


全体構想 

（１）都市の将来像と都市づくりの理念 

三好市総合計画では、将来像を「自然が生き活き、人が輝く交流の郷 三好市」と掲げ、地域資源の活用を目指す「人

に誇れる故郷づくり」、市民と行政の協働を目指す「活力ある故郷づくり」、定住・交流の促進を目指す「第二の故郷づくり」

が示されています。そこで、「三好市都市計画マスタープラン」では、総合計画で示された将来都市像に即しつつ、都市計

画の側面から実現化していくことを目指し、都市将来像を次のように設定します。 

 

 

 

【将来都市像の考え方】 

三好市は、剣山国定公園を中心とした剣山、大歩危・小歩危渓谷など起伏に富んだ自然景観や、「祖谷のかずら橋」

「東祖谷山村落合伝統的建造物群保存地区」など歴史的景観に恵まれるとともに、高速交通網の整備の進展、ＪＲ土讃線、

徳島線等が四国の交通網の結節点となっており、本州へ日帰りできるなど、県西部の中核都市として地理的優位性があり

ます。一方、人口流出は著しく、さらに就業者人口、農業就業者数も減少しており、中心市街地の空洞化、管理されなくな

った森林や耕作放棄地が増加するなど、全市的に活力が低下しています。このような人口減少局面で発想の転換を図り、

都市部にはできない、「ゆとりをもって、三好らしい“豊かな自然・歴史文化を身近に感じながら生活・交流すること”」を重視

したまちづくりを目指します。 

そのためには、三好市の中心市街地で賑わいを取り戻すとともに、三好市の幹線道路から生活関連道路までの市内道

路網や公共交通を見直し、都市の利便性を向上させます。 

 一方、三好市は急峻な山地が市街地を取り囲む地形的特徴から、縁辺部へスプロールしにくい構造となっていますが、

人口密度から見てもまだ余裕があること、用途地域内の農地が放棄されている状況等を踏まえると、土地を集約しながら、

阿波池田駅周辺の市街地の高度化等、メリハリのある土地利用の施策を行います。 

 

 

 

 

 

 

（２）都市づくりの基本目標 

① 自然や地形を活かし、地域毎に集約されたまちづくり 

川や山に囲まれて平坦地が少ないという三好市の特徴を活かし、新たな都市基盤整備を必要とする市街地や集落の拡大を

計画的に抑制し、現在の市街地内の低・未利用地を活用し、土地利用の集約化・高度化を進めます。 

② 健全な都市経営を見据えたまちづくり 

都市施設の整備や公共交通の運行が効果的になるよう、事業の集約化の実施や利用者のニーズを見極めた公共交通の運

行を実施するなどとともに、山間地域においては、地域の再編も見据えた効率的なまちづくりを検討する必要があります。 

③ 独自性ある観光産業を中心としたまちづくり 

市外からの企業誘致、居住人口及び交流人口の増大を図るため、観光資源の洗い出しとイメージ戦略を立案し、これに基

づいたまちづくりを全市的に実施していきます。また、観光と農林業の活性化によるまちづくりを進め、市内の雇用機会の増

大を目指します。 

④ 地域住民が活躍できるまちづくり 

行政と市民がパートナーとして対話しながら協働してまちづくりを進める体制を構築するとともに、市民の自主的・自発的なま

ちづくり活動が円滑に進められるような体制の構築を目指します。 

 

自然が生き活き、人が輝く交流の郷 三好市 

～豊かな自然に囲まれ、自然と共に育む都市～ 

【将来都市像のイメージ】 

・豊かな自然を満喫しつつ、利便性も確保しながら、都市部にはないゆとりを感じながら生活ができる 

・近隣市にない、三好独自の味と風景を満喫できる（三好の自然、文化、歴史、食事で観光客をもてなす） 

・交通利便性が高く、市外からのアクセスが容易であるため、多くの観光客が三好に来訪し、交流の拠点となる 
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（３）将来の都市構造 

