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歴史的資産が数多く点在する城下町地区は、世界遺産の登録を目指す歴史的建造物で岩国市の代名詞

ともいえる「名勝錦帯橋」を有し、藩政期の城下町としての骨格をとどめているなど、本市における地域活性化

の拠点となる重要な地区です。 

城下町地区では、既に「錦帯橋を中心とした錦川両岸地域のまちづくり将来ビジョン（以下、将来ビジョン）」

が策定されており、「住んでよし、訪れてよしのまち」をまちづくりの目標として掲げています。 

グランドデザインは、将来ビジョンに掲げる城下町地区のまちづくりを進めるための具体的な取組（アクション

プラン）を示し、それを行政と地域で共有することを目的として策定するものです。 

 

 

 

グランドデザインは、前項でも示したとおり、将来ビジョンにおけるアクションプランとして位置付けられ、個別

事業の具体化、事業間の調整・連携を図り、ＰＤＣＡサイクルに基づき将来ビジョンの進捗をマネジメントするも

のです。 

 

図 グランドデザインの位置づけ  

1 グランドデザイン策定の背景・目的 

グランドデザインの策定にあたって 

2 グランドデザインの位置づけ 
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グランドデザインの対象は、「岩国市城下町地区街なみ環境整備促進区域」に指定されている、錦帯橋を中

心とした横山地区と岩国地区の一部（城下町地区）を基本とします。 

対象地区内は、全域が「景観重点地区」に指定されています。また、地区内の大部分が、自然美を維持保

存するため「風致地区」として指定されており、城下町地区のおもむきを維持しながら、ビジョンの将来像である

「住んでよし、訪れてよしのまち」の実現を目指しています。 

「住んでよし、訪れてよしのまち」は、住民の生活環境の維持・向上と観光地としての活性化を同時に実現さ

せることを目指すものですが、現在の風致地区や景観重点地区に指定されていることで、地区内の環境整備

や建築にあたり一定の制約や制限が生じている実態もあります。 

城下町地区のまちづくりの推進にあたっては、行政と地域とが連携・合意しながら、地区の特性を活かした持

続可能な地域社会の形成が必要とされています。 

 

 

図 グランドデザインの対象エリア 

  

3 グランドデザイン対象エリア 
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城下町地区のまちづくりは、将来ビジョンにもとづき、行政と地域の連携により推進されているところです。 

まちづくりの取組として、街なみ環境整備のための街路整備などが進められており、城下町地区の活性化に

向け、観光資源をネットワークして回遊性を形成することや観光協会をはじめとした地元関係団体のまちづくり

への参画がみられています。 

一方、城下町地区の歴史的価値は、その町割や歴史的経緯から、錦帯橋と一体で語られるべき重要なもの

です。世界遺産登録を目指す上で欠かせない要素であるものの、地域ではこうした価値が十分に共有できて

おらず、これまで貴重な歴史的資産が喪失し、現在においてもそれらを活用した賑わいの創出や地区の魅力

向上といった取組が不足しているなどの課題が顕在化しています。 

以下では、地区の現況として、土地利用や基盤施設の現況、観光地としての現況、近年のまちづくり事業等

について、それぞれの課題と共に示します。 

 

(1)土地利用や基盤施設の現況 

①建築物の分布や築年数 

②人口分布 

③汚水処理施設 

④雨水排水施設 

⑤道路空間 

 

(2)観光地としての現況 

①駐車場 

②観光客の意向・ニーズ（アンケート結果） 

 

(3)ビジョンの進捗と近年のまちづくり事業 

 まちづくりの取組 

 

  

1 地区現況 

城下町地区の現況と課題 
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（１）土地利用や基盤施設の現況 

①建築物の分布や築年数 

岩国地区では、空き家等の未活用の建物や駐車場などの低未利用地が見られるとともに、建築から 30

年を超える築年数の古い建物が多く分布しています。錦帯橋に面している岩国一丁目では、臥龍橋に面

する街区を除き、大半の建物が築年数 30年以上であり、特に老朽化が進んでいる状況です。 

横山地区は、岩国城のある城山があるため、地区内の可住地は限られているものの、錦川沿いに住宅

等の建物がみられ、その多くは建築から一定年数を経ているものが多い状況ですが、近年では、一部の建

物で更新・新築されています。 
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図 地区別新築状況図（平成 24（2012）年度都市計画基礎調査）  

築年数 
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②人口分布 

人口は、市の東部の市街地部に集積しており、市街地部の一端を形成する城下町地区においても、一

定の人口集積がみられますが、市役所周辺など市中心部と比較すると少ない傾向にあります。横山地区

よりも岩国地区の方が多く一定の集積がありますが、市中心部との比較ではやはり少ない傾向にあります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地区内の人口分布（2015年国勢調査）  

全域図 
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城下町地区における高齢化率は 30％を超える地区が多く、高齢化が進んでいる地区といえます。 

また、城下町地区の人口は、市全体の将来人口予測と同様、減少傾向にあります。 

 

 

図 地区内の高齢化率（2015年国勢調査） 

 

 （参考）岩国市の将来人口推計 

年齢区分 2010年 2045年 

0～14歳 18,636人 10,000人 

15～64歳 83,230人 46,000人 

65歳以上 41,991人 38,000人 

合計 143,857人 94,000人 

（平成 27年 10月策定「岩国市人口ビジョン」より） 

 

  

全域図 
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③汚水処理施設 

岩国地区は、平成 10年に公共下水道一文字処理区の事業計画区域（認可区域）となりましたが、終末

処理場から最も離れた認可区域の最西端に位置しており、未だ供用開始に至っていません。地区におけ

る生活環境の向上という観点から、さらに、歴史的な街なみの保全、観光・商業の振興という観点からも、

公共下水道は重要基盤であり、早期の整備が望まれています。 

横山地区は、公共下水道の認可区域となっておらず、現在、合併処理浄化槽による汚水処理の普及を

図っています。なお、横山地区は、市の合併処理浄化槽設置補助金の交付対象地区です。 

本市全体における汚水処理の普及状況は次のとおりです。全国平均、山口県平均と比較して汚水処理

の普及が遅れており、早急な普及を図る必要があります。 

 

汚水処理人口普及率（公共下水道・集落排水・浄化槽を含めた普及率） 

 平成 29年度末における普及率 

岩国市 72.6％ 

全国平均 90.9％ 

山口県平均 86.6％ 

 

 

図 下水道整備状況図（平成 29年度末）  
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④雨水排水施設 

