
「都市計画法第１８条の２」

市町村の都市計画に関する基本的な方針
を定めるものとする。

柳井市

都市計画マスタープラン
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■柳井市では、長期的かつ総合的な都市計画の指針となる

『柳井市都市計画マスタープラン』を策定します。

■この計画は、新市において策定された『柳井市総合計画』の
部門別計画として位置づけられます。

■この計画は、おおむね２０年後の柳井市のあるべき姿を考え、

その実現に向けて市民と行政が協働しながらまちづくりを進
めていくための指針となるものです。

＜策定の趣旨＞
第１ はじめに
～都市の特性
と課題

第１ はじめに
～都市の特性
と課題



＜役割＞

市民や企業（事業者）が取り組むまちづくりの

方向・ビジョンを示します。

行政が「都市計画」を効率的かつ効果的に

運営していくための指針を示します。

基準年次
200５年
平成17年

20年後を展望し、

これから10年で取り組んで

いくことを示します。

必要に応じて、

適時適切に見直します。

目標年度
20２５年
平成３７年

＜目標年度＞



＜体系図＞

市 民
・従来からの取組
（ワークショップほか）
・市民意識調査
・ヒアリング
（関係機関・団体）

・パブリックコメント
・説明会、公聴会

『柳井市都市計画
マスタープラン』

策定主体 ： 柳井市
（事務局：都市計画課）

他の個別計画との整合

柳井都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ（県策定） 柳井市総合計画柳井都市計画区域ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ（県策定） 柳井市総合計画

都市計画
審議会

都市計画
審議会

市議会市議会

即す

報告

諮問

決定公表、県への報告 → 都市計画の適時適切な見直し

意見の
反映

まちづかい



○山口県の南東部に位置し、柳井広域都市圏の中心都市としての機能を果たしている。
中枢都市「広島市」への近接性や、四国の玄関口としての役割も有する。

○市域は、沿岸部、内陸部、半島・島しょ部からなり、総面積139.90k㎡の半分以上が山地丘陵地で占め
られている。

○瀬戸内海に面し、温暖多日照な瀬戸内海気候区に属している。年平均気温は沿岸部で15～16℃、
山間部で14～15℃。年間降水量は1,700～2,000mm程度。

○多島美を誇る瀬戸内海の美しい景観や市街地周辺の緑豊かな山々など、豊かな自然環境に恵まれる。

○古くから海上交通の要衝として栄え、多くの歴史的文化的資源を有している。
「東方の海門」 「岩国藩の御納戸」 「僧月性」

○総人口は約36千人。減少傾向にあり、少子高齢化が進行。世帯数は平成7年をピークに減少。
年少人口12.0%、生産年齢人口58.0％、高齢者人口30.0％(平成17年国勢調査)

○産業面では大規模な工業集積は乏しいが、商業などの第３次産業の占める比率は64.6％と高い。
第１次産業（同9.5％）、第２次産業（同25.2％）は縮小傾向。

○市街地は分散、拡大傾向にある。DID（人口集中地区）人口密度は20.8人／ha(30年前は40.9人／ha）
DIDの面積449ha、人口9,349人（平成17年国勢調査）