都市将来像を実現するため、都市づくりの基本方針に基づく基本的な土地利用区分や骨格的な都市施設等の配置に

関する考え方を示すためのものです。市内に分散する市街地や集落地間を「連携」しつつ、市街地や集落地内の「集約

化」を実現するため、次の 3 つの視点から、三好市の将来の都市構造を示します。 

1）都市的土地利用と自然的土地利用の基本的区分 

①市街地ゾーン（都市計画区域） 

用途地域の指定エリアは、各種都市機能の集積、都市基盤整備の推進等による良好な市街地の形成を図り、公共施設

や商業施設の集客性を高め、安全・安心で快適な市街地を創出。用途白地地域は、当該エリア内に立地する住宅地の居

住環境の向上に努める。都市計画区域外で一定の人口集積が見られるエリアでは、良好な居住環境を形成するため、今後

必要があれば、都市計画区域への編入を検討するよう県とともにあり方を検討。 

②集落地・農地ゾーン 

市街地を取り巻く農地や集落地は、生活環境の向上を図り、優良農地の保全及び農業基盤整備を推進。また、都市と自

然が共存するゾーンとして、良好な自然環境を有する居住環境を形成。 

③山地ゾーン  市街地や集落地等の背後に広がる山地・丘陵地は、良好な自然環境を維持・保全。 

2）骨格的拠点の配置と拠点間連携の強化 

①都市核  低・未利用地の有効活用・都市基盤施設の整備により、賑わいと活気に溢れた魅力ある拠点市街地を形成。 

②地域生活拠点 一定の人口が集積するエリアでは都市基盤の整備促進により都市核と連携した拠点市街地を形成。 

③地域交流拠点 地域住民の交流や情報が集まり、地域の市民が中心となったまちづくりを進める拠点を形成。 

④観光交流拠点 観光客増加と地域住民の交流機会増大を目指し地域特性に応じた施設整備・機能やソフト施策を充実。 

3）広域・地域間の連携を強化するための「連携軸」の形成 

①広域連携軸（国土連携） 三好市内から徳島市や川之江東ジャンクションを経由して高知、香川方面、あるいは本州方面

とのアクセス性向上と、広域からの経済・文化・観光等の交流人口を増大。 

②広域連携軸（都市連携） 鉄道駅における交通結節点機能の強化、幹線道路の走行性改善等により都市間連携を強化。 

③地域連携軸 一体の都市としての発展を目指し、地域間を連携。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 ■将来都市構造図 
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（４）都市・地域の整備の方針 

1）土地利用の方針 

《1》市域の特性に応じた秩序ある土地利用の形成 

 都市核、地域生活拠点などを中心に、都市機能の集約化や都市基盤施設の整備を進め、安全・安心に暮らせるまちづ

くりを目指します。また、市街地内で見られる低・未利用地を積極的に活用しながら、多くの人が定住する良好な市街地形

成に努めます。さらに、市街地の縁辺部や郊外部での無秩序な開発を抑制し、農地等の保全を図ります。 

《2》利便性の高い交通環境を享受できる 

効率的な市街地・集落地の形成 

 

 高速道路、駅、国道など交通の要所である三好市の

利便性を活かすため、それらのアクセス性の改善や、

市街地内で安全・安心して歩いて暮らすことができるよ

う、都市基盤とともに狭隘道路の改善などを図ります。 

 

《3》豊かな自然環境の維持・保全  

 自然豊かな山地や農地については、都市的開発を抑

制し、貴重な自然環境や歴史文化的景観を後世に伝

えていくため、これらを保全していきます。また、三好市

固有の地域資源を活用した観光振興や自然体験・交

流の促進を図ります。 

 

 