近年の豪雨により、市内各地で大きな被害が発生しています。 

特に、横山地区では、錦川の水位が上がると内水排除が困難となり、豪雨による浸水被害が発生して

います。平成 30年 7月豪雨では、地区内の道路が冠水し、多数の床上・床下浸水など、大きな被害を受

けました。また、吉香公園内の噴水施設も、機械室が水に浸かって故障しました。 

横山地区の雨水は、主に吉香神社周辺の堀や池を経由し横山ポンプ場横の横山樋門から自然排水し

ますが、錦川の水位が上がると樋門を閉じ、ポンプで強制排水します。平成 30年7月豪雨では、雨量がポ

ンプの排水能力を上回り、周囲が浸水しました。 

浸水対策は、横山地区住民の安心・安全を守るための、喫緊の課題となっています。また、横山地区に

は、貴重な文化財や、錦帯橋観光を支える重要な観光資源が集中しています。これらを浸水被害から守

ることは、錦帯橋を中心とする城下町地区の観光を守ることでもあり、抜本的な対策が求められています。 

 

 

平成 30年 7月豪雨の状況①（紅葉谷川） 

 

平成 30年 7月豪雨の状況②（道路冠水） 
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⑤道路空間 

地区内の道路は、城下町としての骨格を留めているものの、歩行者・自動車の錯綜が見られ、国道や

県道を除くと、幅員 8m以上 16m未満道路の一部区間にしか歩道は整備されていません。また、路上駐車

などから、歩行者の安全な歩行環境が十分でなく、安全で快適な散策・回遊の実現には至っていない状

況です。特に、路上駐車は、岩国 26 号線（臥龍橋通り）、岩国学校教育資料館・岩国西郵便局周辺に多

く見られます。 

また、花見シーズンのピーク時(12時、13時)には、錦帯橋の出入口付近は、観光客で溢れ、３割以上が

車道を通行しており危険な状況がみられます。 

 

 

花見シーズンの錦帯橋周辺の歩行者混雑（岩国地区側） 

 

花見シーズンの錦帯橋周辺の歩行者混雑（横山地区側） 

 
岩国 26号線（臥龍橋通り）における路上駐車 
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図 道路網現況（平成 24年度都市計画基礎調査）  
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（２）観光地としての現況 

①駐車場 

観光客が利用する一時預かりの駐車場は、横山地区では吉香公園の周辺を中心に数箇所分布してい

ますが、岩国地区では下河原駐車場のみです。 

下河原駐車場は、増水時には使用できないことがある、河原の石跳ねによる事故等の恐れがあるなど

の問題に加え、錦帯橋の景観を阻害する要因にもなっており、世界遺産登録を目指すうえでの課題の一

つにもあげられています。また、錦帯橋のすぐ側に大型駐車場が立地していることは、観光客の周辺回遊

を促し滞在時間を伸ばすという観光課題の観点からも、決して望ましいものではありません。 

持続的な観光産業の基盤として不適切なままの状態にある駐車環境の向上が、地区の大きな課題と

なっています。 

 

図 駐車場の配置状況  
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②観光客の意向・ニーズ（アンケート結果） 

観光地としての城下町地区は、宿泊客が少なく、また、観光客の回遊性を高めるような仕掛けづくりが不

十分なこともあり、滞在時間が短く消費金額も少ない、立寄り型の観光地となっていることが課題として考

えられています。 

観光客に対するヒアリング調査を実施した結果からも、岩国への来訪回数は、平日・休日ともに「はじめ

て」と回答した方が半数以上おり、旅行日数は1日～2日が多いものの、岩国での宿泊は「しない」が平日・

休日ともに 9割を超える結果となり、立寄り型観光であることが改めて確認されました。 

また、地区内の観光の際にあったほうがよい施設として「休憩所」「喫茶・飲食店」「地域に関する史料館」

などが挙げられ、今後の観光地としての活性化に向け、重要な視点であることが分かりました。 

 

 

 

(ア)観光客の居住地と旅行形態は「中国・四国地方」が多く個人旅行が多い 

 中国・四国地方から訪れる観光客が最も多く、次いで近畿、九州の順で続いている。関東地方

は休日において順位を上げる傾向にあり、休日はより広域から訪れる傾向にある。 

 休日は個人旅行が多くを占めるが、平日は旅行会社の団体旅行が多い結果となった。 

 

(イ)岩国への来訪回数は「はじめて」の方が多く、滞在時間は「4時間未満」と短時間 

 岩国への来訪回数は、平日・休日ともに「はじめて」と回答した方が半数以上となった。その

きっかけは、旅行雑誌・ガイドブック、ホームページ、旅行会社が多い。 

 旅行の特徴として、旅行日数は 1 日～2 日が多いのに対し、岩国での宿泊は「しない」が平

日・休日ともに 9 割を超える結果となった。 

 岩国での滞在時間についても平日・休日ともに「4 時間未満」が 8 割を超えていることに加

え、使用金額については 6 割以上の人が「3000 円未満」となっており、調査時に設定した

時間・金額の中でも滞在時間が短く、使用金額も低い回答が多くを占めた。 

 

(ウ)観光回遊の特徴と施設へのニーズ 

 錦帯橋以外で行った場所として、平日・休日ともに「岩国城」「ロープウェイ」「吉香 鵜の里」

「岩国シロヘビの館」が多く横山地区での回遊が多い。 

【実施概要】 

実施時期：平成 30（201８）年春の行楽シーズン（3月～6月） 

調査方法：調査員が観光中の来訪者に調査をお願いしヒアリング形式で回答記録 

回収数：平日 86人、休日 214 人 
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 岩国地区に興味がある施設（または、あるとよい施設）は「休憩所」「喫茶・飲食店」「地域に

関する史料館」となっており、横山地区・岩国地区の両地区への回遊促進を目的として、施設

整備も効果的と推察される。 

 

(エ)観光空間に対する施設整備 

 案内看板については歩行者の案内看板、自動車の案内看板ともに「わかりやすい」、「わかりに

くい」、「どちらでもない」の選択肢のうち、「どちらでもない」と答えた方が多い結果となっ

た。 

 観光案内図としては、参考にした案内図は特に無いと回答した方が半数であった。参考にした

媒体としては「紙」を利用している方が多い結果となった。 

 

(オ)観光全般に対する満足度や再訪の意向 

 観光全般の満足度は平日・休日ともに満足している方が 6 割と最も多く、再訪意向も 7 割と

高い。不満足者の自由記述としては「観光時間不足」、「休憩所不足」等が挙げられた。 

 地区内を見て回る際に困ったことについての記述としては、「地図・パンフレットが少ない、

分かりにくい」や「観光誘導看板、ピクトグラム・サインが少ない、分かりにくい」、「休憩所

が少ない」等が挙げられた。 
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（３）将来ビジョンの進捗と近年のまちづくり事業 

