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１－１ マスタープランの目的と位置づけ             

（１）マスタープランの目的 

本マスタープランは、「杵築市総合計画」で描いている将来像「歴史と文化の薫り高

き 豊かな感性にあふれるまち」を踏まえて、都市計画分野を中心としたまちづくりに

関する将来方針を、長期的な視野から具体的に示すことを目的としています。 

 

（２）マスタープランの位置づけ 

本マスタープランは、都市計画法第18条の２第１項にもとづく“杵築市の都市計画に

関する基本的な方針”である「杵築市都市計画マスタープラン」です。 

このため、地方自治法にもとづく「杵築市総合計画」や、都市計画区域の県の都市計

画に関する方針「杵築都市計画区域マスタープラン」などを上位計画として、社会動向

等を踏まえた都市づくりの理念や都市づくりの方針にもとづいて、今後おおむね20年後

の将来を見据え、地域特性を活かした杵築市の将来像を描こうとする基本方針です。 

今回、市町村合併（平成17年10月：山香町、大田村と合併）に伴い市域が広がったこ

とや、まちづくりマスタープラン策定後５年が経過して社会情勢の変化や今後のまちづ

くりに対応したマスタープランが必要になったこと、また、市内における景観形成に向

けた新たな取り組みを進めるために、基本方針の変更を行ったものです。 

 

（３）マスタープランの目標年次 

本マスタープランの目標は、概ね20年後となる平成42年を目標年次として設定し、ま

た、10年後である平成32年を中間年次とします。 

なお、本マスタープランの内容は、基本的に中間目標年次に見直すこととしますが、

特に社会情勢の動向などにより内容の変更を要する場合には、状況に応じて適宜見直す

ことを妨げないものとします。 
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１－２ マスタープランの基本条件                

（１）市町村の都市計画に関する基本的な方針とは 

① 策定の背景と位置づけ                       
これまでの都市計画は、都市全体の土地利用や都市施設の配置を中心に策定されてき

ました。しかし1990年代に入り、21世紀初頭の成熟社会における都市全体の将来像を明

らかにし、個々の地域で個性ある市街地形成への対応を図ることが重要となってきてい

ます。 

都市計画中央審議会の答申（平成３年12月20日）では、経済社会の変化を踏まえた

都市計画制度のあり方として、｢今後の都市計画においては、都市を人間居住の場とし

て捉え、その健全な発展と秩序ある整備を図る視点がより重視されなければならない｣

という基本的認識にもとづき、望ましい都市像を都市計画の中で明らかにする必要があ

るとしています。 

このような背景をもとに、平成４年６月都市計画法が改正され、法第18条の２に

｢市町村の都市計画に関する基本的な方針（以下、｢都市計画マスタープラン｣とい

う。）｣が新たに創設されました。これは、市町村が目指すべき都市全体の将来像を定

めることを制度のなかで明確に位置づけたもので、住民の意向を反映させながら都市づ

くりの具体性あるビジョンを確立していくものです。 

 

都市計画法 

  （市町村の都市計画に関する基本的な方針）  

 第 18条の２  市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する

基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村

の都市計画に関する基本的な方針（以下この条において ｢基本方針 ｣という。）

を定めるものとする。 

２  市町村は 基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住

民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。  

３  市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都

道府県知事に通知しなければならない。  

４ 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。 
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② 都市計画マスタープランの役割                  

都市計画マスタープランの役割は次の５点に整理できます。 

〇 都市計画事業の決定・変更の根拠 

都市計画マスタープランは、今後の都市計画やまちづくりに関わる個別分野の計画の

ベースとなるものです。したがって、ここで示す将来像やまちづくりの方向性は、個別

の都市計画が決定・変更される場合の根拠となります。 

 

〇 都市計画事業に対する地域住民の理解・協力 

住民の意向を重視して定める将来あるべき都市の姿やまちづくりの方針は、今後の各

種都市計画事業や規制誘導に対して、地域住民の理解・協力・参加を得やすくすること

ができます。 

 

〇 将来像と目標の明確化 

おおむね20年後の将来あるべき姿を明示し、まちづくりの目指すべき将来目標を明確

にします。 

 

〇 新しい時代の市民生活を実現していくための取り組みの方針を示す 

計画内容としては、現況分析に基づいた課題を抽出し、今後の市の目指すべき都市像

を構築し、都市計画の目標や新しい時代に対応した市民生活を実現していくためのまち

づくりの取り組みの方針を示します。 

 

〇 既存計画との整合性・統合性の確保 

上位計画や既存のまちづくり計画との整合性・統合性を図り、今後進める分野ごとの

都市計画基本方針を確立します。 
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③ 他の計画との関係                          
都市計画マスタープランとは、市の行政計画の根幹である「杵築市総合計画」と県が