2）交通体系の整備方針 

①交通体系整備の基本的な考え方 

 三好市の交通体系は、昔から交通の要所であり広域的なアクセス性の面では非常に便利である一方、市内からの

アクセスが悪く加えて市街地内には狭隘道路が多いことから、これまで整備してきた交通基盤を活かしながら市域

に分散する地域間をつなぐとともに、集約的な市街地・集落地を形成し、歩いて暮らせるまちづくりを実現する交

通体系の整備を進めます。 

②道路網の整備方針 

・国土連携を担う高速自動車道路の活用   徳島自動車道は、広域交流を促進する基盤として活用を図ります。 

・主要幹線道路の活用    

国道 32 号、国道 192 号は、都市連携及び地域連携を担う主要幹線道路として道路機能の強化・維持等を関係機関に働き

かけます。 

・幹線道路の活用 

国道 319 号、国道 439 号、県道 12 号、県道

32 号及び県道 45 号は、今後の高速交通網の整備

に対応した国道、県道の新設、改良を関係機関に

働きかけます。 

・補助幹線道路の整備   

市街地形成状況や土地利用等も考慮し、適正な

市街地形成を図るべきエリアの整備促進を図り

ます。特に市道については、幹線道路と有機的に

結びつく道路整備を図り、観光拠点へのアクセス

道の整備に努めます。 

 

 

