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２．地区別まちづくり方針
< 川内地区 >
（1）地区の概況
市域の中央部を北流する橋本川と松本川に挟まれた三角州
内に形成されている地区で、毛利氏の城下町として古くから
市街地が形成され、中心地として発達してきました。
現在も、市役所等の行政施設をはじめとして、公共公益施
設、商業・業務施設、観光施設等が立地し、にぎわいや利便
性が集中しています。
また、３箇所の重要伝統的建造物群保存地区（堀内地区・
平安古地区・浜崎）、藍場川周辺、萩城城下町等、萩市固有
の数多くの文化財、まちなみ景観、伝統文化等を残しており、
●位置図

最も多くの観光客が訪れる地区です。
自然的条件

・ 橋本川と松本川に挟まれた三角州内に形成されている地区で、全体的に平坦
地となっています。
・ 地区の北側は日本海に面しており、橋本川・松本川を挟んで、東側は椿東地
区、西側は山田地区、南側は椿地区と接しています。

土地利用・ 産業 ・ 面積は 584ha で、全域が用途地域に指定されています。
・ 地目別土地利用は、地区の大部分が都市的土地利用となっており、中でも住
動向
宅用地が大半を占めています。
・ 市役所をはじめとした官公庁が多く立地する他、商業用地も多くみられ、都
市機能が集約されています。
・ 萩城跡や武家屋敷、町家、古刹等の江戸時代のまちなみが多く残っている他、
明治維新ゆかりの地として多数の観光客が訪れる観光拠点です。
・ 萩港（萩商港）・萩漁港（第三種漁港）が立地しています。
人口と世帯
・ 人口は 16,025 人、世帯数は7,515 世帯です（平成 22 年 10 月 1 日現在）。
・ 全市に占める人口構成比は 29％、人口密度は 27 人/ha です。
・ 動向をみると、人口、世帯数ともに減少傾向にあります。
・ 年齢別の人口構成は、年少人口 12％、生産年齢人口 57％、老年人口 31％と
なっています。
資料：数字でみる萩市、統計萩
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●人口の推移

0～14歳

15～64歳

65歳以上

22年

●年齢別人口構成
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保全すべき自然 堀内地区・平安古地区・浜崎（以上、重要伝統的建造物群保存地区）、旧萩藩
・歴史環境 校明倫館、木戸孝允旧宅、旧萩藩御船倉、萩城跡、萩城城下町、萩藩主毛利家
墓所、指月山（以上、国指定文化財）、菊ヶ浜土塁、野山獄・岩倉獄跡（以上、
市指定文化財）、堀内地区、今魚店地区、藍場川及び藍場川周辺地区、藍玉座
跡土塀（以上、歴史的景観保存地区）等
交通
萩バスセンター
都市施設
都市計画道路：玉江新川線、大屋土原線、土原新川線、今魚店金谷線、土原菊ヶ
浜玉江線、東田町松本線、南古萩唐樋線、椿新川線、今魚店土
原線
都市公園：中央公園、菊ヶ浜街区公園、外濠街区公園、深野町街区公園、指月
公園、江向街区公園
下水道等：公共下水道
そ の 他：新堀駐車場
主要公共
萩浄化センター、土原保育園、明倫小学校、萩西中学校、萩東中学校、萩高等学
公益施設 校、萩商工高等学校、萩光塩学院、萩看護学校、萩准看護学院、萩警察署、萩
市消防本部、萩郵便局、萩市役所、萩合同庁舎、山口県萩総合庁舎、県立萩美
術館・浦上記念館、萩税務署、検察庁・裁判所、萩図書館・児童館、萩市民館・
中央公民館、萩青年の家、萩博物館、サンライフ萩、山口県萩健康福祉センター、
萩市保健センター、河添介護予防センターほほえみ、心身障がい者作業所つば
き園、山口県刑務所萩拘置支所 等
法適用状況
都市計画区域（用途地域）指定、準防火地区、伝統的建造物群保存地区、歴史
文化地区、北長門海岸国定公園 等
整備計画
中央公園、都市計画道路整備、遊歩道整備（橋本川･松本川）等
災害・公害
平成 11 年の集中豪雨による水害 等
●住環境の満足度・重要度
・満足度・重要度ともに「自
住民意向調査
自然環境の豊かさ
然環境の豊かさ」が最も
結果（N=251）
買い物環境の充実度
歴史景観・まちなみ
観光・ﾚｼﾞｬｰ施設の充実度
市街地の形成・維持
高くなっています。満足
教育・文化施設の充実度
道路網の整備
度が低いのは「鉄道の利
便性」「歩行者の安全性」 医療・福祉施設の充実度
生活道路の整備
「医療・福祉施設の充実
歩行者の安全性
度」等となっています。 体育・ｽﾎﾟｰﾂ施設の充実度
・地区の将来像は「一戸建
ｺﾐｭﾆﾃｨ施設の充実度
ﾊﾞｽ･ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽの利便性
て中心の低層住宅」が最
防犯・防災体制
鉄道の利便性
も多く回答の 3 割を占
河川の氾濫や浸水対策
離島航路の利便性
め、次いで「今のままで
河川環境整備
水道水の安全、安定性
下水・排水路の整備
よい」となっています。
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