広域的視点より定める都市計画区域の基本方針「杵築都市計画区域マスタープラン」な

どを上位計画とした基本方針です。 

本マスタープランは、これら上位計画に即しつつ、アンケートや説明会等における住

民の意向の反映、関係部局の調整を図りながら、杵築市の地域特性を活かした計画とし

て策定されます。 

本マスタープランの策定後は、この方針に則った下位計画が定められ、都市計画の規

制や都市計画事業等が実施されることとなります。 

 

■都市計画マスタープランの位置づけ 
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（２） 策定にあたっての基本的な考え方 

① 計画の基本的視点                               

◆ 「生活者の視点」によるまちづくり 

これまで、まちづくりといえば道路や公園などの都市基盤整備事業が中心であり、目

指すべきまちの将来像について住民自身が考えることはほとんどなく、住民自らの生活

像とは離れたところでまちづくりが少なからず進められてきたことは否定できません。

この反省にたって、「まちは住民の生活の場」という認識にもとづいた「生活者の視点

から発想する」まちづくりが必要とされています。 

 

◆ 「杵築市らしさ」のあるまちづくり 

杵築市においては、古墳時代にはじまり、城下町として繁栄をみせた江戸時代、大正

～昭和にかけての国東鉄道の営業など、幾多の歴史と固有の文化が引き継がれ、現在に

至っています。まちづくりの中では、こうした先人達の文化の集積を保存・継承し、そ

のうえで新たな地域固有の景観や文化を創造し、未来に引き継ぐことが求められており、

杵築市固有の“まちの個性”を尊重した「杵築市らしさ」のあるまちづくりを進めてい

く必要があります。 

 

◆ 災害に強いまちづくり 

阪神・淡路大震災は、地域社会の『安全と住みやすさ』がいかに大切であるかを改め

て考えさせ、災害に強いまちづくりの重要性が再確認されることとなりました。都市の

中には、地震だけでなく、火災、浸水害、崖崩れ、構造物・工作物の倒壊、都市施設の

崩壊など、さまざまな災害の危険性が潜んでいます。こうした災害は、地域によって異

なり、地域に応じた解決方法を考えていく必要があります。 

本市の市街地においては、歴史的建造物の保全と都市の防災性の確保という課題への

対処が必要であり、郊外については自然災害の防止等への配慮が求められています。 

 

◆ 「長期的視点に立った」まちづくり 

これまでの行政は、縦割り的な組織編成によって、個別計画の相互の整合が図れない

という弊害がありました。これは、まちづくりの長期的な将来像に基づく施策体系が確

立されていなかったことが要因の一つであることから、これからは長期的視点に立った

まちづくりの方針を示し、まちづくりの理念を実現するため、市民と行政が一体となっ

てまちづくりに取組んでいく必要があります。 
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◆ 「住民参加」によるまちづくり 

まちづくりの住民参加の必要性は、まちづくりを考える際の課題として取り上げられ

ています。そこで、「まちづくりの主役は住民」との立場から、計画の策定手法として

の住民参加を考えるとともに、計画の策定過程そのものが、今後のまちづくりへの参加

の契機となるよう、住民に対し積極的な意識啓発と参加機会・情報のオープン化に努め

る必要があります。また、策定を通じて「住民と共に考えるまちづくり」のルール化な

ど、継続的な住民参加を視野に入れた手法の導入が必要とされています。 

 

② 時代の要請から求められる課題                     
◆ 必要な都市機能が集積した都市づくり 

・既に市街地を形成している地域では、道路や公園、公共公益施設、マンションなど

の既存ストックの有効活用を図り、より効率的・効果的な都市づくりが必要です。 

・高齢化社会に対応したコンパクトな都市づくりを目指し、必要な都市機能が集積し

た、誰もが必要なサービスを身近に利用できる集約型都市構造の実現が求められま

す。 

・過度に車に依存しない交通環境の実現を目指し、公共交通機関の利用促進と、歩行

者・自転車が安全で快適に移動できる都市づくりが必要です。 

 

◆ 地域の魅力や価値の向上があふれる都市づくり 

・中心市街地の再生・活性化には、地域の個性を活かしたまちづくり施策を実施し、

賑わいと魅力を高めていくことが必要です。 

・市域全体の魅力を高め、住みやすいまち、住み続けたいまちを目指した都市づくり

が必要です。 

・行政区域や都市計画区域を超えて、県や周辺市町村との連携・調整を図りながら、

地域活力や都市間競争力を高めていく必要があります。 

 

◆ 安全で安心して暮らせる都市づくり 

・増大する災害リスクに対応した都市機能の集約化、都市基盤の整備や耐震性・耐火

性の向上など、総合的な災害対策と都市防災機能の強化を図る必要があります。 

・すべての住民が安心して住むことができ、まちなかを安全・快適に移動することが

できるような都市基盤の整備とバリアフリー・ユニバーサルデザイン化を進める必

要があります。 

 

◆ 歴史・文化の保全と観光資源を創出する美しい都市づくり 

・市内の貴重な自然環境の保全と再生を目指し、適正な土地利用及び都市施設の整備

を行い、環境先進都市を目指した都市づくりが求められます。 
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・気温上昇の抑制や生態系に配慮した環境共生型の都市空間の実現を目指し、幹線道