城下町地区では、将来ビジョンに基づき、まちづくり目標である「住んでよし、訪れてよしのまち」を実現

するため、これまでに様々な取組が行われてきました。 

錦帯橋をはじめとした貴重な資源を維持・活用する取組と同時に、地区の住民が安心して住み続けら

れる環境づくりに取り組んできたところです。 

近年におけるまちづくりの主な取組として、次のような取組を実施しています。 

 

地区内でのこれまでの主な取組 取組の内容 

 交流施設の整備（岩国地区）  地区住民や来訪者の交流施設として「本家 松

がね」を整備し、オープンしました。 

 道路の美装化や案内板整備等 

（岩国・横山地区） 

 街なみ環境整備として、道路の美装化や、街路

灯の整備、また観光客にわかりやすい案内板等

の整備に取り組んでいます。 

 修景補助（岩国・横山地区）  景観形成に相応しい住宅の外観整備等について

補助しています。 

 浄化槽の設置補助（横山地区）  合併処理浄化槽の設置補助により、生活環境の

保全及び公衆衛生の向上を図っています。 

 公民館など老朽施設の建替え 

（岩国地区） 

 中央公民館の建替えに向けて着手しています。

利用者駐車場の拡張にも取り組んでいます。 

 舗装の改良、都市計画道路の見直し 

（岩国・横山地区） 

 老朽化した道路の舗装や側溝を改修して、安全

性の確保と生活環境の向上を図っています。ま

た、長期未着手の都市計画道路の見直しに向け

た検討にも着手しています。 

 吉香公園の整備（横山地区）  吉香公園内の園路の整備や菖蒲の再生等による

魅力の向上、来訪者増加に取り組んでいます。 

 錦帯橋の世界遺産登録にむけた取組など（岩

国・横山地区） 

 錦帯橋の世界遺産登録に向けた取組を進めてい

ます。錦帯橋芸術祭など、市民の錦帯橋への愛

着を高め、文化芸術を通じた国際交流を推進す

る取組を進めています。 

表 地区内におけるまちづくりの主な取組  
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「住んでよし、訪れてよしのまち」の実現に向けて、観光・商業の振興を図る「訪れてよし」の取組はもち

ろん重要ですが、地区住民の良好な生活環境を整備する「住んでよし」の取組も同様に重要であり、居住

者の視点に立った施策の展開が必要です。 

課題には、まちづくりと地区交通に関するものが多くありますが、主な課題と目指すべき方向性について、

次のとおり示します。 

こうした多くの課題に対応し各取組を相互に整合させ、効果的・効率的に取組を進めてゆくには、行政

内部での連携はもちろん、行政と地域がまちづくりの目標や課題を共有し連携して進めてゆくことが重要で

す。これまで、そうした連携が十分に図られているとは言い難く、全体に共通した課題として挙げられます。 

 

 住んでよし 訪れてよし 

まちづくり 

◇まちづくりの課題 

 下水道など基盤施設の整備促進 

 雨水排水など防災対策の充実 

 歴史性を大切にした住環境づくり 

 錦帯橋を中心とした観光客の周遊ネッ

トワークの拡大 

 地区への再訪意向を高める拠点づくり 

 沿道にある既存施設の利用促進 

 周辺観光地との広域連携と情報発信 

○目指すべき方向性 

 基盤施設の整備・更新により将来にわ

たり安全で快適に住み続けられる、歴

史性を大切にした住環境が確保され

る 

 防災対策の充実により、災害に強い地

域が形成される 

 錦帯橋を中心とした各種資源の連携に

より賑わいが生まれる 

 来訪者の回遊性が向上し、新たな城下

町地区の魅力発見につながる 

 広域的な視点による観光拠点が形成さ

れる 

 

 （共通課題）取組間の連携・行政内部の連携・行政と地域の連携 

地区交通 

◇地区交通の課題 

 生活道路へ流入する観光交通の分離 

 歩行空間の安全性確保 

 路上駐車への対応 

 来訪者駐車場の確保 

 自動車と分離した歩行者空間、歩行者

滞留空間の確保 

 歩行者空間の修景、回遊性の向上 

○目指すべき方向性 

 安全で快適な生活交通（自動車・歩行

者）ネットワークが形成される 

 錦帯橋を中心とした城下町地区への

観光交通と生活交通の棲み分けが明

確化され、生活や商業への影響が最小

化される 

 適切な駐車環境の創出により観光地へ

の円滑な交通アクセスが確保される 

 世界遺産にふさわしい錦帯橋の景観が

形成される 

 周辺観光地との円滑な交通移動が可能

で、情報収集が効果的に行える 

  

2 課題 

連
携 
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グランドデザインは、平成 26年に策定した将来ビジョンのアクションプランとして位置付けられます。 

グランドデザインが目指すまちづくりの目標は、将来ビジョンで掲げたまちづくりの目標「住んでよし、訪れてよ

しのまち」と一致します。 

 

住んでよし、訪れてよしのまち 

 

また、将来ビジョンでは、まちづくりの目標実現に向け３つのテーマを掲げ、テーマ別のまちづくり基本方針を

定めています。 

 

テーマ 1／風景と文化 

城下町として育まれてきた風景と文化を守ります 

 

テーマ２／暮らしやすさ 

歴史性を大切にした暮らしやすい住環境をつくります 

 

テーマ３／おもてなし 

何度も訪れたいと感じてもらえるもてなしの環境を整えます 

 

 

図 まちづくりの目標とテーマ  

まちづくりの目標と将来像 

 
１ まちづくりの目標 
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将来ビジョンに沿って、様々な取組を進めていますが、第２章で示したとおり、錦帯橋の世界遺産登録に向

けての課題など、将来ビジョン策定後に顕在化した新たな課題も見えてきています。また、「住んでよし」と「訪

れてよし」の両面的な課題として、生活・交通に関連する基盤整備の重要性も増してきています。 

これまでの取組を継続するとともに、こうした新たな課題にも取り組み、歴史性を大切にした持続可能な住環

境を構築し、城下町として育まれてきた風景と文化を守り、何度も訪れたいと感じてもらえるもてなしの環境を整

えてゆく必要があります。ここでは、まちづくりの諸課題から見えてくる、「住んでよし、訪れてよしのまち」を目指す

城下町地区の、具体的な将来像を示します。 

 

将来像１ 

将来にわたり安全・快適に住み続けられる環境が整い 歴史・文化を育めるまち 

 