満足度

0.0%

5.0%

10.0%

一戸建ての住宅を中心に静かで環境の良い
低層住宅の専用地域

住宅、倉庫や小さな工場が混在する街

無回答

30.0%

35.0%

重要度

40.0%
37.1%

4.4%
3.3%

9.6%
9.6%
0.8%
1.7%
4.8%

今のままでよい

●望ましい地区の将来像

25.0%

0.4%
0.5%

森林、農地、漁港等を中心とした静かな田園集落

その他

20.0%

22.3%

店舗や事務所、中高層住宅がある程度混在する地域
大きな店舗や事務所、パチンコ店、 カラオケ店、
ホテル等が混在する住宅地
商業を中心として、映画館、大型スーパー、会社等が建ち並ぶ
にぎわいのある街

15.0%

25.1%
32.4%

36.7%

4.4%
3.5%
2.0%
1.7%

川内

市全体

●自由回答（一部を抜粋）
・人口が増加し、観光客であふれる活気ある街になってほしい。地域住民自らが観光客に対
して道案内等の積極的なサービスを行うことが大切。
・安心して暮らしやすいまちづくりに。歩道整備をしてほしい。段差、電柱、歩道上の駐車、
自転車が歩道を走る等、安全でない。
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【現況写真】
[堀内周辺]
・重要伝統的建造物群保存地区のひとつで
あり、萩の象徴である夏みかんと土塀の
景観が多くみられます。
・毛利氏の萩城築城の頃につくられた町割
が今もなお歴史的まちなみとして現存し
ています。
[藍場川]
・藍場川は川島樋の口から橋本町･江向を
経て平安古石屋町まで、約 2.6km を縫う
ように流れています。
・準景観重要河川に位置づけられていま
す。また、川島地区を流れるエリアは、
城下町の生活の情緒を伝え残す数少ない
ところで、重点景観計画区域に指定され
ています。
・親水性があまり高くない区間もありま
す。

[中心商業地]
・土原地区周辺は、近年、商業施設等の立
地が進んでいます。

・田町商店街はアーケード街となってお
り、萩市の中心商業地として機能してき
ました。
・また、平成 18 年に市が駐車場を整備した
ことにより、飲食店やスーパー等の出店
がみられます。

[県道萩城趾線]
・萩市の中心拠点を通る道路であり、沿道
には商業・業務系機能が集積しています。
・歩道や街路灯等、景観に配慮した道路整
備がなされています。
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（2）まちづくりの問題・課題
まちづくり
のテーマ

まちづくりの問題・課題

土地利用

・重要伝統的建造物群保存地区や藍場川周辺、萩城城下町、
寺町等においては、伝統的まちなみの保全・整備が求めら
れます。また、空き家対策が求められます。
・既成市街地内の住宅密集地においては、道路基盤が弱く未
利用地等の残るところもみられます。
・中心商業地への都市機能の集約や複合施設の立地誘導等に
よる活性化が求められます。
・菊ヶ浜は海水浴場として活用され、既存の宿泊施設等を活
用した魅力ある海辺空間の形成が求められます。
・国道 191 号や国道 262 号を軸とした幹線道路沿道地区につ
いては、後背地の住宅地環境への配慮が求められます。