路、河川、公園などの公共空間や民有地等の緑化を積極的に進め、市内の緑のネッ

トワーク化を進める必要があります。 

・地域特有の歴史景観等を保全するとともに、観光客を魅了する美しい町並みづくり

や魅力ある都市空間等の創出を図る必要があります。 

 

◆ 地域主体の都市づくり 

・地域の主体性を向上するため、まちづくりに関する各種行政情報を積極的に公開し、

まちづくりの様々な段階化で多様な主体が参加できる仕組みを構築する必要があり

ます。 

・各種のワークショップやまちづくり協議会の設立など、住民参加型の仕組みを積極

的に取り入れ、市民や事業者、行政が協働してまちづくりに取り組む体制の確立を

目指していく必要があります。 
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１－３ マスタープラン策定に向けた視点             

（１）杵築市の現状から見た視点 

① 広域的な関連性の視点                        

 

― 別府湾生活圏の一部を担うまち ― 

 

杵築市は別府湾に面しており、都市形成や主要交通網も別府湾沿いに形成されてい

ることから、別府湾を取り巻く市町村とのつながりが非常に強くなっています。 

特に日出町、国東市、別府市は、通勤通学者数の出入りが多く、特に関係が深いも

のといえます。 

これからのまちづくりにおいては、これら隣接自治体との連携の強化、交通利便性

の向上を図る必要があります。 

 

周辺市町村との流出・流入状況(平成17年) 

                                単位（人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    資料：H17国勢調査（15歳未満通学者を含む） 
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― 九州各地と日本全国に近いまち ― 

 

杵築市は、大分空港に近接しており、大分空港道路は速見インターチェンジを介し

て大分自動車道に接続し、九州内の各地を結ぶ高速交通網と結ばれています。また、

ＪＲ日豊本線も通過するなど交通の利便性が高いまちとなっています。 

このような交通利便性の高さを活かしたまちづくりが望まれます。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：大分県ホームページ 
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② 人口動向からみた視点                         

 

― 市の総人口は減少、用途地域では増加 ― 

 

人口は、平成７年から平成17年までは横ばい傾向でしたが、平成22年度には大きく

減少しました。世帯数については、一貫して増加傾向にあり、核家族化などの進行が

伺えます。 

都市計画区分上でみると、用途地域内人口のみが増加傾向を示しています。用途未

指定地域での人口は、平成17年度まで増加傾向にありましたが、平成22年度において

は総人口と同様に減少しています。更に、都市計画区域外の人口は、平成２年以降減

少傾向にあり、用途地域外や中山間地域での過疎化の進行が伺えます。 

 

 

 

 人口と世帯数の推移

資料：各年国勢調査
※H22データは速報値
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― 少子高齢化進行中。高齢化率は大分県の平均値を上回る ― 

 

杵築市の平成17年度の高齢化率（65歳以上の人口比率）は30.1％で、全国的にみて

も高齢化率の高い大分県の平均値（24.2％）を上回っています。 

平成７年（1995年）から平成17年（2005年）の高齢化率は、4.8％増加しており、高

齢化が着実に進行しています。 

一方、年少人口率（15歳未満の人口比率）は年々低下し、10年間で2.9％の減少と

なっています。 

 

 

 

   人口ピラミッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：H17国勢調査
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― 就業率は約47％で第３次産業が増加傾向にある ― 

 

国勢調査による平成17年の就業人口は15,875人、就業率は約47％となっています。

産業別では、第１次産業、第２次産業とも減少傾向にあるのに対して、第３次産業は

増加傾向にあります。今後とも、サービス業の進展によって第３次産業は増加するこ

とが予想されます。 

第１次産業が今後とも大幅に減少した場合、食糧確保や国土保全上の問題につなが

るおそれがあることから、有効な対策を検討する必要があります。 

 

  産業大分類別就業者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※分類不能の産業を含まない 

資料：H17 国勢調査 
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8,383
(52.8%)

3,548
4,424

4,727 5,286
4,207
(26.5%)

6,689
5,553 4,768 3,689 3,285

(20.7%)

0
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4,000

6,000

8,000

10,000
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14,000

16,000

18,000

20,000

昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年

(人)

第１次産業就業者数

第２次産業就業者数

第３次産業就業者数
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③ 地域特性からみた視点                        

 

― 自然と歴史に育まれた、多様な特性をもつまち ― 

 

杵築市は、「坂道の城下町」として有名であり、高台と低地をつなぐ風情のある坂

道が、旧城下町地域の景観上重要な役割を果たしています。高台には、武家屋敷や寺

院などの歴史的な建造物も数多く残されています。 

また、市街地に近接する守江湾にはカブトガニが生息しており、丘陵地にはミカン

畑が広がるなど自然環境に恵まれたまちでもあります。 

今後は、この杵築の持つ固有の特性を 大限に活かしたまちづくりが求められてい

ます。 

杵築市の多様な地域特性とその課題について、以下に整理します。 

 