基盤施設の整備・更新が随時、適切に行われ、また、地域全体で充実した防災対策が整った、将来にわ

たり安全で快適に住み続けられるまちを目指します。 

また、錦帯橋を中心とした城下町地区への観光交通と生活交通の棲み分けを明確化することで、生活や

商業などへの影響を最小化し、安全で快適な生活交通（自動車・歩行者）ネットワークの形成を目指します。 

このような、住民や事業者が安全・快適に住み続けられる環境を構築することが、地区の特徴である城下

町としての歴史・文化を継承し育んでいく土台になると考えます。 

 

将来像２ 

安全・円滑な観光モビリティが確保され 楽しく回遊できる地域の魅力あふれるまち 

 

錦帯橋を核として、歴史的な街なみをはじめ城下町地区の魅力ある資源を活かした、多くの人に何度も

訪れたいと感じてもらえる回遊型の観光拠点の形成を目指します。 

また、適切な駐車環境の整備により円滑な交通アクセスを確保し、観光客の回遊性向上を図るとともに、

世界遺産にふさわしい周辺の景観形成を図ります。 

さらに、周辺の観光地とも連携し、城下町地区とそれら周辺観光地を結ぶ円滑な交通ネットワークを実現

することで、広域的な集客力向上につながり、城下町地区の魅力をさらに広く発信し高めてゆくことにつなが

ると考えます。 

２ 将来像 
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図 地区交通体系の概念図 
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前章で示した将来像の実現に関連する取組を相互に連携させ、それぞれの課題への対応を円滑に進める

ための共通事項として、以下 3つの行動指針を設定します。 

 

指針１ 「住んでよし」の充実 
 
城下町地区は、錦帯橋を中心に県内でも有数の観光地を形成し、多くの観光客がこの地を訪れま

すが、観光地としての魅力を高め、「訪れてよし」の充実を図ることは、地区にお住まいの方々の生活

利便性、静かな住環境といった視点とは必ずしも一致しない面もあります。 

しかしながら、「訪れてよし」を進めてゆくためには、地区にお住まいの方々の理解と協力が必要不

可欠です。居住者の視点に立った取組を進め、暮らしやすさの向上を図り、はじめて地域の理解と協

力のもと、「住んでよし」と「訪れてよし」の両立が可能と考えます。 

汚水処理施設や雨水排水施設、また道路など、生活に密着した基盤施設の整備を進め、「住んで

よし」の充実を図ります。 

 

 
指針２ まちづくりと交通計画の両輪で地区の活性化を推進 
 
まちづくりは、拠点づくりや建物の建替え、道路や下水道などの整備、街なみ景観の形成などハー

ド面の整備が中心的な役割を担いますが、これらのハード施設を、交通の面でつなぎ、にぎわい創出

につながる相乗効果を発揮させることが重要です。なかでも、下河原駐車場の移転は、錦帯橋の景

観形成という点からも、特に重要な取組として考えます。また、通過交通を排除し住民や来訪者の安

全・安心な歩行環境を形成する取組も進めます。 

 
 
指針３ 行政と地域の連携・協働によるまちづくりを展開 
 
近年、少子高齢化等を背景に国や地方の行財政が悪化する中で、まちづくりは公共主導から、住

民による自主的な取組の公的な側面に着目し、行政のみならず企業や NPO といった民間主体や都

市再生法人などが、まちづくりに積極的に参画できるような仕組みに変化しつつあります。これからは、

城下町地区においても、そのような仕組みづくりを進めてゆくことが必要です。 

また、まちづくりは、住んでいる方（住民）、訪れる方（来訪者）、働く方（就業者）それぞれにとって安

全・快適で、満足度の高いものであるべきです。錦帯橋を中心とした城下町地区の様々な資源を維

持・活用し、地区の住民や来訪者を含む地区に関わる全ての方を対象として、まちづくりを協働です

すめていく意識の醸成に努めます。 

  

行動指針 

１ 行動指針 
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これまでに示してきたまちづくりの目標や将来像は、行政のみでは実現が不可能です。前章の行動指針でも

示したとおり、地域と行政が連携・協働して取り組むことが不可欠であり、地域の主体的かつ継続的な活動と、

行政によるサポートやハード・ソフト両面での必要な基盤整備が一体となって、はじめてまちづくりが進みます。 

また、地域の魅力を構成する資源は、その地域の人々が積極的に活用してこそ、結果として持続的な維持

管理にもつながります。地域と行政が、目標や将来像を共有しつつ、持続的な協力・連携体制のもと、長期的

視点をもちながら、一つ一つを実現させていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域と行政の役割 

  

アクションプラン 

行政の役割 

 ハード・ソフト両面での

基盤整備 

 継続的な活動支援 

 情報発信 

地域と行政の

連携・協働 

地域の役割 

 まちづくりへの参画 

 地域が中心となった

地域資源の継続活用 

 情報発信 

1 地域と行政のそれぞれが担う役割（責務） 
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グランドデザインは、平成 26年に策定した将来ビジョンのアクションプランとして位置付けられます。将来ビ

ジョンの策定から約５年が経過しますが、ここでは、将来ビジョンで定めた「錦川両岸地域まちづくり構想」と「重

点市街地ゾーンにおける行動計画」を確認（再掲）します。 

順調に進んでいる取組もあれば、これから実施に向けて検討を要する取組も多くあり、引き続き将来ビジョン

の実現に向けて着実な進捗を目指す必要があります。 

  

２ 将来ビジョンにおけるまちづくり構想と行動計画の確認 
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＜錦川両岸地域まちづくり構想（「将来ビジョン」より再掲）＞ 
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＜重点市街地ソーンにおける行動計画（「将来ビジョン」より再掲）＞ 

 

