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(1 ) 市民の意向 

・アンケート調査では「災

害に対する備えとして

どのようなことをして

おけばよいと思われま

すか？」という問いに対

して、「狭い道路の整

備・解消」と「避難地・

避難路の整備」という回

答が多く、次いで「広報

活動・情報提供の充実」、

「建築物の不燃化・耐震

化」などの順となってい

ます。

 

(2 ) 避難路及び避難地の安全確保 

・道路幅員が狭く緊急車両が通行不可能な住宅密集地では、生活道路の拡幅や避難路のネット

ワーク形成による安全性の確保を図ります。

・災害時の避難、救助活動の拠点となる学校・公園等の公共施設の耐震・耐火性の向上を図る

とともに、幹線道路沿道及び広域避難場所周辺建物の不燃化を促進し、避難路及び避難地の

安全を確保します。

・宅地開発等とあわせて、避難路沿いに避難の中継地点となるオープンスペースや一時避難地

としての機能を有する公園等の整備を促進します。また、都市公園等の施設・機能を強化す

ることによって、広域避難地としての機能の充実を図ります。

・緊急時の輸送路、避難路ならびに延焼遮断帯としての機能を有する都市計画道路等の整備を

促進します。

・「耐震改修促進計画」を作成し、住宅、建築物等の耐震診断、耐震改修を総合的、かつ計画的

に促進し、地震による被害の軽減、人命や財産の保全を図ります。

(3 ) 市街地の防災性の向上 

・市街地の浸水、滞水を防止するため、都市下水路や排水施設の整備を推進し、良好な市街地

環境の整備を図ります。

・建築物の不燃化、耐震診断および耐震化を促進し、火災発生時、地震発生時の被害拡大防止

に努めます。

・道路の拡幅整備を図ることにより、基盤未整備地区や住宅密集地でのオープンスペースの確

保を促進します。

・市街地の緑化を促進することにより、火災発生時の延焼の防止・遅延を図ります。
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(4 ) 災害予防対策の推進 

・地すべり危険箇所や急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流等において、地震や水害等の災

害から市民の生命・財産を守るため、災害防止対策の実施を促進します。

・防災地域の指定、宅地造成工事等の規制、災害危険地区の指定などによる防災対策を積極的

に推進します。

(5 ) 防災体制の確立 

・学校教育や各種の広報媒体を活用して、市民の防災意識の高揚を図るとともに、防災関係機

関相互の連携・協力体制を強化します。

・地域住民による自主防災組織や危険性の高い大規模施設等の関係者による自主的な防災組織

を育成し、災害発生時の協力体制の確立を図ります。

・無線通信設備の設置などにより災害発生時の通信連絡機能の確保や情報連絡網の整備を図り

ます。

(6 ) 交通安全対策の推進 

・交通安全対策として、交通事故多発地点や危険箇所における交差点改良や交通安全施設の設

置等を関係機関との協力のもとに推進します。

(7 ) 医療拠点へのアクセス強化 

・緊急時の安心を確保するため、県北唯一の救命救急病院である津山中央病院へのアクセス道

路の強化を図ります。

  