■杵築市の地域特性と課題１ 

産業構造 

特 

性 

●就業者総数は昭和50年以降停滞傾向 
●農業は果樹（特にミカン）栽培が主で、他にイチゴ、花卉栽培にも力をいれている 
●工業は製造業が主で、中でも電機機械器具製造業の事業所数が増加 
●大分キヤノンマテリアルの大規模工場が東地区に立地 
●商業は小売業が主で、飲食業の店舗数は減少傾向 

課
題 

○産業の活性化につながるまちづくり 
○交通特性や将来都市構造を見据えた計画的な産業の配置 
○産業集積による魅力の向上 

土地利用 

特 

性 

●市域の大部分は丘陵地・山地で、その緩やかな斜面はミカン畑が主 
●市街地の南北を流れる八坂川と高山川流域を水田として利用 
●ＪＲ杵築駅と市街地を県道が結ぶ 
●北浜・塩田地区が新商業地として発展 
●定住型別荘地であるロイヤルシティ別府湾杵築リゾートが熊野地区に整備され、定住

者が増加 
●ベッドタウン化やモータリゼーションの進行に伴う宅地需要が増加 
●市街地の拡大は地形上の制約から制限される 

課 

題 

○優良農地の保全 
○杵築駅と市街地のアクセス強化 
○北浜・塩田地区の商業機能の集積 
○用途地域内の居住環境の魅力向上 
○効率的なまちづくりを進めるための無秩序な市街地拡大の抑制 
○地域生活拠点の適正な配置 
○市街地内の歩行者空間の確保 
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■杵築市の地域特性と課題２ 

都市計画の状況（平成21年度都市計画基礎調査） 

特 

性 

●都市計画区域   5,023 ha  
●用途地域      412 ha     
●地区計画    ２箇所 56.9 ha 
●都市計画道路  24路線 総延長20，391ｍ （整備率53.9％） 
●都市計画公園  ８箇所 総面積42.06ha （整備率33.1％） 
●公共下水道   処理場 １箇所、ポンプ場４箇所、汚水591 ha、雨水591 ha 
●ゴミ焼却場     7.8 ha 
●火葬場       3.5 ha 
●汚物処理場     1.1 ha 

課
題 

○都市計画制度の充実による住みよいまちづくりの実現 
○都市公園の整備 
○公共下水道の整備 
○都市計画道路宗近魚町線、錦城下司線の整備推進 
○用途地域の変更・拡大の検討 
○都市基盤整備の推進 

法規制 

特 

性 

●都市計画区域      ： 都市計画法    
●用途地域        ： 都市計画法 
●自然環境保全区域    ： 自然環境保全法 
●県立自然公園      ： 自然公園法 
●地域森林対象民有林   ： 森林法 
●保安林         ： 森林法 
●農業振興地域      ： 農業振興地域の整備に関する法律 
●農用地         ： 農業振興地域の整備に関する法律 
●海岸保全区域      ： 海岸法 
●河川区域        ： 河川法 
●急傾斜地崩壊危険区域  ： 市街地中心部の高台に指定 
●地すべり防止区域    ： 地すべり等防止法 
●砂防指定区域      ： 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 
●鳥獣保護区       ： 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 

課
題 

○長期的構想に基づいた計画的な土地利用 
○開発と保全の適正区分 
○災害危険箇所の調査推進 

景観特性 

特 

性 

●落ち着きのある山里 
●山の中腹に並ぶビニールハウス 
●杵築のランドマークである杵築城 
●坂のある町 
●塩田と守江湾の埋立地 
●旧城下町と武家屋敷のある町並み 
●杵築の新しい顔となる北浜・塩田地区の幹線道路沿いの新商業地 

課 

題 

○里山景観の保全 
○ビニールハウスの景観的あり方の検討 
○杵築城の保全 
○坂を活かした景観づくり 
○守江湾を臨める景観づくり 
○城下町らしい町並みづくり 
○杵築の新しい顔づくり 
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■杵築市の地域特性と課題３ 

歴史特性 

特 

性 

●南台、北台の武家屋敷 
●低地の町家の町並み 
●寺町地区に集中して立地する寺社 
●台地と低地を結ぶ石畳の坂道 
●土塀や石垣 

課 

題 

○武家屋敷や町家の面影を残したまちづくり 
○寺町らしさの保全と観光的な活用 
○杵築らしさの象徴となる坂道づくり 
○土塀や石垣の修復・保全 

プロジェクト情報 

特 

性 

●リース農園 
●ふるさと産業館 
●お城まつり 
●天神祭 
●産業祭 

課
題 

○農業基盤整備事業などの各事業の推進 
○伝統的行事の継承 

構造特性 

特 

性 

●海沿いを国道213号が骨格道路として機能している 
●八坂川と高山川に挟まれ、国道213号からやや内陸に入った位置に市街地を形成 
●市街地の北側を大分空港道路が通過している 
●空港道路杵築インターの周辺に工場が集中して立地 
●市南部には近年大規模工場と大規模な定住型別荘地が整備された 
●市街地と周辺集落を各県道が連絡している 
●中心市街地とＪＲ杵築駅は離れている 
●谷筋の幹線道路沿道を中心に古くからの商業地が開け、その周囲を住宅地が展開 
●北浜の国道沿道や杵築バスターミナル周辺が、新たに商業業務地として拠点化しつつ