＜都市特性＞



①人口減少・超高齢社会

・おおむね20年後（2025年）の
将来予測人口は、28,300人前後。

・世帯数は平成7年をピークに減少。
高齢単身世帯の割合が高い。

（市14.8%、県11.2%、国7.9%）

・高齢化率は30.0%
全国平均よりも15年先を行く。

②都市機能の拡散、生活
圏の広域化

・ＤＩＤ（人口集中地区）人口密度

市20.8、県34.2、国67.1人／ha
全国ＤＩＤのある892自治体の
なかで低いほうから7番目

・隣接する町への転出超過と

それに伴う就業者数の流入

→幹線道路の交通渋滞発生

＜都市の主要課題＞



③環境問題・景観問題

・地球温暖化、エネルギー･水・食糧

問題、さまざまな環境汚染（公害）

→食糧自給率の低迷（市レベル）

全国平均と同じ40%

・自然景観や町並みなどの柳井らし

さを感じる美しさと歴史、文化を大

切にしたまちの質の向上

④政策法務と市民参加

・都市分野における政策法務の充

実や事務の権限移譲が重要。

・地域の人材活用、民間事業活動

や市民活動との協働が必要。

・国、県レベルでの動きも活発化。

＜都市の主要課題＞



柳井のまちが育んできた伝統文化、風土、自然環境、まちの風景や住み良さな
どの価値を大切に守りましょう。

古い町並みだけでなく、今ある市街地や農山村などの自然的環境を再認識し、
みんなで共有し、関わっていくことにより地域の魅力を育てていきましょう。

そのことが柳井らしさ、柳井らしいまちにつながっていきます。

第２
都市計画の
目標

第２
都市計画の
目標 安心

安全
環境・景観

交流
活力

今ある柳井らしさを大切に守り、
価値や魅力をみんなで育てていくまち

今ある柳井らしさを大切に守り、
価値や魅力をみんなで育てていくまち

基本理念

将来都市像



新規市街地形成 既成市街地再編

成長社会 成熟社会

都市化社会 都市型社会

○量的な対応（フロー） ○質的な対応（ストック）

○民間開発＋基盤整備 ○市街地の運営管理

＜都市の方向性＞

［これまで］

◇まちの中心部の空洞化、人口流出
◇市街地拡散に追いつかない基盤整備
◇都市生活に必要な機能の流出や分散
◇無秩序な農地の宅地転用

［これから］

◇効率的で持続可能な都市空間
◇超高齢･福祉社会に対応した都市空間
◇良好な景観や環境と調和した都市空間
◇安心･安全を目指した都市空間

新規市街地形成 既成市街地再編



2016年（平成28年）

定住人口：32,000人～34,000人
世帯数 ：14,500世帯
就業人口：16,250人

（就業率48%）
交流人口：60万人程度

＜将来都市フレーム＞

市街地エリア

　　都市的土地利用を

　　行うところ

都市 交流

拠点

大畠

交流

拠点

伊保庄

阿月

西平郡

平郡

日積

伊陸

新庄余田

至山陽自動車道

　山陽新幹線

農林漁業との調和エリア

　自然的土地利用を

　行うところ

＜将来都市構造＞



歴史の道すじ

柳井港

柳井港駅

柳井駅
歴史と緑

花と緑の健康拠点

水と緑
水と緑

田園居住地

流通業務地

臨海工業地

文教地区

中心
商業
地

シ
ン
ボ
ル
軸

一般市街地

公共サービス地区

＜将来都市構造＞



旧大畠町のエリアについては、市町合併を機に、地区
の伝統文化や良好な住環境の保全を図るため、都市計
画区域の指定に向けた取組を推進します。

都市計画区域に指定されると、良好な市街地環境を整
備、開発及び保全していくためのさまざまな規制（開発
規制、建築規制など）が新たに生じます。

このため、都市計画区域に指定された場合の効果と影
響を十分に整理、検証する必要があります。また、決定
権者である山口県と協力連携しつつ、市民への適切な
情報提供等に努めます。

＜都市計画区域の見直し＞



ＪＲ山
陽本線

大畠駅

国道 1
88 号線

国
道
43
7
号
線

県
道
伊
陸
大
畠
港
線

①殿畑地区
　21→19 世帯

②神代東部地区
　170→282 世帯

③駅前地区
　466→390 世帯

④大久保地区
　64→60 世帯

⑤大畠地区
　369→324 世帯

⑥遠崎地区
　358→346 世帯
⑥－１：線路北
⑥－２：線路南

注：地区名の下にある数字は 1975 年→2005 年の世帯数。

地区名は便宜上記したものである。

各地区に入る地名は以下のとおり。

①：殿畑

②：本谷、中筋、東浜、西浜、宮岬

③：瀬戸、石神、串

④：西畑、坂川、大久保

⑤：住吉、天神、本町、上原

⑥－１：西里（一部）、杉ノ木、原善、宮の下

⑥－２：天王、東村、蛭子町、本町、御旅、西里（一部）

旧大畠町の

地区区分図



第３
まちづくりの
基本方針

第３
まちづくりの
基本方針

１ 土地利用

歴史の道すじ

柳井港

柳井港駅

柳井駅
歴史と緑

花と緑の健康拠点

水と緑
水と緑

田園居住地

流通業務地

臨海工業地

文教地区

中心
商業
地

シ
ン
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一般市街地

公共サービス地区



市街地およびその周辺に立地する柳井ウェルネスパーク、やまぐち
フラワーランド、茶臼山古墳、ダムや河川などを健康づくりの拠点、
ネットワークとして位置づけます。

水とみどりと花の

ネットワーク

宅地開発を抑制するため、建築形態規制、開発許可基準の強化や
特定用途制限地域による土地利用の整序を図ります。

市街地周辺

（田園居住地）

伝建地区の周辺を中心に、景観地区等の積極的活用や建築制限緩
和条例等の制定により町並み保存の支援に取組みます。

歴史的市街地

（歴史の道すじ）

臨海部に広がる貴重な工業系地域は、用途地域を変更することなく、
工業専用地域を除いて特別用途地区や地区計画を活用した手法に
より産業振興のための有効な土地利用を図ります。

工業系地域

（臨海工業地）

シンボル軸の柳井駅門の前線、南町緑道と、その両側に広がる文
教エリア、公共サービスエリア一体は「中心商業地」としての土地利
用を図ります。

商業系地域

（中心商業地）

一般市街地のうち住居系地域では良好な住環境の保全を図るため、
用途地域と併せ特別用途地区や地区計画の活用を図ります。

住居系地域

（一般市街地）

土地利用別に見た基本方針



２ 市街地整備良好な居住環境にするための取組みイメージ





３ 都市施設都市計画道路

長期未着手都市計画道路の見直しに取り組みます。

最小限の投資で大きな効果を期待できる道路整備を進めます。

文

文

文

文

◎
市役所

文

文

文

文

文 文

裾の割線の事業化
(国道 188 号バイパス )