【●行政主体 ○住民主体】 

■持続可能な住環境の形成と歴史性を大切にしたまちなみの保全にむけて 

施策 手法例等 

地域の歴史性を継承するまちなみ

の保全形成や土地の使い方に関す

るルール化と運用 

●景観計画に基づく景観形成方針及び基準の設定 

●風致地区の区域及び基準などの見直し 

●公共施設における景観配慮と修景事業の実施 

●都市計画道路の見直し 

地区内への新たな居住者、事業者を

誘致するシステムづくり 

○賃貸物件の把握と不動産の斡旋 

○転入者の受け入れ相談窓口となる体制づくり 

（ＮＰＯ法人化等） 

●助成等の検討 

地域による主体的な取組 ○運営・協議の体制づくり 

●体制づくりに向けた支援 

●運営に対する技術的な援助 

空き地・駐車場等の集約化とまちな

み形成に向けた利活用 

○地域における共同管理・運用 

●街なみ形成に向けた修景助成 

電線類の地中化や美装化による歴

史的な道の整備 

●街なみ環境整備事業による環境整備 

●地域住宅交付金制度等の確立 

○交流施設の管理運営 歴史的な建造物等を活かした交流

施設の整備 

まちなみ整備を牽引するモデル的

な改修事業の実施 

古民家の再生と活用 

まちなみ形成に向けた主体的な修

理・修景の促進 

○既存古民家等の修理・修景の実施 

●街なみ基準に基づく助成 

歴史的な建造物の保存 ●個別物件への歴史・文化的な価値評価（調査） 

●文化財保護制度の適用の検討 

生活基盤施設の整備 ●下水・排水施設の早期整備と事業実施までの代替措

置等の検討 

災害に強い地域づくり ●防災施設の強化・充実 

●まちなみ保全と連携した地域防災計画の策定 

○地域防災体制の構築 
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■道路交通環境の改善と回遊性の向上にむけて 

施策 手法例等 

地域幹線道路の交通環境の整備 ●路上駐車対策の検討 

○商業関連施設による共同駐車場の確保 来街者用一時駐車場の整備 

車両及び歩行者に対する誘導サイ

ンや情報掲示板の整備 

●まちなみ環境整備事業による環境整備 

●観光用駐車場の整備 

歴史的な道を活かした魅力ある道

づくり 

観光バス用の降車スペースと、乗車

スペースを含む駐車場の再配置に

向けた検討と準備 

コミュニティバス等の導入に向け

た検討 

●コミュニティバスの活用等 

●西岩国駅及び川西駅の駅前広場の整備 

地域資源を活かした回遊促進を誘

導するコンテンツの拡充・整備 

○個店の魅力向上と地域ブランドづくり 

●歴史・文化的な資源を活かした文化・教育施設（ミ

ュージアム）の整備 

○観光ボランティアによるまちあるきツアーの充実 
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（１）プログラムのイメージ 

行政が取り組む施策プログラムのイメージを示します。「地区交通」も「まちづくり」の一部ですが、前章までで

整理したとおり、世界遺産を目指すうえで交通施策の推進は重要です。「地区交通」に関するプログラムイメー

ジを、「まちづくり」と色分けして表示しています。 

    

    

 

  

住
ん
で
よ
し 

訪
れ
て
よ
し
の
ま
ち 

 

ま
ち
づ
く
り 

 

 

 

  

地
区
交
通 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

適切な維持管理・更新 

適切な維持管理・更新 

電線類の地中化など 

適切な維持管理・更新 

適切な維持管理・更新 排水施設の改善・強化 

適切な維持管理・更新 

3 アクションプログラム 

雨水排水の改善検討 雨水排水の改善検討 

生活道路の改善 

市街地環境整備 

（街なみ環境整備など） 

排水施設の改善に向けた検討 

（岩国・横山） 

生活道路の改善・整備（岩国・横山） 

景観計画に沿った良好な景観形成・保全（岩国・横山） 

吉香公園をはじめとする公園の整備・充実（岩国・横山） 

交流施設や文化施設等の整備・充実（岩国・横山） 

地区の魅力を高めるソフト施策（観光・商業、文化・芸術の振興）（岩国・横山） 

地域との連携・協働の取組（岩国・横山） 

観光交通と生活交通の棲み分けに向けた検討と取組 

地域幹線道路における安全な歩行空間・車道空間の確保 

来訪者用駐車場の再配置 

安全・円滑な交通体系構築に向けたハード・ソフト両面での 

検討と取組 

公共下水道整備による汚水処理の環境改善（岩国） 

合併浄化槽の普及促進による汚水処理の環境改善（横山） 

道路美装化など良好な住環境・街なみの整備（岩国・横山） 

  

５年 10年 

＜短期＞ 

 

＜長期＞ 

 

＜中期＞ 

 

適正な土地利用の促進 都市計画の見直し（岩国・横山） 

適切な維持管理・更新 

適切な維持管理・更新 

適切・継続的な運用 

適切・継続的な運用 
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（２）実施計画 

行政が取り組む施策のうち、平成 31（令和元）年度から 3 ヵ年の実施計画を示します。「平成 31（令和元）-令和 3）年度 岩国市総合計画 まちづくり実施計画」掲載事業（（※）の事業は、まちづくり実施計画に掲載されていない事業）のうち、城

下町地区のまちづくりに関連の深い事業を抽出したものです。多くの所管課が関わるため、行政内部で情報を共有し、相互に連携して効率的・効果的に事業に取り組む必要があります。また、地域とも情報を共有し、連携して取り組むことが重要で

す。 

概算事業費 単位：千円 

事業地 
 

事業名 開始年度 
完了予定 

年度 
所管課 

H31(R1) 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

R7 

(2025) 

R8 

(2026) 

 

 

 

   

        

岩国 

1 市道道路改良舗装事業（特定防衛施設周辺整備事業）         （錦見 61号線） H26 R2 道路課  約9,000 約      

2 市道錦見 61号線改良事業（再編関連特別事業） H27 

 

道路課 H31(R1)以降の事業費・完了予定年度未定 

3 岩国 26号線（臥龍橋通り）改良事業（社会資本整備総合交付金事業） H30 R4 道路課 23,700 R2以降の事業費未定 

4 市道道路改良舗装事業（特定防衛施設周辺整備事業）         （岩国 22号線他） H31(R1) H31(R1) 道路課 8,000        

5 中央公民館整備事業〔公民館整備事業〕 H28 

 

中央公民館 13,530 R2以降の事業費・完了予定年度未定 

6 （仮称）錦帯橋資料館整備事業 H28 

 

錦帯橋課 H31(R1)以降の事業費・完了予定年度未定 

7 （仮称）岩国一丁目広場整備事業 H31(R1)  錦帯橋課・公園景観課 98,284 R2以降の事業費・完了予定年度未定 

8 歴史的まちなみを活かしたまちづくり事業〔景観形成推進事業〕  （駐車場整備事業） H30  拠点整備推進課 99,216 R2以降の事業費・完了予定年度未定 

9 障害者サービスセンター急傾斜地対策事業 H31(R1) 

 

障害者支援課 6,814 R2以降の事業費・完了予定年度未定 

       

横山 

10 横山地区浸水対策事業〔排水路整備事業〕 H31(R1) 

 

河川課 17,672 R2以降の事業費・完了予定年度未定 

11 紅葉谷川河川改修事業                                                  （※） H27  河川課 約 1,000 R2以降の事業費・完了予定年度未定 