ある 

課 

題 

○骨格道路の機能強化 
○河川などの自然環境と調和した市街地形成 
○空港道路の利便性強化 
○杵築インター周辺への工業の集積 
○骨格道路体系の整備 
○中心市街地と杵築駅周辺地区の連携強化 
○建築物の適正な誘導 
○新商業地の顔づくり 
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■杵築市の地域特性と課題４ 

地形条件 

特 

性 

●市域の大部分を丘陵地が囲んだ半盆地状の地形 
●周囲を耕作地に囲まれた市街地は、台地部と低地部に分かれており、その高低差は10

～20m 
●東南部に別府湾（守江湾）が開けており、八坂川、高山川が湾に注いでいる 
●守江湾には干潮時には大分県有数の広大な干潟が出現する 

課
題 

○地形的条件を活かした土地利用 
○斜面に分布する緑地の保全 
○水環境の保全 
○守江湾の干潟の保全 
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（２）将来ビジョン検討の視点 

① 上位計画の将来ビジョンの反映                     

 

― 豊かな自然と歴史文化に包まれた人にやさしいまち ― 

 

平成19年４月に策定された杵築市総合計画では、将来像として「歴史と文化の薫り

高き 豊かな感性があふれるまち」を掲げ、質の高いまちづくりを推進しています。 

また、県の都市計画の上位計画である杵築都市計画区域マスタープラン案では、都

市づくりの基本理念を「本都市計画区域は、良好な歴史遺産や海岸線などの自然環境

を活かし特色とゆとりある生活都市の形成を目指す。このため、城下町の風情を漂わ

せている北台・南台などに存在する武家屋敷や歴史的建造物が織り成す市街地や守江

湾、住吉浜、奈多海岸などの自然環境の保全により、歴史・文化・自然環境を将来に

わたり継承できる都市づくりを図る」とし、これに基づき計画的なまちづくりを推進

しています。 

本計画の将来ビジョンの検討にあたっては、これらの上位計画における将来ビジョ

ンを踏まえる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空から見た杵築市 
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② 住民意向の反映                            

 

― 住みやすいが賑やかさに不満 ― 

 

市全体の住環境の満足度では、「１．日当り、静けさ」、「13．歴史的資源の親しみやすさ」、

「15．自然の豊かさ、きれいさ」に対する評価が高くなっています。満足度が低いものとしては、

「９．働き場所の多さ」を中心に賑やかさに関する項目が全般的に低くなっており、快適さでは

「19．公共交通の利用しやすさ」が低い値を示しています。 

 杵築市全体

-2.00

0.00

2.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

満足

不満足

(住みやすさ) (賑やかさ) (豊かさ) (快適さ) (全体)

（住みやすさ） 
１．日当たり、静かさ   
２．身近な公園 
３．町並みの美しさ     
４．災害への安心感 
５．公害への安心感     
６．福祉・保健・医療施設の利用しやすさ 
７．自宅周辺の道路の利用しやすさ 
 
（賑やかさ） 
８．買い物の便利さ              
９．働き場所の多さ 
10．スポーツなどができる公園・施設の利用しやすさ    
11．娯楽やレジャーの場所・施設の多さ 
12．イベントなど機会の多さ 
 
（豊かさ） 
13．歴史的資源の親しみやすさ    
14．文化施設の利用しやすさ 
15．自然の豊かさ、きれいさ 
 
（快適さ） 
16．幹線道路の車の走りやすさ                 
17．歩道、自転車、車いすの利用しやすさ 
18．駐車場、駐輪場の利用しやすさ              
19．公共交通の利用しやすさ 
20．上下水道の整備状況 
 
（全体） 
21．全体的な暮らしやすさ 
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杵築地域は、市全体とほぼ同様の傾向を示しています。 

山香地域は、「5.公害への安心感」「6.福祉・保健・医療施設の利用しやすさ」

「7.自宅周辺の道路の利用しやすさ」の項目が市全体より高くなっていますが、「13.

