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中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～連　載

　玉野市政策部総合政策課

玉野市中心市街地活性化基本計画の概要
新人流港へ！～人が集い交流する瀬戸内の港町　玉野～

�１．玉野市の概要
玉野市は、岡山県の最南端に位置し、東部及び南部は

瀬戸内海に面しています。また、北部は岡山市に、西部

は倉敷市に隣接しています。市域面積は 103.63km2 で東

西約 44㎞の海岸線を有する臨海都市です。

また、瀬戸内海の美しい自然に恵まれ，その沿岸一帯

には入江が多く、太古から舟航の便に恵まれ、かつては

入江を利用した塩田が栄えておりました。

本市は昭和 15 年８月３日に宇野・日比両町の合併によ

り、県内４番目の市として誕生し、その後、何度かの編

入合併を繰り返し、現在に至っています。

明治 39 年に宇野港が修築され、その数年後には、宇野

線開通と宇高連絡船の就航により、本市は本土と四国を

結ぶ海上交通の要衝として繁栄の基礎が築かれました。

また、産業においては、大正６年に川村造船所（現三井

造船（株）玉野事業所）が建設されて以来、基幹産業であ

る造船をはじめとした製造業を中心に発展してきました。

しかしながら、昭和 63 年の瀬戸大橋開通に伴う宇高

連絡船の廃止によって交通体系が劇的に変化し、本市の

繁栄の基礎となった宇野港についても再編を余儀なくさ

れるとともに、産業においても、造船業の構造不況や韓

国、中国といった近隣諸国の台頭などの影響により産業

構造のソフト化が進み、主要産業は第２次産業から第３

次産業へ移行してきています。

　�２�．中心市街地の概況と活性化基
本計画の策定

現在も宇野港は、高松をはじめ四国や周辺島々とを結

ぶ人流港として海上交通の要衝を担っています。

島しょ部との航路については、香川県の直島、豊島や小

豆島へのフェリーが発着しており、島しょ部の住民をはじ

め通勤客や観光客が航路を利用しており、特に、近年は直島

などのアートを目的とした観光客が多く利用しています。

しかしながら、JR 宇野駅や宇野港を中心とする本市の

中心市街地が、前述の瀬戸大橋開通に伴う宇高連絡船の廃

止により受けた影響はやはり甚大なものがありました。

また、宇野駅東側に隣接する一等地である旧国鉄跡地の

5.1ha の遊休地において計画されていたテーマパークの建

設が断念されて以降、約 20 年もの間、動きがなかったこと

が周辺地域の閉塞感を生み出し、いわば「街の顔」の無い、

中心市街地の魅力喪失の大きな要因となっていました。

このような状況を打破するため、中心市街地活性化基

本計画を策定し、平成 24 年度から平成 28 年度までの５

年間で、官民協働による各種事業を推進し、中心市街地

の活性化と賑わいの創出を図っていくこととしました。

本計画では、本市の中心市街地活性化に向け、港に集

まる観光客が回遊・滞在することによる活性化と、瀬戸

内の港町の環境の良さと利便性の高さを活かしながら、

市民に住みやすく生活しやすい中心市街地を目指すこと

としています。

そのためには、中心市街地の顔づくりとして来街者や

市民の交流拠点を整備するとともに、本市出身の漫画

家・いしいひさいち氏の作品「ののちゃん」やアートな

どの地域資源を活用しながら、観光客や島しょ部からの

来街者が回遊でき、市民と観光客が交流する人流港とし

ての役割をより深化させることが重要であるとの考えに

基づき、本市の中心市街地活性化に向けた基本コンセプ

トを設定しました。

また、中心市街地の現状と課題を踏まえた上でこの基

本コンセプトに基づき、２つの基本方針を設定しました。

【基本コンセプト】
新人流港へ！～人が集い交流する瀬戸内の港町　玉野～
基本方針①
まちの魅力が連携し、人が
集い行き交うまちづくり 

基本方針②
生活と福祉が充実し、ふれ
あいがある住みよいまち
づくり

�３．中心市街地の区域
JR 宇野駅及び宇野港を中心として、商業、交通、観
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光、公共公益、医療・福祉などの多様な都市機能が集積