12 吉香公園花菖蒲園整備事業(ふるさと基金) H30 R2 公園景観課 1,400 1,400       

13 吉香公園施設改修事業（白壁改修） H30 R2 公園景観課 1,500 1,500       

14 吉香公園樹木健全度調査事業〔吉香公園施設整備事業〕 H29 R2 公園景観課 1,000 1,000       

15 教育センター駐車場拡張事業 H30 H31(R1) 青少年課 35,921        

16 岩国市博物館等施設再整備計画策定事業 H31(R1) R2 岩国徴古館 9,676 3,793       

       

岩国・横山 

17 歴史的まちなみを活かしたまちづくり事業〔景観形成推進事業〕（街なみ環境整備事業） H24 

 

都市計画課・公園景観課 114,494 R2以降の事業費・完了予定年度未定 

18 自然と歴史を未来につなぐ景観まちづくり事業〔景観計画策定事業〕 H19 

 

公園景観課 12,090 2,584 3,316 R4以降の事業費・完了予定年度未定 

19 都市計画道路の見直し                                                   （※） H31(R1) 

 

都市計画課 事業費不要・完了予定年度未定 

20 錦帯橋周辺観光施設環境整備事業                      （※） H30  観光振興課 H31(R1)以降の事業費・完了予定年度未定 

              

全市 

21 老朽危険空き家除却促進事業                        （※） H26 

 

建築住宅課 毎年度約 6,000千円を計上 

22 浄化槽設置整備事業費補助                         （※） 

  

環境保全課 毎年度約 80,000千円を計上 

23 高齢者健康づくり施設整備事業（ふるさと基金） H30 

 

公園景観課 6,000 6,000 6,000 R4以降の事業費・完了予定年度未定 

24 防犯設備整備事業（特定防衛施設周辺整備事業） H29  くらし安心安全課 88,050 R2以降の事業費・完了予定年度未定 

25 『売れる！特産品』づくり事業〔地域ブランド推進関係費（地方創生推進）〕 H29 H31(R1) 商工振興課 7,788        

26 錦帯橋世界遺産推進事業〔錦帯橋世界遺産推進事業・文化的景観保護推進事業〕 H21  錦帯橋課 19,762 R2以降の事業費・完了予定年度未定 

27 錦帯橋保存管理事業 H23 

 
 

61,897 6,772 3,692 R4以降の事業費・完了予定年度未定 

28 文化芸術振興プラン推進事業〔芸術文化事業〕          （錦帯橋芸術祭） H28 R2 文化振興課 12,000 12,000       

※29～33ページに事業の概要、34～35ページに事業の位置図を添付しています。 
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下図は、前ページに掲載した実施計画事業を、まちづくり目標に掲げた 3つのテーマで分類、整理したものです。（事業名は略称です。） 

複数のテーマにまたがるものも多く、城下町地区における事業は、多面的な目的により実施するものが多いことがわかります。テーマ間の施策連携、また、地域にとってより分かり易い施策展開を図る必要があります。 

 

図 実施計画事業のテーマ別の整理 

１ 風景と文化 

２ 暮らしやすさ ３ おもてなし 

制度・ルールその他ソフト面の取組 施設・建物の整備、更新、維持・管理 

26 錦帯橋世界遺産推進事業 

28 錦帯橋芸術祭 

16 博物館等施設再整備計画策定事業 
18 景観まちづくり事業 

17 街なみ環境整備事業 

15 教育センター駐車場拡張事業 

5 中央公民館整備事業 

13 吉香公園白壁改修事業 

12 吉香花菖蒲園整備事業 

基盤施設の整備、更新、維持・管理 

19 都市計画道路の見直し 

22 浄化槽設置補助事業 

11 紅葉谷川河川改修事業 

10 横山地区浸水対策事業 

6 （仮称）錦帯橋資料館整備事業 

27 錦帯橋保存管理事業 

錦帯橋関係 

吉香公園関係 

その他公共施設 

博物館関係 

汚水処理関係 

河川改修・浸水対策 

道路関係 

21 老朽危険空き家除却促進事業 

住宅関係 

【凡例】 

1 市道改良舗装事業（錦見 61号線） 

2 錦見 61号線改良事業 

3 岩国 26号線(臥龍橋通り)改良事業 

4 市道改良舗装事業（岩国 22号線） 

7 （仮称）岩国一丁目広場整備事

 
8 駐車場整備事業 

都市計画 

防災 

9 障害者ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ急傾斜地対策事業

14 吉香公園樹木健全度調査事業 

その他 

23 高齢者健康づくり施設整備事業 

20 観光施設環境整備事業  
観光・商業 

25 『売れる！特産品』づくり事業 

24 防犯設備整備事業 
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 実施計画事業の概要と、平成 31（令和元）年度における主な実施内容を示します。 

 （※平成 31（令和元）年度から３ヵ年の実施計画であるため、平成 31（令和元）年度においては、設計や工事

といった具体的な事業実施が予定されていないものもあります。） 

 

岩国地区で実施されるもの 

事業名（略称） 事業概要 
H31(Ｒ1)年度の 

主な実施内容 

１ 市道改良舗装事

業（錦見 61号線） 

 老朽化した舗装を改修し、安全性の向上を

図ります。 

 

２ 錦見 61号線改良

事業 

 通学路上の交差点に自転車歩行者道を新

設整備し、歩行者の安全を図ります。 

 線形不良の交差点改良を実施します。 

 