歴史的資源の親しみやすさ」が低くなっています。 

大田地域は、「5.公害への安心感」「7.自宅周辺の道路の利用しやすさ」「20.上

下水道の整備状況」の項目が市全体と比較して高くなっており、「6.福祉・保健・医

療施設の利用しやすさ」「8.買い物の便利さ」の項目が低くなっています。 

杵築地域

-2.00

0.00

2.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

満足

不満足

(住みやすさ) (賑やかさ) (豊かさ) (快適さ) (全体)

山香地域

-2.00

0.00

2.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

満足

不満足

(住みやすさ) (賑やかさ) (豊かさ) (快適さ) (全体)

大田地域

-2.00

0.00

2.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

満足

不満足

(住みやすさ) (賑やかさ) (豊かさ) (快適さ) (全体)
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3.2

3.8

4.8

5.6

6.1

6.9

7.9

8.4

9.5

9.7

10.8

12.2

14.1

14.3

15.9

22.5

25.7

28.9

36.1

40.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

駐車場、駐輪場の利用しやすさ

歴史的資源の親しみやすさ

日当たり、静かさ

まちなみの美しさ

自宅周辺の道路の利用しやすさ

幹線道路の車の走りやすさ

スポーツなどができる公園・施設の利用しやすさ

イベントなど機会の多さ

公害への安心感

身近な公園

娯楽やレジャーの場所・施設の多さ

上下水道の整備状況

自然の豊かさ、きれいさ

歩道、自転車、車いすの利用しやすさ

文化施設の利用しやすさ

買い物の便利さ

災害への安心感

公共交通の利用しやすさ

働き場所の多さ

福祉・保健・医療施設の利用しやすさ

 

― 福祉や医療、働き場所など将来の生活不安の意見が多い ― 

 

杵築市の今後のまちづくりにおいて特に大事な項目としては、「福祉・保険・医療施設の利

用のしやすさ」が最も高い割合を占め、４割を超えています。 

次いで、「働き場所の多さ」や「公共交通の利用しやすさ」が高い割合となっています。 

 

 

 

                                     （％）
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36

55

83

92

95

142

200

209

224

259

269

317

348

397

436

440

558

590

667

0 100 200 300 400 500 600 700 800

緑の不足

歴史資産の保全が不十分

住宅地内の通過交通

周囲と調和しない建物の増加

その他

バリアフリーの推進が不十分

幹線道路等の整備が不十分

海岸・河川の保全が不十分

交流の場の不足

自然破壊

上下水道整備が不十分

歩道がなく危険

公園・広場が不十分

農地の減少

災害への備えが不十分

日常的に使用する道路が狭い

医療施設が身近に少ない

買い物ができる店が少ない

公共交通が不便

 
― 公共交通の不便さと医療施設の不足が課題 ― 

 

まちづくりの問題点・課題としては、「公共交通が不便」が最も多く選択されており、次いで、

「買い物ができる店が少ない」「医療施設が身近に少ない」が多くなっています。 

杵築地区、山香地区では、最も多く選ばれた項目は「公共交通が不便」でしたが、大田地区

では「医療施設が身近に少ない」が多くなっています。 

 

                                     （票） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１位 公共交通が不便
２位 医療施設が身近に少ない
３位 日常的に使用する道路が狭い
１位 公共交通が不便
２位 買い物ができる店が少ない
３位 農地の減少
１位 医療施設が身近に少ない
２位 買い物ができる店が少ない
３位 公共交通が不便

杵築地区

山香地区

大田地区



杵築市都市計画マスタープラン  

－22－ 

3.3

6.0

6.9

10.0

12.7

13.9

15.3

16.7

20.6

24.7

27.8

43.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

その他

スポーツやレクリエーション活動が盛んなまち

文化活動や生涯学習の活発なまち

省エネ・リサイクルなど環境循環型のまち

地域の歴史を大切にし、ふれあえるまち

静かで暮らしやすい住宅地が多いまち

工業や商業などの第二次、第三次産業が活発なまち

観光やイベントなどにより人や情報の交流が活発なまち

緑や川などの身近な自然に恵まれたまち

農業や林業、水産業などの第一次産業が活発なまち

災害や公害などの危険がすくない安全なまち

高齢者や障がい者の方々が安心して暮らせるまち

 
― 安全・安心なまちを望む意見が多い ― 

 

杵築市の将来のまちのイメージとしては、「高齢者や障がい者の方々が安心して暮らせるま

ち」が突出して高い割合を占めており、次いで、「災害や公害などの危険が少ない安全なまち」、

「農業や林業、水産業などの第一次産業が活発なまち」が高い割合となっています。 

山香地区では、「農業や林業、水産業などの第一次産業が活発なまち」が２番目に多く、大

田地区では、「災害や公害などの危険が少ない安全なまち」が最も多くなっています。 

 

                                     （％）

１位 高齢者や障がい者の方々が安心して暮らせるまち
２位 災害や公害などの危険がすくない安全なまち
３位 農業や林業、水産業などの第一次産業が活発なまち
１位 高齢者や障がい者の方々が安心して暮らせるまち
２位 農業や林業、水産業などの第一次産業が活発なまち
３位 災害や公害などの危険がすくない安全なまち
１位 災害や公害などの危険がすくない安全なまち
２位 高齢者や障がい者の方々が安心して暮らせるまち
３位 農業や林業、水産業などの第一次産業が活発なまち

