
　■意見対応表（9/17開催第１回呉市都市計画マスタープラン検討委員会）

第１章・第2章

現況・動向など
3.2 都市づくりの基本理念，都市の

将来像及び都市計画の目標
3.3 将来都市構造

1

　観光業界では，ポストコロナの新たな

生活様式に対応した観光スタイルとして

ワーケーション（ワーク＋バケーショ

ン）やブレジャー（ビジネス＋レ

ジャー）が注目されている。広島市から

アクセスしやすいという交通の利便性

や，非日常的な魅力のある島しょ部を有

するという呉市の強みを考えれば，この

ような新たな観光スタイルの導入という

視点も取り入れるべきである。

　ワーケーションなどの滞在型観光につ

いては，関係人口や移住・定住への効果

の期待が高く，今後の観光施策の一つと

して重要な視点であり意見の反映を行

う。

P42 都市計画の目標５　利便性と自

然の豊かさを備えた都市の実現

「・・・ワーケーションやブレ

ジャーといった滞在型観光の環境整

備など・・・」

P47 (2)軸の設定

瀬戸内連携軸

土地利用のイメージ

「・サテライトオフィスや

ワーケーション施設など」

-

2

　都市計画では，都市機能の配置の議論

が主となるが，配置された都市機能を運

営し，地域をマネジメントする主体は住

民である。呉市には，まちづくり協議会

という体系化された自治組織があるが，

そのような地域コミュニティについて

「Ⅰ　都市づくりに関する現状・動向」

の中に加えるべきである。

　まちづくり協議会の活動などの市民協

働の考えは今後の都市づくりにおいても

欠かせない考えであり，これまでの取組

を明確にするためにも意見の反映を行

う。

2.2 呉市の都市づくりを取り

巻く状況

P20 7)まちづくり活動

- - ○

3

　呉市が，県内や周辺市町を含めた広域

的な都市圏の中で置かれている状況を踏

まえた計画づくりという視点も重要であ

る。

　広域的な都市圏における呉市の役割を

明確化するため，意見の反映を行う。

1.2改定の趣旨と基本的な考

え方

P3 広島圏域都市計画マス

タープラン

P36 都市計画の目標１　コンパクト

＋ネットワークの取組による持続可

能な都市構造の構築

「・・・誰もがそれらの都市機能を

享受でき，周辺都市と都市機能を分

担できる環境を構築するため

に，・・・」

P42 都市計画の目標５　利便性と自

然の豊かさを備えた都市の実現

「・・・歴史的なストーリーや瀬戸

内の魅力を生かした取組を近隣都市

と連携しながら推進し，・・・」

P60(1)拠点の設定，P61(2)軸

の設定

拠点や軸の役割について広域

都市圏を踏まえて設定

-
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5

　脱炭素のまちづくりは，呉市が掲げて

いる「コンパクト＋ネットワーク」のま

ちづくりと整合的である可能性が高い。

脱炭素に貢献する建物の奨励等，将来を

見据えて計画に盛り込むことが重要であ

る。

　持続可能な都市づくりに向け必要な考

えであるため，意見の反映を行う。

P36 都市の将来像１　持続可能で，

質の高い生活を実現するコンパクト

でスマートな都市「くれ」

目指す姿「・・・2050年の脱炭素社

会の実現に向けて地球環境に配慮し

たグリーン社会の形成が図られてい

ます。」

P37 都市計画の目標１　コンパクト

＋ネットワークの取組による持続可

能な都市構造の構築

「加えて，脱炭素社会の実現に向

け，都市のコンパクト化を進めるこ

とで，地球環境に配慮した都市づく

りを推進します。」

P45  「・・・都市経営を持続

可能なものとするとともに，

地球環境に優しく，・・・」

4

　コロナ禍における社会の大きな変化と

して，ＩＣＴを利用したワーケーショ