３ 岩国 26号線（臥

龍橋通り）改良

事業 

 市道の幅員構成を整理し、歩行者通行帯と

車両通行帯の分離を図り、安全性の向上を

図ります。 

 線形不良の交差点改良を実施します。 

・用地取得 

４ 市道改良舗装事

業（岩国 22号線

他） 

 老朽化した舗装、側溝を改修し、安全性の

向上を図ります。 

・舗装工事 
（岩国 22号線） 

（岩国 23号線） 

（岩国 25号線） 

５ 中央公民館整備

事業 

 老朽化が著しい中央公民館を、誰もが安

心・安全に利用できる施設に建て替える事

業です。 

 施設の建て替えにあわせて、利用者駐車場

も拡大する予定です。 

 平成 28年度に、「岩国市中央公民館等建

設基本構想」を策定しています。 

・基本計画策定業務 

６ （仮称）錦帯橋資

料館整備事業 

 世界遺産登録を目指す錦帯橋の歴史や構

造等を紹介し、その魅力を発信するととも

に、地域のにぎわいを創出する施設を整備

します。 

・整備計画の検討 

７ （仮称）岩国一丁

目広場整備事業 

 地域の憩いの場となり、交流を育む生活環

境施設としての広場を整備します。 

・整備計画の検討 

８ 駐車場整備事業  下河原駐車場の移転を主目的として、観光

用駐車場を整備する事業です。 

・用地取得 

９ 障害者ｻｰﾋﾞｽｾﾝ

ﾀｰ急傾斜地対策

事業 

 障害者、利用者が安心して通所または施設

利用ができるよう急傾斜地対策工事を実施

し、施設の安全対策を図ります。 

・実施設計 
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横山地区で実施されるもの 

事業名（略称） 事業概要 
H31(Ｒ1)年度の 

主な実施内容 

１０ 横山地区浸水対

策事業 

 横山地区の浸水被害を軽減し、市民生活の

安全性向上を図るため、排水計画の見直し

を行います。 

 平成 31(令和元)年度に浸水対策検討業務

を実施し、その検討結果に基づき整備方針

を決定する予定です。 

・浸水対策検討業務 

１１ 紅葉谷川河川改

修事業 

 老朽化した河川の護岸改修を実施し、地域

の浸水被害の軽減と安全確保を図ります。 

・河川改修工事 

１２ 吉香花菖蒲園整

備事業 

 菖蒲を再生することで多くの人に楽しんでい

ただき、リピーターを増やしていくことを目的

とするものです。 

 生育の悪い苗を廃棄し、新たに菖蒲苗を購

入し再生を図ります。 

・菖蒲苗購入 

１３ 吉香公園白壁改

修事業 

 老朽化し剥がれ落ちた白壁を新たに塗り直

し、人々が集い安らぎのある公園となるよう

景観を整えます。 

・白壁改修工事 

１４ 吉香公園樹木健

全度調査事業 

 樹木の健全化及び安全対策を進めるもので

す。 

 樹木の健全度調査の結果に基づき、倒木の

危険がある樹木を伐採もしくは強剪定、支柱

の設置等の対策を行います。 

・調査業務 

１５ 教育センター駐

車場拡張事業 

 センターの駐車場不足を解消するため、駐

車場を拡張する事業です。 

  

・実施設計 

・駐車場整備工事 

１６ 博物館等施設再

整備計画策定事

業 

 岩国徴古館の耐震診断のほか、市内の博

物館等施設が担うべき役割、機能、資料収

集のあり方、望ましい運営形態、施設・組

織、施設の再編その他について検討し、再

整備計画を策定します。 

・計画策定業務 

・岩国徴古館耐震診

断 
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岩国・横山の両地区で実施されるもの 

事業名（略称） 事業概要 
H31(Ｒ1)年度の 

主な実施内容 

１７ 

 

街なみ環境整備

事業 

 歴史的建造物等の残る岩国・横山地区にお

いて、安全で快適な道路空間の整備、地域

の憩いと交流を育む生活環境施設の整備を

はじめ、各種公共施設の整備を行います。 

 主な事業内容には、道路美装化、街路灯設

置、生活環境施設の整備、案内板設置、修

景修繕助成などがあります。 

・道路美装化工事 
（岩国 14号線） 

・境界復元・測量設計 
（横山 6号線） 

・修景補助 

 

１８ 景観まちづくり事

業 

 

 岩国市景観計画に基づき、屋外広告物制

度の検討や景観啓発に取り組み、良好な景

観形成を推進します。 

・景観啓発 

・屋外広告物制度検 

討 

・景観計画変更案作

成業務 

１９ 都市計画道路の

見直し 

 長期未着手都市計画道路の見直しを行な

い、建築制限を解消し、土地活用を図るとと

もに、将来を見据えた道路網の再構築を行

います。 

 廃止、変更路線については順次、住民意見

交換会を行い、合意を得られた路線につい

て都市計画変更を行います。 

・検討継続 

２０ 観光施設環境整

備事業 

 錦帯橋周辺における観光施設について、適

正かつ効果的なチケット発行や、外国人観

光客にも対応したキャッスレス化を行い、錦

帯橋料金所での渋滞解消を図るとともに、周

辺事業者にも導入を促し観光消費の拡大を

図る事業です。 

 平成 30年度に実施した、「観光施設環境整

備調査」の調査結果をもとに、本市に適した

チケット発行・キャッシュレス化システムの導

入を図ります。 
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全市的な事業で城下町地区に関わりが深いもの 

事業名（略称） 事業概要 
H31(Ｒ1)年度の 

主な実施内容 

２１ 老朽危険空き家

除却促進事業 

 老朽危険空き家の除却費用を助成し、地域

住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしてい

る空き家の除却を促進することにより、安心・

安全に暮らせるまちづくりを推進します。 

 事前に認定申請を行い、建築物の不良度・

危険度及び周辺への影響度の判定により老

朽危険空き家と認定された空き家を解体す

る場合に、除却費用の一部を助成します。 

 

・除却費用助成 

２２ 浄化槽設置補助

事業 

 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防

止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向

上を図るため、公共下水道及び農業集落排

水の事業計画区域外において、合併浄化

槽設置等に要する費用の一部を補助する

事業です。 

 

・設置費用等補助 

２３ 高齢者健康づくり

施設整備事業 

 高齢者の健康増進を図り、健康寿命を延ば

すことを目的に、公園等の公共施設内にスト

レッチや柔軟性の増進、バランス感覚や筋

力の強化などに効果のある健康遊具を整備

します。 

 

 

２４ 防犯設備整備事

業 

 犯罪や事故等の未然防止を図るため、防犯

カメラを不特定多数の人が往来する道路や

公共の場所に設置します。 

・設計 
（岩国・横山それぞれ

で、2～3箇所を予定） 

２5 『売れる！特産

品』づくり事業 

 岩国ブランド推進基本方針に基づき、新商

品開発、ブラッシュアップ・販路拡大・プロモ

ーションを行います。 

 

２6 錦帯橋世界遺産

推進事業 

 岩国市のシンボルである錦帯橋について、

世界基準による資産価値を付与し、次世代

に確実に継承するとともに、地域の活性化

や観光産業の発展に寄与することを目的と

して、世界遺産への登録を目指した各種の

取組を実施します。 

・調査研究 

２7 錦帯橋保存管理

事業 

 錦帯橋を将来に向けて保存・管理するた

め、錦帯橋がもつ価値（魅力）を改めて見直

し、既定計画の改定を行います。 

また、現在の橋を適切に維持管理するた

め、定期的に調査・点検を行うとともに、必要

に応じて橋の保全工事を行います。 

 

・計画策定業務 

・健全度調査 
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事業名（略称） 事業概要 
H31(Ｒ1)年度の 