■土地利用現況図（都市計画区域） 

■交通体系図 
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3）公園・緑地等の整備方針 

・公園等を緑のネットワークでつなぎ、高齢者だけでなく誰もが快適に市街地内を回遊することを目指します。 

・災害時に防災活動の拠点となり、防災公園として機能するような整備や墓参に合わせて散策や休憩など静的レクリエーショ

ンの場として利用できる緑豊かな墓園の整備について検討します。 

・社寺林等は緑地保全地域への指定を検討するとともに、山地や丘陵地の風致地区への指定を検討します。 

・周辺住民の意見を取り入れながら、効果の高い場所より整備・維持管理等を進めていきます。 

4）景観形成の方針 

・本計画においても、三好市景観計画の考え方を踏襲し、良好な景観づくりに活かします。 

5）自然環境の保全の方針 

・保安林、地域森林計画対象民有林等の法規制の指定・運用による保全に努め、自然体験学習の場としての活用を図ります。

市街地に隣接する丘陵地の緑は、緑地保全地域や風致地区などの指定も検討します。 

・地区計画や緑地協定等を活用しながら、住宅地や事業所敷地等、市民の身近な地域における緑化を推進します。 

・ごみの減量化、再資源化への取り組みに努め、リサイクルのまちづくりを目指すとともに、自然環境の保全、快適な環境の創

造に取組むとともに、木質バイオなどの新エネルギーの導入を推進し、環境政策を土地利用の面から検討します。 

6）地域防災の方針 

・市街地や集落では、防災機能を有する公園・緑地や広場等の整備を検討します。また、池田地域内に見られる住宅密集地

内の狭隘道路の改善等、災害時の避難路やオープンスペースの確保に努めます。市内の木造住宅については耐震診断や

耐震改修などへの支援に努め、耐震化を促進します。 

・がけ崩れ等の危険性がある箇所を事前に把握し、危険箇所のパトロール、標識等の設置を進めます。災害発生時には、土

砂災害に関する情報の収集及び伝達、予警報の発令を行い、円滑な警戒避難が行われるように努めます。 

・今後も継続的に治水対策を推進し、豊かな自然環境に配慮した良好な水辺環境の整備と保全を図ります。一方、近年の異

常気象がもたらすゲリラ豪雨による内水氾濫の対策として、都市下水路の整備改修により被害の低減を図ります。 

・自主防災組織の強化、防災知識を普及啓発し、防災意識の高揚に努めるとともに、職員に対して災害の防止に必要な教育

を徹底し、防災関係機関相互の連携のもと住民も参加し、災害時を想定した具体的な訓練を定期的、継続的に実施します。 

7）その他の公共施設の方針 

○上下水道 

上水道の整備や未普及地域の解消を図りつつ、水資源の確保や上水道施設並びに簡易給水施設の整備拡充を行い、

受益者負担を原則とした水道事業の健全で効率的な運営に努めます。下水道は地域の実情に応じ農業集落排水施設

及び合併処理浄化槽等の計画的な整備を推進するとともに、市街地の内水対策として都市下水路の整備や老朽化し

た管渠の改修を推進するなど排水能力を高め内水氾濫のリスク低減に努めます。 

○市営住宅 

中層耐火の市営住宅を中心とした長寿命化の検討やライフサイクルコストの抑制の検討、民間賃貸住宅との連携

による借上公営住宅の供給や民間事業者の資金や運営ノウハウを活用した手法の導入など、総合的な住宅施策を検

討し、市内の高齢者世帯や支援が必要な方々に対して、ニーズを踏まえた適切な住宅の供給に努めます。 

○学校等  

三好市の将来を担う児童・学童に対し十分な教育環境を整え、各地域の状況に応じた校舎・屋内運動場等の教育

環境の整備に努めるため、幼稚園、保育所を一体化した総合施設の導入や学校施設の改修や耐震化対策を計画的に

推進します。 

○公民館など 

既に整備されている公共施設等のネットワーク化を図り、機能の補完や支援を可能とするほか、教育や福祉など

様々な施策・事業とも連携した取組みにより、公民館、総合体育館・運動公園文化施設等、社会教育施設の充実に

努めます。また、「交流拠点エリア」の中核施設として「交流拠点施設」の整備を推進します。 
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地域別構想 

（１）池田地域 

 

 

 

 

 

 

1）土地利用の方針 

・中心商業業務地では、機能的で美しい中心市街地の整備を行い、未利用地は本来の目的に沿った機能集積を図ります。

用途指定と現在の土地利用の実態を踏まえ、用途地域の指定の見直しを検討します。 

・専用住宅地では、良好な住環境の維持、形成のため、地区計画や建築協定を検討します。 

・住商複合地では、日用品を販売する商業施設が立地する住みよい住環境を維持、促進するとともに、建物の建替え時期等

にあわせて道路拡幅を検討します。 

・阿波池田駅周辺は、観光結節点として都市機能強化や拠点性向上を目指した交流機能強化を進めます。 

・用途白地地域では、立地する住宅地の住環境の向上に努め、周辺に広がる山麓を保全します。なお、必要に応じて用途

地域等の指定による土地利用の規制・誘導を検討します。 

・都市計画区域外において一定の人口集積が見られるエリアでは、良好な住環境を形成するため、今後必要があれば、都

市計画区域への編入を検討します。 

2）地域施設の整備方針 ※地域別構想図に記載 

＜地域別構想図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本地域は中心市街地を擁し、本市の中で唯一都市計画区域が設定されていることや盆地で形成され

ている地形的特徴を有することから、旧来よりコンパクトなまちづくりが進められてきました。今後とも市の

行政・医療・商業・業務・教育等の中心地として、都市機能の強化を図ります。特に中心市街地におけ

る低未利用地・遊休地の活用を進めるとともに、広域的な拠点として強化を目指します。 

「住み・働きやすい舞台が整う 活力みなぎるまち 池田」 
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（２）三野地域 

 

 

 

 

 

1）土地利用の方針 

・中心部における良好な住環境や日用品等の店舗を充実させるため、低未利用地や遊休地の有効活用を図ります。 

2）地域施設の整備方針 

・主な公共施設へのアクセス道路や生活道路の整備、公共交通の維持、交通弱者を支援する制度の充実を図ります。 

・主な公共施設周辺の植栽等、緑化を進め、地域の特性を生かした既存公園の整備・改修等を推進します。 

・三好市景観計画にもとづき、自然景観の保全を推進し、滝や紅葉などの景勝地として景観の保全を進めます。 

・地域の特性を活かした収益性の高い作目・作型を導入し、産地化を目指した農業の推進を支援します。 

・鮎漁が見られる清流吉野川の自然環境の保全を進めます。 

・地域の中部から北部に見られる急傾斜地等の土石流対策や主要避難経路の狭隘道路の改良、公共施設等の耐震化を進

めるとともに、ハザードマップを活用した避難訓練や住民意識の向上を図ります。 

・河川堤外地を利用した施設の検討を進めます。 

・水道施設（上水道・簡易水道等）を適切に維持管理するとともに、未普及地域の解消を目指します。 

・汚水処理施設について、生活排水処理基本計画に基づき普及を進めます。 

・児童数の減少に伴う休校（廃校）舎のさらなる利用促進方法を検討し、豊かな教育環境やコミュニティの醸成を支援します。 

＜地域別構想図＞ 

 