南柳井線の早期完成
(国道 188 号バイパス )

後地和田線の早期完成

古開作線の交差点改良

柳井警察署前
の交差点改良

南北市街地の連絡強化



公園・緑地 下水道

公園・緑地の質的充実を進め
ていきます。特に、地域住民
との協力連携による効率的か
つ効果的な管理運営や施設
の充実を進めます。

公園施設の安全管理が注目
されていることを踏まえ、安心
して施設を利用できるよう一
定のルールづくりを進めます。

汚水対策

公共下水道や特定環境保全公
共下水道の進捗を図るとともに、
事業認可区域外における浄化槽
の普及を進めます。

雨水対策

古開作雨水ポンプ場の整備を図
るとともに、宅地開発における雨
水貯留浸透施設の導入を促進し
ます。



４ 自然的環境及び景観形成公園と緑の配置方針



景観行政団体として、景観法に基づく景観計画を策定、
景観に関する施策を提案します。

学校における景観教育、地域での景観学習などを促進
します。

白壁の町並みを地域景観づくりの核として位置づけ、そ
こから景観の取組みの輪を広げます。

屋外広告物は、山口県条例から市独自の条例に移行し、
きめ細かな運用を図ります。

景観のまちづくり



５ 安心･安全のまちづくり

減災に取組みます！

①都市構造において防災上の骨格となる避難路、避難地等を確保する。
→骨格となる幹線街路は整備されつつあり、避難地までの生活道路を
避難路として認識する。

②ブロック塀から →倒壊、封鎖の恐れのある危険なものを排除する。

生垣などの植栽へ変えていく。 →火災の延焼を防ぐ役割を持たせる。

宅地内での雨水貯留浸透施設の普及を図る。
→雨水の流出を抑制することができる。

③地区単位での建て替えを促進し、建物の耐火性、耐震性を向上させる。
→地区単位での防災性の向上のため、空き地、空き家対策との一体的な
取り組みを促進する。

→地域の防災力の要となる自主防災活動を促進し、自分たちのまちの特性
を知る。



すべての人に優しいユニバー
サルデザインの視点に立って、
歩行者が通行しやすい道路
交通環境に改善します。

特に、歩道の段差解消や路
面表示による自転車や歩行
者の通行帯確保に努めます。

犯罪の機会を与えないことで
犯罪を未然に防止しようという
犯罪機会論の視点が大切です。

市街地における防犯性を高め
るため、一人ひとりが関心を
持って「入りやすい場所」「周囲
から見えにくい場所」や「管理さ
れずに放置されている場所」を
なくしていきます。

道路交通環境を改善します！ 防犯性を高めます！



市民

企業行政

ＮＰＯ
まちづくりリーダー
有識者、専門家、学校

市民の一人ひとりがまちづくりに関心をもち、まちのあり方
やまちづくりの方向について提案を行ったり、実践活動を進
めたりすることにより、地域での身近な問題解決に積極的に
取り組んでいきます。

都市計画全体の進行管理、見直しを
行うとともに、市民のまちづくり活動
を積極的に支援し、企業やNPO、専門
家などとの連携を図っていきます。

都市計画や地域でのまちづくりの方向性
を理解し、それに沿った企業、経済活動を
展開するとともに、自らも市民の一員とし
て社会活動に参画、貢献していきます。

市場経済

【市民の役割】

【行政の役割】 【企業の役割】

▼適切な役割分担による協働のまちづくり

コミュニティ

規制、誘導

協働

第４
実現化方策

第４
実現化方策



▼実施目標

道路、公園、下水道等の根幹的な都市基盤の整備は必ずしも十分で
ないのが現実であると認識し、長期にわたって着実な整備を推進する
一方、公共的な資源の配分は新たな文化、魅力を持った都市空間の形
成や市街地の質の向上につながる分野に重点を移していきます。

土地利用・・・用途地域をはじめとした地域地区の見直し

街路事業・・・都市計画道路網（長期未着手路線）の見直し

都市公園事業・・・・・公園・緑地の質的な充実

公共下水道事業・・・・浄化槽による汚水対策との連携、
内水排除を中心とした雨水対策



▼段階プログラム

公共下水道事業の推進

都市公園の質的充実

○●都市計画道路網の見直し

●土地区画整理事業の見直し都市計画
事業関係

○●他の地域地区制度の指定、見直し

○●特定用途制限地域の指定

○●用途地域の見直し

●都市計画区域の見直し土地利用
関係

長期

（10年）
中期

（5年）
短期

（3年）
項 目区分



●都市計画の決定の手続に関するもの

●伝建地区内の建築制限の緩和を行うもの

●まちづくりの基本理念に関するもの

●都市計画提案制度の手続に関するもの

●地区計画に関するもの（改正）

●屋外広告物に関するもの

●開発や建築事務の運用に関するもの

条例

規則

関係

景観地区など景観施策の実施

●景観計画の策定

花緑など都市緑化活動の推進景観緑

関係

長期中期短期項 目区分

●印は重点実施時期、○はフォローアップの時期を示す。“網掛け部分”は短期から長期にわたって進めていくことを示す。