(8 ) まちづくり条例の制定 

・すべての市民が安全で安心して生活することのできる地域社会の実現を目指して、「安全安心

まちづくり条例」の制定について検討します。

53
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(9 ) ユニバーサルデザインの推進 

・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」を踏まえ、

子どもや高齢者、障害者をはじめ、すべての人に平等でやさしいまちを目指して、歩道の段

差解消をはじめとした道路・公園等の公共施設のバリアフリー化、住宅や公共建築物のバリ

アフリー化など、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進します。

・津山城跡をはじめとする歴史・文化・近代化遺産は、潤いのある豊かな市民生活にとってな

くてはならない貴重な財産であり、今後は、これらの資源を大切に保存するとともに、市民

の憩いの場、学習の場、観光資源として積極的に活用したまちづくりを進めます。

UD
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①地区の位置づけ 

・本市の中心市街地は、古くから商業や業務などさまざまな機能が集まり、人々の生活や交流

の場として発展してきました。

・長い歴史の中で育まれてきた独自の文化や伝統があり、まちの活力や個性を代表する「顔」

とも言うべき場所です。

・中心市街地は、私的経済活動の場であると同時に、市民にとっては「公共空間」でもありま

す。

②地区整備の問題点・課題 

・近年、車社会への対応の遅れ、商業を取巻く環境の変化、中心部の人口減少と超高齢化の進

行などから、中心市街地の衰退や空洞化という問題が深刻化しています。

・今後は、「公共空間」であるこのまちの「顔」を消さないように、公共公益施設や商業・業務

など、さまざまな都市機能の集積を活かす必要があります。

・住民や事業者にまとまったサービスを提供しつつ、さまざまな人や企業の交流を促進し、効

率的な経済活動や新たな事業、文化の誕生を促す必要があります。

③基本方針 

・中心市街地には店舗・病院などの施設が身近にあり、高齢者等にも暮らしやすい生活環境を

提供できることから、今後は、これらのストックを活かした高齢者住宅の建設や医療・福祉

施設の整備など、多様なニーズに対応したまちなか居住を促進します。

・既存の商店街における低未利用地や空き店舗の活用、老朽建物の更新等を促進するとともに、

魅力ある商業空間の創出、アルネ津山と商店街の回遊性向上、賑わいのある歩行者空間の創

出等に努めることにより中心市街地の活性化を図ります。

・中心市街地の都市機能の増進と経済活力の向上を図るため「中心市街地活性化基本計画」の

策定に向けて検討するとともに、商業機能の活性化を目指した商店街のショッピングモール

化を促進します。

・まちなか居住や低未利用地の活用、老朽建物の更新の促進、路線バスとの連結強化など、中

心市街地の活性化に資する道路・広場等の整備を図ります。

・案内施設等の充実により既存駐車場の利用促進を図ります。

・自動車の乗り入れ規制（トランジットモール）や歩道のバリアフリー化、市街地循環バスの

運行等について検討し、歩いて暮らせるまちなかづくりを推進します。

・良好な居住環境を有する地区においては、地区計画や建築協定、緑化協定等の導入を検討し、

市民との協働による潤いのある市街地環境の形成を図ります。

・市街地内の公共空間、公共施設の敷地および民有地の緑化を推進し、緑あふれる市街地環境

の形成を図ります。

・市街地内の歩道及び避難路となる道路等の緑化を推進するとともに、幹線道路沿線の緑化と

街路空間の整備を推進し、市街地内の緑のネットワーク化を図ります。
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①地区の位置づけ 

・津山駅周辺地区は、本市および津山都市圏の玄関口です。鉄道とバスの公共交通ターミナル

で、通勤・通学やビジネス、観光など広域的な交通の発着点となる交通結節点です。

・本市の中心市街地の南端に位置し、交通機能、商業機能等が複合した都市拠点、交流拠点と

しても位置づけられます。 

②地区整備の問題点・課題 

・駅前商店街は、空き店舗や駐車場、更地などが多く店舗密

度が低いため商業機能の魅力に欠けています。また、老朽

化したアーケード等が美観を損なっています。 

・国道５３号は通過交通量が多く、駅前広場の出入り口それ

ぞれが信号交差点で、かつ、今津屋橋南詰および駅前広場

入り口交差点は変則的な５差路交差点となっているため、

朝夕は慢性的な渋滞が発生しています。 

・駅前広場への車のスムーズな出入りがしにくく、送迎や駐

車場等の利用状況から見ても手狭な状況となっています。 

・駅北地区と駅南地区を結ぶ導線（自動車・歩行者）が弱く、

既存の踏切や前後の道路は狭小になっています。 
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・現在、津山駅前には暫定的な駅前広場が整備されています。 