自然環境
・景観

・藩政時代からの歴史的まちなみの保存・継承が求められま
す。
・橋本川・松本川遊
・指月山や橋本川、松本川、菊ヶ浜等は、その自然環境や環
歩道整備（河添河
境保全機能の維持とともに、より市民や観光客に親しまれ
川公園～萩橋）
・菊 ヶ 浜 海 岸 環 境
る場としての整備が望まれます。
整備
・藍場川等、地区内を流れる小河川や堀は萩市の景観の特色
となっているため、さらなる親水性の向上が望まれます。

まちづくりの動向

・周辺地区との連携を強化するとともに、伝建地区等から通
過交通を排除するための道路整備が望まれます。
・伝建地区等において、近世のまちなみや景観を保存し、景
観形成を図っていくため、現行の道路空間の有効利用が必
要です。
道路・交通
・市街地において、狭隘歩道や段差等により歩行者・自転車
の安全で快適な交通環境が確保されていません。
・萩循環まぁーるバスの利便性の向上が望まれます。
・観光地周辺において、駐車場が不足しています。
・中心拠点の活性化に向けた交通対策が求められます。

・集中豪雨対策が必要です。
・公共下水道の整備及び水洗化の促進が望まれます。
・「まちじゅう博物館」の中核的施設として、萩博物館の有
効活用が求められます。
・未開設の都市公園があり、その早期整備が望まれます。
施設整備等
・中央公園の改修
・離島航路の発着する萩商港の機能充実が望まれます。
・緊急時の消防救急用ヘリコプターの離着場の整備が望まれ
ます。
・各施設の老朽化に伴う計画的な建替や改修等が望まれま
す。
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（3）まちづくりの方針
◎まちづくりのテーマ