ン，サテライトオフィス，テレワーク，

ネット通販等があり，これらの変化は，

今後も変わらないこと，戻れないことの

一つである。在宅で仕事をしながら，周

辺に地域密着型の生活サービス機能が

あって，地域の中での生活を中心に経済

が回るようなまちづくりの視点が必要で

ある。

　都市拠点や地域拠点の形成とあわせ，

身近な生活を支える都市環境整備は今後

の都市づくりにおいて重要と考えられる

ため，意見の反映を行う。（意見6及び

23とあわせて反映）

-

P40 都市の将来像３　心地よい暮ら

しが人々を惹きつける魅力ある都市

「くれ」

目指す姿「・・・ポストコロナ時代

における多様な働き方や住まい方に

対応した・・・呉市に住み続けたい

若者やUターンを希望する人，大都

市圏などから移り住む人，また，呉

市を訪れる交流人口や呉市に携わる

関係人口が増えています。」

P42 都市計画の目標５　利便性と自

然の豊かさを備えた都市の実現

「安全な住環境の整備と併

せ，・・・働きながら暮らしやす

い，身近な地域生活圏の形成を図り

ます。」
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6

　減少している出生率に対して，子育て

環境をどのように整備するかが課題であ

り，職住近接，テレワーク，呉駅周辺再

開発における市外通勤者をイメージした

子育てサポート拠点などが考えられる。

人口減少に対応するための「コンパクト

＋ネットワーク」とあわせて，人口減少

の原因である出生率についても問題意識

を持って取り組むべきと考える。

　人口減少の要因となる出生率の減少に

対し，直接的な対応は難しいが，働きな

がら暮らしやすい都市づくりなど，都市

計画で対応すべき考えをとりまとめる必

要があるため，意見の反映を行う。（意

見4及び23とあわせて反映）

意見４と同様

- -

7

　日本製鉄呉製鉄所の閉鎖は大変ショッ

クだった。産業の多様化により強靱な産

業構造とする方向性は，そのとおりだと

思うが，果たして観光産業だけで呉製鉄

所の役割を賄うことができるのかは不安

である。

　観光を基幹産業の一つとすることを目

指すとともに，今後，産業部などとの連

携を図りながら多様性のある強靱な産業

構造へ転換していくことが必要であり，

その考えについて明記することとして意

見の反映を行う。

-

P38 都市の将来像２　多様な産業が

生まれ育ち活力あふれる都市「く

れ」

目指す姿「・・・多様な産業が生ま

れ育ち，中四国地方の活力をけん引

する広島圏域の一翼を担う強靭な産

業構造が構築され，・・・」

P39 都市計画の目標３　強靱な産業

構造の構築や都市の活力の向上のた

めの都市機能強化

「・・・多様性のある強靭な産業構

造の構築に向けた・・・」

- -
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8

　市民アンケート等，市民の方から意見

を伺うことは重要なことであるが，それ

と同時に市外にお住まいで呉市に興味を

持っておられるサポーターの方などの関

係人口の意見も聴取し，反映させること

を検討いただきたい。

　今後の都市づくりにおいては，関係人

口や移住，定住，Uターン希望者などの

意見を踏まえる必要性があると判断し，

呉市外に居住する方へのアンケート調査

を実施し，調査結果の反映を行った。市

民アンケート調査の結果と相対的に比較

すると，市外居住者からは旧海軍ゆかり

の資源などを活かした観光まちづくりへ

の期待が高い結果となっている。これら

の資源は呉市の重要な財産であることを

再認識し，地域資源を活用した観光に取

り組む旨について明記する。

2.3 都市づくりに関するニー

ズ

P21～23 2)アンケート調査

の結果(1)～(3)