・今後、本市の玄関口にふさわしいまちづくりを進めていくため、国道 53 号の拡幅改良や駅

前広場などの基盤整備だけでなく、土地利用計画も含めて一体的な整備を図る必要がありま

す。 

・住む人・訪れる人が魅力を感じる「まちの駅」への転換を目指して、駅前商店街の空き店舗

や空き地となっている土地の有効利用、新たな都市機能の導入、JR津山駅南北の連絡、扇形

機関庫や転車台の活用等、国道 53 号の拡幅整備と合わせた沿道環境の整備を図る必要があ

ります。 

・そのために、個々の施設を単独で整備するのではなく、土地利用や建築物の再編、公共的な

機能・施設の整備を総合的に行う必要があり、一定のエリアを定めて面的に整備・改善を図

ることが望まれます。 

   

 

③基本方針 

・国道 53 号および北口駅前広場の整備は、本地区のまちづくりの骨格施設であり、これらの

整備に合わせて、以下の視点に基づいて沿道の土地利用・都市機能の再編・強化を図ります。

また、地区内の土地所有者や住民の意向、参加状況等、計画の熟度を見ながら、駅南口も含

めて段階的な整備の可能性を検討します。 

・本市の玄関口として、駅前広場の整備に合わせて駅舎の改築を図ります。整備計画の策定に

あたっては、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインを推進します。

・交通ターミナル機能の強化のため、相互利用の需要が高い鉄道・ハイウェイバス・路線バス

の乗降機能を集約します。また、駅南口にも駅前広場の整備を図ります。

・歩行者（地区内・周辺住民、来街者など）の利便性・回遊性の向上のため、 津山駅と今津

屋橋方面を結ぶ明確な歩行者動線の形成を図ります。

・駅南口の駅前広場および駐車場、自由通路等の整備を図り、

駅南北市街地の一体性向上、 津山駅の利用促進、扇形機

関庫、転車台等の活用を図ります。

・大谷踏切および前後の道路の拡幅、歩道整備を図ります。

・既存商業施設の集約・再配置や、新たなテナントの誘致等、

商業機能の強化を図ります。 

 

JR
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・津山城は、慶長 8年（1603）に美作国に入封した初代津山藩主・森忠政が、鶴山（つるやま）

に築いた平山城です。

・忠政は、鶴山を「津山」と改め、築城に着手し、元和 2年（1616）3月に一応の完成を見ま

した。

・自然地形を巧みに活かしながら、鶴山の最高所に平地を広く取って本丸とし、これを取り囲

むような形で山腹に二の丸・三の丸を廻らせ、山の大半を石垣で覆い、南を大手（表）、北を

搦手（裏）とする要害堅固な城でした。

・明治 33年には、鶴山公園として旧津山町有の公園となりました。

・津山城跡は、昭和 38年に城郭の主要部分である本丸・二の丸・三の丸を中心とした範囲が国

史跡に指定されました。

・鶴山公園は、平成 2年 4月に「日本さくら名所 100選」に選定されました。

・「日本 100名城」(平成 18年 2月)認定に続き、「日本の

歴史公園 100選」(平成 18年 10月)、「美しい日本の歴

史的風土準 100選」(平成 19年 1月)にも選ばれていま

す。

・平成 17年 3月には、築城 400年を記念して、城内最大

規模の櫓である「備中櫓」が復元整備されました。

・津山城は、輪郭式の形式を取る平山城の縄張と良好に構

造を留める石垣が全国屈指のものであると言われてい

ます。

・城内には、本丸から三の丸にかけて、全体的に樹木が多

く植生しています。特に桜の木が多く植えられており、

津山城の桜は全国的に有名になっています。

・今後の整備では、石垣の破損を助長している樹木や、曲

輪（くるわ：本丸、二の丸、三の丸）の景観を阻害して

いる樹木等を整理して城跡の景観を再現する必要があ

ります。

・城跡の景観を保存するためには、周辺の開発等に対する

規制や建築物の形態等の制限など、法的規制を検討する

必要があります。
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・鶴山公園は、明治 33 年に旧津山町