 

 

 

 本市の農業中心地としてコメや柑橘類などをブランド化し、付加価値の高い農業生産を目指します。

また市内でも特に良好な居住地として、若者の定住化対策を含めた住環境整備を進めます。 

「自然の恵みを生かした 産業と人材を育むまち 三野」 
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（３）井川地域 

 

 

 

 

1）土地利用の方針 

・ＩＣ周辺ならびに国道 192 号沿線の未利用地では、産業立地等を進めるとともに、河川堤防の整備により、周辺土地の価値

の向上を目指し、中心部では災害に強い良好な住環境整備を進めます。 

2）地域施設の整備方針 

・中心部のアクセス道路や集落と幹線道路を連絡する生活道路の整備、公共交通の維持、交通弱者を支援する制度の充実

を図ります。また、主要な避難路となる地域中心部の道路や地域中部の山間部の狭隘道路の改良を進めます。 

・主な公共施設周辺の植栽等、緑化を進め、身近な公園整備を推進します。 

・三好市景観計画にもとづき、自然景観の保全を推進し、優れた農山村風景を保全するため、耕作放棄地の対策の検討や

農業体験などの観光と連携した付加価値

の高い農業を支援します。 

・鮎漁が見られる清流吉野川、地域南部の

自然公園地域に広がる自然環境の保全

や森林整備計画に即した適切な民有林

の維持管理を行います。 

・洪水被害を防ぐために吉野川堤防の早

期完成を関係機関へ働きかけ、公共施設

等の耐震化を進めるとともに、ハザードマ

ップを活用した避難訓練や住民意識の向

上を図ります。 

・河川計画の推進（堤防）により、利用価値

の高い用地を拡大するとともに、災害に強

いまちづくりを目指します。 

・水道施設（上水道・簡易水道等）を適切に

維持管理するとともに、未普及地域の解

消を目指します。 

・汚水処理施設について、生活排水処理

基本計画に基づき普及を進めます。 

・スキー場を中心とした観光交流施設をは

じめ、地域内の観光施設の連携により観

光振興を図ります。 

 

 

 

 

＜地域別構想図＞ 

ＩＣアクセスの交通立地を活かした市の産業集積等を進めるとともに、可住地に良好な住環境整備を

進めます。 

「人と自然が楽しさ奏でる 交流のまち 井川」 
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（４）山城地域 

 

 

 

 

1）土地利用の方針 

・高齢化過疎化が進み集落機能が低下するなか、新たな定住と交流を育むため防災対策を進めるなど安心安全な生活空間

の維持ができるよう、集落の環境整備を推進します。また、空き家対策や耕作放棄地の有効活用を図ります。 

2）地域施設の整備方針 

・集落と幹線道路を連絡する生活道路の整備、主要幹線道路である国道 32 号の改築防災事業や隣接都市に連絡する国道

319 号をはじめとした幹線道路の拡幅を促進し、公共交通の維持、交通弱者を支援する制度の充実を図ります。また、災害

時にボトルネックとなる大歩危トンネルの早期完成を関係機関に要望します。 

・主な公共施設周辺の植栽等緑化を進めます 

・三好市景観計画にもとづき、吉野川渓谷をはじめ自然景観の保全を推進し、大歩危、小歩危渓谷やとびの巣渓谷の渓谷

景観の保全、森林整備の的確な実施に

より林業の維持と健全な森林景観の保

全を推進します。また、茶産業の活性化

のため、優良な茶畑の保全を支援しま

す。 

・国道 32 号の異常気象時通行規制区間

の早期解消を関係機関へ働きかけるとと

もに、主要避難経路となる道路の改良、

公共施設等の耐震化を進めるとともに、

ハザードマップを活用した避難訓練や住

民意識の向上を図ります。集落における

地滑りや急傾斜地区については、砂防

堰堤や落石予防のフェンスなど防止対

策の整備を進めます。 

・水道施設（上水道・簡易水道等）を適切

に維持管理するとともに、未普及地域の

解消を目指します。 

・汚水処理施設について、生活排水処理

基本計画にもとづき普及を進めます。 

・児童数の減少に伴う休校（廃校）舎の

さらなる利用促進方法を検討し、豊かな

教育環境やコミュニティの醸成を支援し

ます。 

 