主な実施内容 

２8 錦帯橋芸術祭   錦帯橋周辺での篝火による夜の錦帯橋の魅

力発信、錦帯橋上での市歌の大合唱や錦

帯橋周辺・吉香公園内の博物館等での演

奏会、アート体験、ミニコンサートなど、錦帯

橋への市民の愛着を高めるとともに、文化芸

術を通じた国際交流を推進する事業です。 
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〔事業位置図（岩国地区）〕 

 

 

 

  

（説明） 

◆実施計画事業について、概

ねの位置を表示しています。 

◆事業名は略称です。 

◆全市的に実施される事業や

ソフト事業などは、位置を特

定せず、図の右上に一覧表

示しています。 

◆事業名を青字としているもの

は、平成 31（令和元）年度予

定分のみを表示しています。 

3 岩国 26 号線（臥龍橋通り）

改良事業 

４ 市道改良舗装事業 

（舗装工事） 

５ 中央公民館整備事業 

１ 市道改良舗装事業 

 （錦見 61 号線） 

９ 障害者サービスセンター

急傾斜地対策事業 

17 街なみ環境整備事業 

（道路美装化 工事） 

６ （仮称）錦帯橋資料館整備

事業 

７ （仮称）岩国一丁目広場整

備事業 

19 都市計画道路の見直し 

18 景観まちづくり事業 

20 観光施設環境整備事業 

21 老朽危険空き家除却促進

事業 

24 防犯設備整備事業 

25 『売れる！特産品』づく

り事業 

26 錦帯橋世界遺産推進事業 

27 錦帯橋保存管理事業 

28 錦帯橋芸術祭 

２ 錦見 61 号線改良事業 

８ 駐車場整備事業 

17 街なみ環境整備事業 

（修景修繕助成ほか） 
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〔事業位置図（横山地区）〕 

 

 

 

  

（説明） 

◆実施計画事業について、概

ねの位置を表示しています。 

◆事業名は略称です。 

◆全市的に実施される事業や

ソフト事業など位置を特定で

きないものは、図の右上に表

示しています。 

◆事業名を青字としているもの

は、平成 31（令和元）年度予

定分のみ表示しています。 

16 博物館等施設再整備計画

策定事業 

17 街なみ環境整備事業 

（道路美装化 測量設計） 

10 横山地区浸水対策事業 

18 景観まちづくり事業 

20 観光施設環境整備事業 

21 老朽危険空き家除却促進

事業 

24 防犯設備整備事業 

25 『売れる！特産品』づく

り事業 

26 錦帯橋世界遺産推進事業 

27 錦帯橋保存管理事業 

28 錦帯橋芸術祭 

12 吉香花菖蒲園整備事業 

17 街なみ環境整備事業 

（修景修繕助成ほか） 

11 紅葉谷川河川改修事業 

14 吉香公園樹木健全度調査

事業 

13 吉香公園白壁改修事業 

15 教育センター駐車場拡張

事業 

22 浄化槽設置補助事業 

23 高齢者健康づくり施設整

備事業 

19 都市計画道路の見直し 
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グランドデザインの進捗管理は、まちづくりへの取組を継続的に評価・検証し、必要に応じて改善策を検討し、

次の取組につなげていくＰＤＣＡサイクルに基づいて実施します。また、その進捗管理にあたっては、行政内部

における関係部署間の連携を図るとともに、継続的に地域との意見交換等を実施し、地域の意見を適切にＰＤ

ＣＡサイクルに反映することとします。 

なお、第５章のアクションプランで示した実施計画は、３ヵ年の具体的な計画であり、毎年度、ローリング方式

により事業の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

グランドデザインを着実に進め、総合的かつ戦略的に城下町地区のまちづくりを推進するため、行政内部の

関係部署による継続的な連携体制を構築します。 

また、城下町地区は、観光を中心とした産業拠点としての性格を有し、地域におけるまちづくりの主体も、住

民、事業者など様々です。これら地域におけるまちづくりの主体と行政が継続的に意見交換を重ねながら、連

携・協力してまちづくりを進めてゆくとともに、行政が地域の主体的な取組を積極的に支援する仕組みづくりに取

り組みます。 

 

＜推進体制（案）＞ 

■行政（市）の体制 

「縦割り」の弊害をなくし連携してまちづくりに取り組むため、関係部署による常設の庁内体制

（例：「城下町地区グランドデザイン推進プロジェクトチーム」）を組織する。 

■地域の体制 

まちづくりの主体となる個々の団体・組織が一体となって、まちづくりを進める。 

 

PLAN 
活動を 
計画する 

DO 
活動を 
実施する 

CHECK 
活動を 
評価する 

活動を 
改善する 

関連事業や新たな取組への反映 

グランドデザインの推進 

1 グランドデザインのマネジメント 

2 推進体制 
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■行政（市）と地域の継続的なコミュニケーションを築き連携を高めるための体制 

まちづくり全般に関して、また個々のテーマに関して、継続的に意見交換等の場を設け、コミュ

ニケーションを密にし連携しながら進めてゆく。 

 

＜推進体制（案）のイメージ＞ 

 
 

まちづくり「全体」について考える場

「住んでよし 訪れてよし」

全体を考える意見交換

【市】

○関係各課

【地元】

○自治会連合会（岩国・横山）ほか

→主に「住んで良し」

○観光・商業関係団体（岩国市観光協会・岩

国西商工連盟・㈱城下町サロン）

→主に「訪れてよし」

「商業」部会

＜市の取組（実施計画）＞

●街なみ環境整備事業

●中央公民館整備事業

●臥龍橋通り改良事業

●駐車場整備事業

●世界遺産推進事業

●（仮称）錦帯橋資料館整備事業

・・・

＜地域の取組＞

●各団体実施のイベントなど様々なまちづく

り活動

「暮らし」部会 「観光」部会

＜事業・テーマ（例）＞

●商店街のにぎわいづくりに

ついて
●イベントについて

・・・

【市】

○商工振興課、

観光振興課、・・・

【地元】

○自治会連合会、観光・

商業関係団体からそれぞ

れ参加

＜事業・テーマ（例）＞

●都市基盤整備の課題につい

て

●路上駐車解消に向けて

・・・

＜事業・テーマ（例）＞

●観光駐車場について

●錦帯橋資料館について

●世界遺産推進事業について

・・・

【市】

○観光振興課、

錦帯橋課、・・・

【地元】

○観光・商業関係団体か

ら参加

【市】

○道路課、

下水道課、

河川課、・・・

【地元】

○自治会連合会、その他

一般住民からも参加

連携

「個別」のテーマについて考える場

連携 連携