有の公園となって以降、多数の桜の

木が植えられ保存整備されてきまし

た。

・今後は、石垣や桜の適切な保全・管

理に努め、市民の憩いの場として整

備を図ります。

・国史跡指定地については、「保存整備

計画」にもとづいて、石垣の修理や

城の景観を損ねている既存樹木の整

備などを推進します。

・公園内の動物園については、将来の

利用動向を見定めながら、撤去も含

めた施設の維持・管理方法について

検討します。

・史跡地指定範囲以外では、遺構の

保存に努めながら、まちづくりに

活かす良好な環境を創出するため

広場（オープンスペース）等の整

備を図ります。

・京橋門などの虎口（こぐち：城の

出入り口）があった箇所は、外堀

跡などを活用して導入路とつなげ

た整備を図ります。



 84

第３章 全体構想

①地区の概況 

・現在「城東むかし町」と呼ばれている城東地区には、武家地、町人地、寺社地などを小路で

区割した江戸期の「都市計画」がそのまま残されています。

・旧出雲街道沿いには、「作州城東屋敷」や「箕作阮甫旧宅」「城東むかし町家（旧梶村邸）」な

ど往時を偲ばせる歴史的な建物の保存が図られています。

   

 

・城東地区には多くの歴史・文化資産が存在していますが、出雲街道自体の距離が長く、小路

が多くて目印となる看板等が少ないため、その位置等が分かりにくくなっており、貴重な資

産が充分に活かされていません。 

・旧出雲街道の両側には電柱や架線された電線類が多くあり、歴史的なまちなみ景観を阻害し

ています。 

 
 

 

②まちづくりの方針 

・城東地区では、旧出雲街道沿いの歴史的な建築物の修理・修景を行い、まちなみの連続性、

一体性に配慮したまちなみの保存を図ります。 

・建築物の修理・修景整備においては、伝統様式の保存や周辺環境との調和などに配慮した整

備を推進します。 

・城東地区の旧出雲街道において、美しいまちなみ景観の創出整備を図るため、電線類の地中

化・無電柱化の効果・必要性等について検討します。 

・観光の主要な動線となる旧出雲街道沿いのバリアフリー化、通過交通のコントロールなど、

誰もが訪れて楽しめるユニバーサルデザインを推進します。 

・「通り名で道案内」（社会実験）の活用など、看板等による誰にも分かりやすい道案内の整備

を図ります。 
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・「箕作阮甫旧宅」や「城東むかし町家」に近接した場所に、新しい洋学資料館を整備し、貴重

な資産の有効活用を図るとともに、さまざまな歴史遺産を周遊できる拠点の形成を図ります。 

・新洋学資料館には「広場」や「小路」、「中庭」などを配置し、旧出雲街道から大隅神社方面

の社寺地へ抜ける散策路ともなり、市民の憩いの場となることが期待されます。 

・館内では、「津山洋学」をわかりやすく展示し、入館者の学習意識の向上を図るとともに、津

山市の歴史・文化の新たな情報発信の場として整備します。 

・新洋学資料館の敷地内には防火水槽を埋設し、火災に対する安全性の向上を図ります。
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①地区の概況 

・城西地区には、旧出雲街道沿いにある作州民芸館や中島病院旧本館等の近代化遺産、西寺町

の社寺など歴史的建造物が数多く残されています。 

・城西地区の歴史的町並みや暮らしを一つの博物館として紹介する「津山・城西まるごと博物

館構想」の実現に向けたまちづくりが進められています。 

②まちづくりの方針 

・官民協働による中島病院旧本館の保存活用を推進するとともに、城西地区の歴史を物語る

作州民芸館、社寺等の貴重な遺構の保存・活用を図ります。

・城西地区の歴史的まちなみを活かした「津山・城西まるごと博物館フェア」や俳人「西東

三鬼」にちなんだ活性化などの取り組みを促進します。