『萩市の顔にふさわしい近世の都市遺産と共生したまちづくり』
～にぎわいと伝統が調和した個性と活力ある市街地の整備～

◎まちづくりの基本方針
・藩政期以来継承されてきた歴史的文化遺産や都市構造、そこに培われてきた文化・伝統は川
内地区のみならず萩市の貴重な財産であり、これらの維持・保全に努めるとともに、市民と
観光客等が融合したまちづくりを目指します。
・独自の魅力をもつ歴史的文化遺産を活用し、「まちじゅう博物館」の実現を目指して、地区
の特色を活かしたまちなみ整備と観光資源のネットワーク化の推進を図ります。
・萩市の顔としての役割を果たすよう商業・業務機能に加え、文化・交流・観光レクリエーショ
ン機能等の充実を図り、魅力ある中心商業地の活性化に取組みます。また、利便性を活かし
た居住地としての環境整備を推進し、にぎわい豊かな魅力あふれるまちづくりを目指します。
・萩まちじゅう博物館構想を踏まえ、萩市の資源であり魅力である都市遺産の更なる保存及び
活用を図り、次代へ引き継いでいくため、世界遺産への登録を目指します。
■土地利用
◯ 堀内地区・平安古地区・浜崎の重要伝統的建造物群保存地区及び藍場川周辺、萩城城下町にお
いては、生活環境の維持・改善に配慮しながら、伝統的まちなみの保全・整備を推進し、萩ら
しいまちなみ形成を図ります。また、寺町等については、歴史的まちなみの保存・整備を検討
します。
◯ 伝建地区における良好なまちなみを維持していくため、空き家情報の提供等、空き家の有効活
用に向けた方策を検討していきます。
◯ 上記地区を除いた住宅が密集している既成市街地では、将来的な建替え時において、建物の
セットバックや地区計画等により地区環境の整備、改善を図ります。また、都市計画道路今魚
店金谷線沿道等については、地域の実情に応じたきめ細やかなまちづくりを進めるため、地区
計画等の導入を検討します。
◯ 市内の中心商業地では、中央公園の整備等に合わせ、オープンスペースや緑地の創出、商業空
間と一体となった回遊性のある道路の整備を進め、拠点性・回遊性を高めるとともに、活気と
にぎわいのある商業空間の形成を図ります。また、歩行空間のネットワーク化を推進し、中心
商店街周辺に広がる歴史的まちなみとの連携強化を図ります。既成市街地については、都市機
能の集約や複合施設の立地誘導等を図ります。
◯ 菊ヶ浜は、指月山と一体となった景観も良好であり、海水浴場や周辺に立地する既存の宿泊施
設等を活用し、魅力ある海辺空間の形成を図ります。
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■自然環境・景観
◯ ３箇所の重要伝統的建造物群保存地区や萩城城下町等における歴史的遺産をとりまく緑をは
じめ、土塀と一体的に萩固有の景観として親しまれている夏みかん畑や生垣・屋敷林、神社仏
閣の境内に残る社寺林等について、歴史的まちなみと緑が一体となった萩市を特徴づける空間
としての保全・形成を図ります。
◯ 北長門海岸国定公園区域に属する菊ヶ浜の海岸や指月山等については、親水性豊かで自然生態
系に配慮した海辺空間の保全に努めるとともに、良好な景観形成を図ります。
◯ 橋本川、松本川は、萩市の市街地の基盤となる三角州を形成するとともに市街地の景観を特徴
づけ、市民生活にうるおいを与えていることから、今後とも、河川並木や親水護岸の整備、水
質向上等を促進し、うるおいある河川景観の形成を図ります。
◯ また、河川景観を活用し、萩の歴史や自然を歩いて見て回れる周遊型遊歩道となるよう、松本
川の河川環境整備（水辺の遊歩道）を促進するとともに、川面から水辺景観を楽しむことがで
きるように遊覧船の導入を図ります。
◯ 藍場川等、かつて水運や農業用水として活用された小河川や堀は、萩市の景観の特色となって
いるため、さらなる親水空間の形成を図ります。
■道路・交通
◯ 堀内地区（伝建地区）と中央公園を結ぶアクセス道路の整備を推進し、ネットワークの強化を
図ります。
◯ 萩市の歴史的な特質である近世のまちなみを保存していくため、電線類の地中化等、歴史的景
観に配慮した道路整備を図ります。また、主要観光施設を結ぶ道路の美装化や緑化を推進し、
歴史的まちなみと調和のとれた道路景観の形成を図ります。
◯ 既成市街地内の生活道路においては、歩道の段差解消等、安全性の高い歩行者・自転車空間の
形成を図ります。
◯ 都市計画道路の未整備部分については、事業化の検討を行います。特に、都市計画道路今魚店
金谷線と国道 191 号の早期完成を促進します。
◯ 萩循環まぁーるバスの利便性向上を図ります。
◯ 観光拠点の周辺部への駐車場等の整備を図ります。また、案内看板を含む観光誘導案内施設や
インターネット等を活用した情報提供等のシステムの充実を図ります。
◯ 市内の交通混雑の緩和等、交通環境の向上を図る方策等について検討します。
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■施設整備等
◯ 集中豪雨対策として、雨水管きょの整備を進めます。
◯ 公共下水道の整備推進と水洗化の促進、老朽化が進む萩浄化センターの改築を進めます。
◯ 萩博物館については、「萩学」の調査研究、情報発信の場として、また市内の数多くの文化財
や文化財関連施設を密接に結びつけていく「まちじゅう博物館」の中核的施設として有効活用
を図ります。
◯ 新図書館・児童館については、「新図書館・児童館建設基本計画」の基本理念に基づき、市民
に親しまれ、気軽に利用できる交流の場として有効活用を図ります。
◯ 中央公園については、市民や観光客の憩いと交流の場として活用するとともに、市民のニーズ
に合わせた機能の充実を図ります。
＊

◯ 街区公園 については、未整備の公園整備を推進するとともに、市民ニーズやユニバーサルデ
ザインに対応した整備を推進します。
◯ 萩商港の機能充実を促進します。
◯ ヘリポートの整備を検討します。
◯ 各施設の老朽化に伴う計画的な建替や改修等を推進します。
◯ 誰もが利用可能なトイレの整備を推進します。

～市民のみなさんの声～
道路が新しく整備されることによって、沿道のまちなみが大きく変わることがあります。
新たに整備された道路の沿道まちづくりに関するご意見を紹介します。
住民意向調査結果によると、伝統的建造物群保存地区である堀内地区の外周をなす今魚
店金谷線（外堀沿いの菊ヶ浜から萩商工高校までの区間）の土地利用のあり方については､
「歴史的な街並みを保全」との声が最も多くなっています。次いで、「小規模な店舗の立
地を許容」、「今のままでよい」、「観光向け施設の立地を許容」と続いています。

＊

街区公園：主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離 250ｍの範囲内で、１箇
所当たり面積 0.25ha を標準として配置します。
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