杵築地区

山香地区

大田地区
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4.1

7.0

8.3

9.0

15.2

16.4

16.7

24.4

25.5

27.2

38.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

その他

住宅地の整備・誘導

杵築ＩＣ周辺の産業拠点の形成

主要道路沿道へのサービス施設の立地

快適な歩行環境の整備

美しい景観の形成

交流拠点となる施設整備による来街者の増加

中心市街地への商業・業務施設や公共公益施設の集積

水と緑を活かした広場など潤いある公共施設の整備

ＪＲ杵築駅周辺の玄関口としての整備

安全で円滑な通行が可能となる道路・交通環境の整備

 
― 安全で円滑な道路環境の整備が 優先 ― 

 

市街地整備・土地利用に対する優先的に取組むべきことは、「安全で円滑な通行が可能とな

る道路・交通環境の整備」が最も高い割合を占めており、次いで、「JR杵築駅周辺の玄関口とし

ての整備」が高い割合となっています。 

杵築地区では、「ＪＲ杵築駅周辺の玄関口としての整備」や「中心市街地への商業・業務施設

や公共公益施設の集積」が上位である一方、山香地区と大田地区では、「水と緑を活かした広

場など潤いある公共施設の整備」や「交流拠点となる施設整備による来街者の増加」が上位と

なっています。 

                                     （％）

 １位 安全で円滑な通行が可能となる道路・交通環境の整備
２位 ＪＲ杵築駅周辺の玄関口としての整備
３位 中心市街地への商業・業務施設や公共公益施設の集積
１位 安全で円滑な通行が可能となる道路・交通環境の整備
２位 水と緑を活かした広場など潤いある公共施設の整備
３位 交流拠点となる施設整備による来街者の増加
１位 安全で円滑な通行が可能となる道路・交通環境の整備
２位 水と緑を活かした広場など潤いある公共施設の整備
３位 快適な歩行環境の整備
３位 交流拠点となる施設整備による来街者の増加

杵築地区

山香地区

大田地区
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4.1

6.5

8.0

27.6

32.1

52.6

60.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

その他

店舗や事務所ビル、工場の敷地など、企業の敷地で緑を増やす

戸建て住宅やマンションなど、住宅地で緑を増やす

公共施設や病院など、公的施設の敷地で緑を増やす

寺社林や屋敷林などの歴史のある緑を保全する

公園や街路樹を整備・改良し、緑を増やす

山や樹林地、河川沿いの緑を保全する

 
― 緑の保全と市街地内の緑の創出 ― 

 

杵築市の緑の整備に対する取組みとしては、「山や樹林地、河川沿いの緑を保全する」が最

も高い割合を占めており、次いで、「公園や街路樹を整備・改良し、緑を増やす」が高い割合と

なっています。 

 

                                     （％）

１位 山や樹林地、河川沿いの緑を保全する
２位 公園や街路樹を整備・改良し、緑を増やす
３位 寺社林や屋敷林などの歴史のある緑を保全する
１位 山や樹林地、河川沿いの緑を保全する
２位 公園や街路樹を整備・改良し、緑を増やす
３位 公共施設や病院など、公的施設の敷地で緑を増やす
１位 山や樹林地、河川沿いの緑を保全する
２位 公園や街路樹を整備・改良し、緑を増やす
３位 寺社林や屋敷林などの歴史のある緑を保全する

杵築地区

山香地区

大田地区
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4.4

17.1

17.2

19.0

20.1

23.6

25.4

31.7

35.7

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

その他

ＪＲの利便性向上のための便数の見直し

ＪＲ駅の利便性向上のための駅前広場や駐車場・駐輪場の整備

自転車が快適かつ安全に走行するための歩道や自転車道路の

整備・改良

ＪＲ駅にアクセスするための手段の見直し

渋滞の解消や都市間の移動を円滑にするための幹線道路の整

備・改良

バスの利便性向上のための便数の見直し

自宅周辺などの狭小道路を解消するための道路の整備・改良

歩行者が快適かつ安全に通行するための歩道の整備

 
― 杵築は歩道や道路の整備、山香・大田はバスの利便性向上 ― 

 

交通施設整備に対する取組としては、「歩行者が快適かつ安全に通行するための歩

道の整備」が も高い割合を占めており、次いで、「自宅周辺などの狭小道路を解消

するための道路の整備・改良」、「バスの利便性向上のための便数の見直し」が高い

割合を示しています。 

杵築地区が、「歩行者が快適かつ安全に通行するための歩道の整備」や「自宅周辺

などの狭小道路を解消するための道路の整備・改良」などの市街地内の居住環境整備

が高いのに対し、山香地区や大田地区では、「バスの利便性向上のための便数の見直

し」が も高い割合となっています。 

                                    （％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１位 歩行者が快適かつ安全に通行するための歩道の整備
２位 自宅周辺などの狭小道路を解消するための道路の整備・改良
３位 渋滞の解消や都市間の移動を円滑にするための幹線道路の整備・改良
１位 バスの利便性向上のための便数の見直し
２位 ＪＲの利便性向上のための便数の見直し
３位 歩行者が快適かつ安全に通行するための歩道の整備
１位 バスの利便性向上のための便数の見直し
２位 歩行者が快適かつ安全に通行するための歩道の整備
３位 自宅周辺などの狭小道路を解消するための道路の整備・改良