している約 70ha の範囲を中心市街地としました。

生活利便性の高さを活かすとともに観光客などの潜在

的ニーズを引き込むことにより、中心市街地の賑わい創

出や市全体の振興に繋がるものと考えています。

�４．中心市街地活性化の目標と指標
中心市街地活性化に向けた基本方針に基づき、中心市

街地の目標及びその実現に向けての達成状況や基本計画

に掲げる各種事業の進捗状況を把握するための目標指標

を以下のとおり設定しました。

基本方針①：�まちの魅力が連携し、人が行き交うまち
づくり

【目標】中心市街地内の回遊性の向上

　　　指標：歩行者 ･ 自転車通行量（休日）

　　　○現状：4,658 人／日（Ｈ 22・Ｈ 23 年度）

　　　　↓

　　　○目標：4,921 人／日（Ｈ 28 年度：5.6％増）

基本方針②：�生活と福祉が充実し、ふれあいがある住
みよいまちづくり

【目標】街なか居住の推進

　　　指標：中心市街地の居住人口

　　　○現状：1,758 人（Ｈ 23 年度）

　　　　↓

　　　○目標：1,810 人（Ｈ 28 年度：3.0％増）

�５．目標達成のための主な事業
基本計画には、中心市街地活性化のための事業として

73 事業を位置づけました。以下に主な事業を紹介しま

す。

①　中央公園リニューアル事業

市役所の南側に隣接し、市の中心に位置する中央公園

の老朽化に対応するため、国土交通省の社会資本整備総

合交付金を活用して全面的にリニューアルします。

多くの人にとって利用しやすい公園となるよう遊具の

再整備やバリアフリーのゲート整備、トイレの改修など

を行い、市民だけでなく、観光客や来街者に対しても、

ゆとりとやすらぎの空間を提供します。

②　歩道カラー舗装事業

中心市街地内の主要な路線について、社会資本整備総

合交付金を活用し、歩道のカラー舗装と側溝整備を行う

ことにより歩行者が安全に歩くことのできる歩行空間を

確保するとともに、中心市街地での導線づくりを行いま

す。

この事業により後述の宇野駅東側に開業される温浴施

設の来場者や観光客を街なかへ誘引し、中心市街地内で

の回遊性の向上へと繋げていきます。

③　天然温泉の温浴施設整備事業

市民や観光客等の要望が高い温浴施設が民間事業者に

より整備、運営されます。

市内をはじめ近隣の岡山市や倉敷市、対岸の香川県高

玉野市の中心市街地
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連　載

松市などからの来訪も視野に入れた天然温泉施設とし、

宇野港と瀬戸内の島々の見えるロケーションの中に、温

泉郷をイメージした庄屋造り風の建物で、素朴かつ穏や

かな景観が演出されます。

本事業により本市の長年にわたる懸案事項であった宇

野駅東側の広大な遊休地が大きく動き出すことになりま

した。

現在、本年春のオープンを目指し、建設が進められて

いますが、オープン後は多くの来客が見込まれており、

宇野港周辺は大いに活気づくことが期待されます。

④　瀬戸内・海のホテル事業

上記の温浴施設に隣接し、電車やフェリー等による広

域的な来街者の利便性や宿泊ニーズに応えるホテルが民

間事業者により建設、運営されます。

これに伴い、温浴施設との相乗効果により、街なかの

さらなる賑わい創出に繋げることが期待されます。

⑤　たまののミュージアム事業

市内随一のショッピングモール内に本市の歴史、施

策、観光情報や著名人を紹介するほか、本市出身の漫画

【整備イメージ（トイレ改修）】
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【事業コンセプト】

・中心市街地におけるゆとりと安らぎ空間の創造

【事業の概要】

・トイレ改修（バリアフリー対応）：１箇所
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中央公園リニューアル事業

歩道カラー舗装事業のイメージ 

【事業コンセプト】

・安全な歩行空間の確保

【事業の概要】

・カラー舗装：10路線、約 3,670ｍ

・自由勾配側溝：８路線、約 3,170ｍ
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歩道カラー舗装事業

本年春のオープンに向けて建設が進む温浴施設
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家・いしいひさいちさんや女性に人気の少女漫画家・一

条ゆかりさんの作品を展示し、広く本市を PR するため

のミュージアムが平成 24 年８月にオープンされました。

運営主体は社団法人玉野市観光協会で、温浴施設の来

場者や直島などへのアートを目的とした観光客などの回

遊性を高めることで、中心市街地に人の流れを引き込む

とともに本市の知名度の向上を図ります。

玉野市の情報発信拠点施設「たまののミュージアム」

�６．おわりに
宇高連絡船の廃止や基幹産業の低迷により、本市の中

心市街地の風景が変わってしまいましたが、温浴施設の

開業などにより、中心市街地に大きな動きが生まれま

す。

また、本年は直島を主会場として瀬戸内国際芸術祭

2013 が開催され、宇野港も会場の１つとなっていること

から、会期中は国内外から多くの観光客が訪れることも

予想されます。

本市としては、この絶好の機会を最大限に活用するこ

とで中心市街地における賑わいの創出と活性化を図りま

す。

また、本市は全国で 109 番目に中心市街地活性化基本

計画の認定を受け、スタートを切ったところであり、多

くの自治体の先進事例を良き手本としながら、本市なら

ではの中心市街地の活性化に取り組んでいきます。

詳細については玉野市中心市街地活性化基本計画ホームページをご覧下さい。
http://www.city.tamano.okayama.jp/webapps/www/info/detail.jsp?id=6343
また、本市ではフェイスブックによる情報発信を積極的に展開していますので、ご覧のうえ、「いい
ね！」をお願いします。
http://www.facebook.com/tamanocity
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