンツ②

<      o襲 ≧

>マーケット内に「岩国 Creadve」 の情報発信ベースを開設

『 PuЫttadOn』 =情報発信  『 G』臆ry』 =表現の場

『 Share studo』 =創作の場  『 Store』 =販売の場

録 国生地在澄用>
>施設全体でアメリカンな雰囲気を演出し、基地住民との国際交流を促す

>アメリカ文化は日本人と親和性が高く、日米友好都市としての魅力を創出

>公共エリアとして整備することで、基地に対する安心・安全をアピール

『AirpoA Markot』 の利用者は岩国に滞在していながら、

日常的に回―
を体験することができ、

海外旅行をしている感覚を味わうことができる !

※日米友好の象徴に業がる。

67



二つ目のコンテンツは、『空の広場』です。この提案のテーマと

して「交流」を掲げておりますが、交流とは「同じ場所で同じ時

間を共有」することで生まれます。「Creative College」 と「Airport

Market」 により、大学生 。地域住民・基地住民など色々な人々を
エリアに集結させることができますが、空の広場では単なる人の

流動だけでなく、このエリアに人を滞留させ、様々な「場」とし

て成立させるための重要な役割を担つています。

広場・イベントスペースとして整備しますので、地域住民の「憩

いの場」、基地住民との「国際交流の場」、大学生の「表現と学習

の場」など自由自在な使い方で、住民の創意工夫を活かした新し

いイベントやソフト事業を展開することができます。

『空の広場』は、『創造&交流』エリア全体の礎となり、文化の

受発信と国際交流を促すための重要な拠点となります。

コンテンツ③

の 口

つ

活かし

の受信・発信、

【ソフト事業(イヘ・ント等)例】

・展示会

へ
°
ント

の

>_慎し坊

■空の広場
・慰いの場。交流の場・表現と学習
の場を創出

・さまざまなソフト事業(イヘ・ント等)

が展開(開催)できる滞留空間
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四つ目のコンテンツは、『 U.S.ロー ド』です。「岩国錦帯橋空

港」から当骸エリアまでの距雄は、徒歩で移動することが不可能

ではないにしても、ただ単に歩くのには辛い距離となつておりま

す。そこで、この道のりを歩くことに価値を見出し、自然と空港
に到着した人がエリアヘ流入する仕掛けとなること、さらにはこ

の道を目的に人が訪れるようになることを狙います。
この道自体を観光資源とさせるための手段として、『創造&交

流』エリアのアメリカンな雰囲気を投影させたプロムナー ド(※鋤

として整備します。併せて、エリア周辺に景観規制をかけるなど

沿道全体で雰囲気作りをすることも検討します。また、このよう

な橋渡し機能のほか、大学生の「表現の場」としての活用や、歩

道にオープンカフェなど「憩いの場」を創出し、滞留機能を付加

することもできます。

『 U.S.ロー ド』を整備することにより、空港から『創造&交
流』エリアまでの「消化すべき距離」を、「歩くことの価値ある道

筋」へ変換することが可能となります。

コンテンツ④

【プロ

・案内板( ・モニュメント

(※33)プロムナー ド…散歩道。遊歩遭。
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次に、事業の手法について少し触れておきます。当骸エリアの

整備および運営について、エリアの特殊性をより際立たせること

ができないものかと考えました。

そこで、私たちが注目したのが、PFI手法を活用した事業実

施であります。PFIと は、ご存じのとおり「民間事業者の資金・

技術・ノウハウ等を活用することにより、民間主導で効率的かつ

効果的な公共サービスの提供を図る政策手法」です。

PFIのメリットとしましては、「財政支出の削減」、「公共サー

ビス水準の向上」、「民間事業者への新たな事業機会の創出と経済

活性化」などがあげられます。

PFI手法を活用した事業実施

Private Finance lnitiative

=民間事業者の資金・技術・ノウハウ等を活用することにより、

民間主導で効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図る政策手法

公共施設の建設運営を民間事業者に委ね、公共部門は『サービスの購入者』となる

PFIのメリット

>財政支出の削減 (従来比1割 ～2割 )

>公共サービス水準の向上 (民間能力の活用)

>民 間事業者への新たな事業機会の創出と経済活性化

ヽ
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最後に、効果についてです。『創造&交流』エリアの整備につい

ては、中長期的な事業展望を考えています。

提案の最初にあげていた、「人口に占める若者の割合が低い」と
いう課題については、大学の創設により岩国の人口分布を補完す

ることができますし、「米軍基地の存在がネガティブに捉えられが

ち」という課題についても、米軍基地の活用により地域を盛り上

げることで解決できると考えています。
しかし、現状ある課題を解決していくだけでは、市としての成

長は望めません。下図は効果のイメージになりますが、地域住民、

基地住民、首都圏住民が、それぞれの想いをもつて当該エリアを

利用することで、四つのコンテンツは日々進化を続けます。人材

育成・日米交流・地域活性化などの効果がうまく融合し、上昇方

向のスパイラルが生まれ、「岩国発の新しい魅力」を世界へ向けて

発信することで、岩国は周囲を巻き込みながらさらなる飛躍を目

指します。

私たちはこの提案が、岩国の未来を切り開く―手になると確信
しています。

『創造&交流』岩国発の新しい魅力

世界ヘ

!

1・

首都圏住民

u

基地住民

目 回

(※34)スパイラル…企業収益・資金などの、循環するような変動
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5。 まとめ

提案による効果のまとめとして、三つ挙げられます。

まず「観光客・滞在時間の増加」。錦帯橋に限らない様々な観光
ニーズに対応する裾野の広い観光地が実現します。
つぎに、「首都圏等との経済交流の活性化」。産業分野において

も、空港立地の優位性を生かした地域における経済交流の中核的

役割を担います。
二つ目に、「新たな文化・経済活動の創出」。新たな文化の創作

者となりうる若者の社会参加の場の拡大と従来ネガティブに捉え

られがちだつた米軍基地の有効活用により、新しい岩国を創出し

ます。

効果のまとめ

観光客D滞在時間の増加
錦帯橋に限らない様々な観光ニーズに対応する裾野の広い観光地

との の ヒ

空港立地の優位性を活用した経済交流の中核的役割

新たな文化日経済活動の創出
1若者の社会参加の拡大と米軍基地の活用による新しい岩国の創出
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岩国錦帯橋空港を活用した新たなまちづくりの将来像として、

理念である「選ばれる岩国J「選べる岩国」が両立された「首都や

世界と県東部を結ぷ交流中心都市」を目指します。

目指す将来像

首都や世界と県東部を結ぷ 捲″

中心都市
“
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和田

石原

松本

松脇

堀江

桝本

藤本

神本

産業振興部 商工振興課

総務部 秘書広報課

市民生活部 市民協働推進課

健康福祉部 高齢障害課

健康福祉部 高齢障害課

健康福祉部 高齢障害課

都市建設部 拠点整備推進課

都市建設部 河川課

事務局 行政経営改革室

晃リーダー

サブリーダー

サブリーダー 里

子

佳

保

翔

悠

志

詩織

浩司

慎吾

達也



 