 

 

＜地域別構想図＞ 

農業（お茶、山菜）・林業は付加価値の高い農業・林業を目指します。また、大歩危・小歩危渓谷の

自然景観やラフティング、妖怪伝説等の良好な観光資源を活かした観光拠点整備を進めます。 

「自然の魅力にときめく 体験のまち 山城」 
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（５）西祖谷地域 

 

 

 

 

1）土地利用の方針 

・高齢化過疎化が進み集落機能が低下するなか、新たな定住と交流を育むため、防災対策を進めるなど安心安全な生活空

間の維持ができるよう集落の環境整備を推進します。また、空き家対策や耕作放棄地の有効活用を図ります。 

2）地域施設の整備方針 

・主要幹線道路である（主）西祖谷山山城線、（主）山城東祖谷山線の防災事業を促進し、避難路となる生活道路の整備や

公共交通の維持に努めるとともに、交通弱者を支援する制度の充実を図ります。 

・主な公共施設や観光施設周辺の植栽等緑化を推進します。 

・三好市景観計画にもとづき、祖谷川渓谷をはじめ地域北部の自然公園特別地域に広がる貴重な自然景観の保全、森林整

備の的確な実施により林業の維持と健全な森林景観の保全を推進します。体験観光農業など付加価値の高い観光農業等

を支援します。 

・異常気象時通行規制区間の早期解消を関係機関へ働きかけや公共施設等の耐震化を進めるとともに、ハザードマップを

活用した避難訓練や住民意識の向上を図ります。集落における地滑りや急傾斜地区については、砂防堰堤や落石予防の

フェンスなど防止対策の整備を進めます。 

・水道施設（上水道・簡易水道等）を適切に維持管理するとともに、未普及地域の解消を目指します。 

・汚水処理施設については、生活排水処理基本計画にもとづき普及を進めます。 

・児童数の減少に伴う休校（廃校）舎のさらなる利用促進方法を検討し、豊かな教育環境やコミュニティの醸成を支援します。 

＜地域別構想図＞ 

 

東祖谷地域と連続する本地域は、国指定の祖谷のかずら橋や平家落人の伝説等歴史的資源、祖谷

渓谷等の自然資源を活かした観光地として秘境観光による振興を目指します。 

「豊かな自然と人がもてなす 心やすらぐまち 西祖谷」 
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（６）東祖谷地域 

 

 

 

 

1）土地利用の方針 

・高齢化過疎化が進み集落機能が低下するなか、新たな定住と交流を育むため、防災対策を進めるなど安心安全な生活空

間の維持ができるよう集落の環境整備を推進します。また、空き家対策や耕作放棄地の有効活用を図ります。 

2）地域施設の整備方針 

・主要幹線道路である国道439号、（主）山城東祖谷山線の防災拡幅事業を促進し、避難路となる生活道路の整備や公共交

通の維持に努めるとともに、交通弱者を支援する制度の充実を図ります。 

・主な公共施設や観光施設周辺の植栽等緑化を推進します。 

・三好市景観計画にもとづき、祖谷川渓谷をはじめ地域北部の自然公園特別地域に広がる貴重な自然景観を保全するととも

に、体験観光農業など付加価値の高い観光農業等を支援します。 

・異常気象時通行規制区間の早期解消を関係機関へ働きかけや公共施設等の耐震化を進めるとともに、ハザードマップを

活用した避難訓練や住民意識の向上を図ります。集落における地滑りや急傾斜地区については、砂防堰堤や落石予防の

フェンスなど防止対策の整備を進めます。 

・水道施設（上水道・簡易水道等）を適切に維持管理するとともに、未普及地域の解消を目指します。 

・汚水処理施設については、生活排水処理基本計画にもとづき普及を進めます。 

・児童数の減少に伴う休校（廃校）舎のさらなる利用促進方法を検討し、豊かな教育環境やコミュニティの醸成を支援します。 

 