P38 都市の将来像２　多様な産業が

生まれ育ち活力あふれる都市「く

れ」

目指す姿「多くの市民と企業が，こ

れまで培った技術や地域資源，交流

ネットワークなどを生かしながら，

新たなビジネスにチャレンジするな

ど・・・」

P39 都市計画の目標３　強靱な産業

構造の構築や都市活力の向上のため

の都市機能強化

「・・・観光産業といった地域経済

の活性化に資する産業の立地に向

け，・・・」

- -

9

　社会の急激な変化に対し，問題意識を

早期に捉え，まちづくりに関する企画・

立案を行い，ケーススタディを蓄積して

いくような行政組織が必要である。行政

組織と言っても，市職員が担当する必要

はなく，市民の方が担ってもいいかもし

れない。大事なことは，形を作って予算

を付けて，人を固定しないことである。

経験や見識の限界もあることから，特定

の者が長期間担当しないような仕組みづ

くりも必要である。

　今後の実務の取り扱いに際し参考とさ

せて頂く。

- - - -
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11

　呉市は大学で勉強するには最適な場所

である。買い物も近くででき，勉強する

場所もある。ただし，住み続けるなら，

就職面から呉市外がいいと思っている。

　若者が住み続けたいと思える都市づく

りが必要であり，意見の反映を行う。ま

た，働く場の創出に関する考えについて

記載する。

-

意見10と同様

- -

12

　大学のボランティア活動で豊浜町に

行ったとき，呉市に住んでいても知らな

い魅力がたくさんあると感じた。そうい

う島の観光地としての魅力をもっとしっ

かり情報発信し，たくさんの人に知って

もらえればいいと思う。

　都市計画区域外を始めとした島しょ部

においては，その魅力を活かした交流の

促進が必要であるため，意見の反映を行

います。

-

P42 都市計画の目標５　利便性と自

然の豊かさを備えた都市の実現

「併せて，呉ならではの歴史的景

観・インフラ景観の保全や農水産物

などの地域資源の活用，・・・交流

人口や関係人口の増加を図りま

す。」

- -

10

　私は，出産して子育てするのであれ

ば，呉市ではしないと思っている。呉市

の高校は，都会の高校に比べて，指定校

推薦が限られており進学に不利であるほ

か，就職の面でも，働く場が少ない上，

コンビニでのアルバイトの時給は広島市

内で1,000円以上のところ，呉市内では

890円であるなど残念なことが多い。我が

子にまで，そういう思いをさせたくな

い。

　若者が住み続けたいと思える都市づく

りが必要であり，意見の反映を行う。ま

た，意見４，６などど同様に子育て環境

について記載するとともに働く場の創出

に関する考えについて記載する。

-

意見４と同様

P38 都市の将来像２　多様な産業が

生まれ育ち活力あふれる都市「く

れ」

目指す姿「・・・若者を始めとして

多くの人が働く場が生まれるととも

に，・・・」

- -
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13

　若いお二人から「呉市に住み続けたく

ない」と言われショックを受けている。

もっと若い世代に呉の魅力を情報発信

し，このまま住み続けたい，Ｕターンし

て就職したいと思ってもらえるようなま

ちにしていくことが大事である。

　若者が住み続けたいと思える都市づく

りが必要であり，意見の反映を行う。

-

意見10と同様

- -

14

　呉市では，これまで，公園づくり等で

市民の意見を取り入れるワークショップ

を開催している。住民参加により住みや

すいまちとなるよう工夫していることを

もっと情報発信すべきである。また，今

後もワークショップなどを取り入れた市

民参加型のまちづくりを進めるべきであ

る。

　今後も市民参加型の都市づくりは重要

なものであるため，意見の反映を行う。

2.2 呉市の都市づくりを取り

巻く状況

P20 7)まちづくり活動

- - ○

15

　近年頻発する河川の洪水災害を防ぐこ

とを目的として，国土交通省では流域治

水を進めている。こういったことも念頭

に検討を進めていただきたい。

　本市においても県との連携を行ってお

り，水災害に対する重要な取組であるこ

とから意見の反映を行う。

P44 都市計画の目標６　人命と財産

を守る強靭な都市づくり

図の「総合的な取組のイメージ」に

流域治水の取組イメージ図を添付
- -

16

　ハード整備と共に既存施設のメンテナ

ンスにも力を入れていただきたい。

　都市基盤施設の効率的かつ効果的な維

持管理に取り組むことは今後の都市づく

りにおいても重要であるため，意見の反

映を行う。

P44 都市計画の目標６　人命と財産