＜地域別構想図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西祖谷地区と連続するこの地域は、平家落人伝説の歴史的資源や剣山・三嶺などの豊かな自然を活

かした観光地として、また景観を維持継続する農業と観光の連携による振興を目指します。 

「自然と文化に包まれた 清閑なまち 東祖谷」 
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実現化方策 

１．「市民が主役のまちづくり」の推進 

三好市では、平成 24 年 10 月 1 日に「三好市まちづくり基本条例」が施行され、「市民主役のまちづくり」を目指し、自らの

創意工夫により住みよい活力のあるまちづくりを進めています。 

（１）市民のまちづくり参加機会の創出 

本計画の見直しやプロジェクト等の実施にあたり、計画検討する段階から市民が主体的に参加できる機会を創出します。 

（２）まちづくりのリーダーとなる人材の発掘・育成 

市民が主体的にまちづくり活動を進めるため、市民の中で核となるリーダーを発掘し、活動の持続性を担保します。 

（３）まちづくり関連の情報発信 

今後の都市計画・まちづくりに関する情報として、パンフレットの配布、市のホームページ等への掲載を通じ、本計画の目

的や内容を周知します。 

２．総合的な協働体制の構築 

（１）計画の実現化に向けた協働体制の構築 

目指すべき将来都市構造を具体化するため市民を主役とした全ての主体が

目標や課題を共有し役割分担に応じ連携・協力する協働体制を構築します。 

（２）計画の実現化に向けた総合的な取組みの推進 

本計画で掲げた各種方針は、都市計画以外の他分野も十分意識しながら、

総合的なまちづくりの推進方策を示していることから、それらと調整・整合を図

りつつ、実現化に向けた総合的な取組みを推進していきます。 

（３）まちづくりに関する庁内体制の確立 

本計画の進捗状況の報告を含めたまちづくりの状況を議論する会議体を定

期的に開催するなど、まちづくりに関する庁内体制を構築します。 

（４）都市計画マスタープランの見直し 

本計画に基づきまちづくりを進めるため、アクションプランを作成し庁内外の会議体を設置して定期的な進捗管理を行うとと

もに、総合計画等の改訂や社会経済情勢に大きな変化が生じた場合、本計画を見直します。 

３．都市計画の変更・見直し 

（１）用途地域の見直し 

 目指すべき土地利用に向けて建築物等の用途・密度・形態等に関する規制・誘導を行っていくため、本計画で定めた将来

都市構造や土地利用方針に基づき、必要に応じて用途地域の見直しを行っていきます。 

（２）用途地域の指定のない区域における規制・誘導手法の導入 

 大規模商業施設、危険性の高い工場や風俗施設等の立地を規制すべき場所では、特定用途制限地域の指定を検討し、

その他のエリアでは、周辺の自然環境と調和した居住環境を創出するため、適切な規制・誘導手法の導入を検討します。 

（３）都市施設の見直し 

 幹線道路等へのアクセス性向上のため必要に応じ市民と合意形成・関係機関と調整し、都市計画道路の指定を検討します。

周辺状況や市民の要望を踏まえ必要に応じ都市計画公園の指定や内水対策を目的とした都市下水路を整備します。 

（４）都市計画手法の新規導入 

 市民の意向に応じたきめ細かなまちづくりを実現するため、地区計画制度や建築協定・緑化協定等の導入を検討します。 

（５）都市計画区域の見直し 

 現在都市計画区域外の地域では、新たな開発等により影響がある場合、準都市計画区域を活用した土地利用の適正な計

画・規制や都市計画区域への編入について、県とともにあり方を検討していきます。 
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