を守る強靭な都市づくり

「・・・老朽化するインフラ施設な

どの迅速かつ効率的・効果的な維持

管理に取り組み，強靭な都市づくり

を推進します。」

- -
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17

　企業の維持・誘致の面からも防災・減

災，国土強靱化はとても重要なことであ

る。

　企業誘致・留置や雇用の創出の面にお

いて重要な考えであるため，意見の反映

を行う。

-

P43 都市の将来像４　安全に住み続

けられる都市「くれ」

目指す姿「・・・安全に住み続けら

れるとともに，活発な産業活動を可

能とする強靱な都市が形成されてい

ます。」

- -

18

　呉市内には，豊浜のレモンなど観光産

業の一翼を担えるポテンシャルを持つ農

林水産物がある。産業構造の転換，観光

産業の振興の面では，そういった農林水

産業の視点も考慮していただきたい。

　呉市らしい農水産物と都市活動との連

携を図ることは重要であり，意見の反映

を行う。

-

P42 都市計画の目標５　利便性と自

然の豊かさを備えた都市の実現

「併せて，呉ならではの歴史的景

観・インフラ景観の保全や農水産物

などの地域資源の活用，・・・交流

人口や関係人口の増加を図りま

す。」

P47(2)軸の設定

軸の役割などについて意見を

踏まえて設定

-

19

　観光産業だけで日本製鉄所の役割を賄

うことは難しいと思う。何か骨太の産業

を呉市に誘致できないか考えるが，なか

なか難しいことである。そういうことを

考えると，賃金の良い市外で就職したい

という思いは理解できる。そこで，働く

のは市外，仕事が終われば呉市に帰って

住むというイメージで，ベッドタウン化

を進めるのも一つの方策だと思う。

　呉市に住みながら市外でも働くことが

できる都市の環境を整備する必要がある

ため，道路や公共交通による広島市など

との連携について記載する。

-

P42 都市計画の目標５　利便性と自

然の豊かさを備えた都市の実現

「・・・また，多様な都市機能が集

積する拠点や広島市など周辺都市と

のアクセス強化を図り，これらの取

組によって，働きながら暮らしやす

い，身近な地域生活圏の形成を図り

ます。」

- -

20

　次世代モビリティを進めるのは結構だ

が，呉市に住む全ての人がサービスを享

受できる環境づくりが必要である。呉市

は，誰一人取り残さないという方向で取

り組んでいただきたい。

　誰一人取り残さないという考えは，本

計画でも取り入れるSDGｓの考えとも

一致するため，意見の反映を行う。ま

た，誰もが都市的なサービスを享受でき

る都市環境づくりを目指すため，その考

えについても反映を行う。

-

P34 都市づくりの基本理念

「・・・また，SDGｓの達成に向け

た持続可能で・・・」

（以下４つの都市の将来像に関連す

る目標を表示）

- -
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21

　産業振興，人々の交流，若い世代の移

住・定住のためには，クレアラインの４

車線化，東広島呉自動車道のインター

チェンジ整備，呉平谷線の整備などの交

通網の早期整備と，土砂災害や浸水災害

等へのハード整備が重要である。

　産業の振興や定住などに向け必要な考

えであるため，意見の反映を行う。

-

P39 都市計画の目標３　強靱な産業

構造の構築や都市活力の向上のため

の都市機能強化

「既存のものづくり産業を始めとし

た・・・産業活動を支援する土地利

用の誘導や都市基盤整備な

ど・・・」

P44 都市計画の目標6　人命と財産

を守る強靭な都市づくり

「誰もが安全・安心に住み続けられ

るとともに，活発な経済活動を可能

とする市街地の形成に向け,・・・」

- -

22

　現行の都市計画マスタープランは難し

い記述が多く，一般の市民が理解しにく

い。今回の都市計画マスタープランは，

できるだけ都市計画の素人にも分かりや

すい形となるよう工夫いただきたい。

　専門用語には用語説明をページ内に設

けるなど工夫に努める。

- - - -

23

　全国調査で「一子まで欲しい」と回答

した未婚女性は８％であったのに対し

て，「三子まで欲しい」と回答した女性

は２０％であったが，この２０％を実現

することはとても難しい。呉市で，三子

まで欲しいという２０％の希望を実現し

ようとするのであれば，広めの住宅，ゆ

とりある生活時間，子育てサポートや保

育サービスの充実等が必要である。

　希望を実現させる都市づくりに向け，

住環境や子育て支援，働く環境の整備な

ど働きながら暮らしやすい都市づくりに

ついて記載する。（意見4及び6とあわ

せて反映）
-

意見４と同様

- -