杵築地区

山香地区

大田地区
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２－１ 将来都市ビジョン                

（１）まちづくりの基本理念 

まちづくりの基本理念 

城下町と自然と人が共生する暮らしやすいまちづくり 

 

 

市街地づくりのテーマ 

～未来につなぐオールド＆コンパクトシティ～ 

 

 

郊外地域づくりのテーマ 

～山の幸・海の幸と共に暮らす豊かなナチュラルライフ～ 

 

 

杵築市は、「坂道の城下町」として他都市にはない特性をもっています。また、別府

湾に面し、緑豊かで温暖な住みやすい都市です。 

私たちの暮らしは、21世紀という新しい時代を迎え、さらに便利で豊かなものとなり、

特に自動車の利用を中心とした暮らしに大きく変化してきています。 

一方、市街地の無秩序な拡大は徒歩生活圏内の利便性を低下させ、厳しい財政事情が

続く中、投資効率の低下は都市基盤整備の推進を阻むこととなります。今後加速する超

高齢社会への対応、安全で暮らしやすい都市基盤形成の推進のためにも、歴史と共存す

るコンパクトな市街地づくりを進めることが重要となってきます。 

また、郊外地域においては、森林、ミカン畑、田園地帯、そして川と海など豊かな自

然をできる限り今のまま保全し、集落の生活環境については必要な整備を積極的に進め、

これらの豊かな自然とそこでの生活と共に持続可能な地域づくりが重要です。 

これらを踏まえ、杵築らしさのあるまちづくりを推進するため、「城下町と自然と人

が共生する暮らしやすいまちづくり」を基本理念に、「未来につなぐオールド＆コンパ

クトシティ」を市街地づくりのテーマに、「山の幸・海の幸と共に暮らす豊かなナチュ

ラルライフ」を郊外地域づくりのテーマに掲げます。 
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（２） まちづくりの目標 

まちづくりの基本理念、計画策定に向けた視点を踏まえて、まちづくりの目標を設

定します。 

 

 

 

 

まちづくりの基本理念 計画策定に向けた視点 

  
コンパクトで道路・公園・下水道等の充実した市街地づくりと同時に、自然に囲まれ
た暮らしやすい郊外地域づくりを推進します。また、市内各地域の持つ多様な機能を
大限に活かし、地域の果たすべき役割を明確にするまちづくりを目指します。 

 

― コンパクトなまち・暮らしやすいまち 

  
杵築市には恵まれた自然があります。そこから受ける恩恵は新鮮な食物だけでなく、
故郷を感じる美しさ、憩いの場など、市民にゆとりやうるおいを与え生活を豊かにし
ます。この自然をできるだけ本来の姿のまま守り、育て、人々の暮らしと共存するま
ちづくりを目指します。 
 

― 自然の恵みを満喫できるまち ― 

  
市民の生活と歴史遺産の保存の両立を図る杵築市のまちづくりは、行政と市民、さら
には市民同士が手をとりあって進めなければなりません。幅広い交流や体制づくりな
ど、まちづくりへの意識・参加を一層強めるまちづくりを目指します。 

―まちづくりに手をとりあうまち ― 

  
落ちついた町並みや静かな佇まいをみせる里山など、杵築市には人々が懐かしさを感
じる空間が随所にあります。これらの「歩き」の時間の流れに身をおくことによって
得られる空気・景色・音などを大事にしたまちづくりを目指します。 

― 「歩き」の空間を大事にするまち 

  
古い歴史文化を大切にしてきた杵築市は、これらの貴重な財産と市民の暮らしが一体
となってこそ、その価値を高めることができます。市内の歴史的資源を大切にしなが
ら生活基盤の充実を図り、誇りに思える魅力的な生活空間の創造を目指します。 

― 歴 史 文 化 と 共 生 す る ま ち ― 
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２－２ 将来人口の目標              

 

計画の目標年次、平成42年（西暦2030年）における目標人口を以下の通り設定します。 

参考値 杵築市総合計画：33,000人(H27) 

 

平成19年４月に策定された総合計画では、コーホート要因法による将来人口の推計

において、平成22年度に33,400人、平成27年度に32,707人、高齢化率30.3％という結

果に基づき、平成27年の目標人口を33,000人と設定しています。 

しかし、平成22年の国勢調査速報値によれば、社会情勢の変化による産業活動の低

迷を受け、既に目標人口の33,000人を下回っており、国立社会保障・人口問題研究所

が推計した本市の推計人口33,208人と比較しても大きく異なっています。 

このため、本マスタープランでは、今後10年間で様々なまちづくり施策を展開し、

まちの魅力を向上させることで、平成32年の推計値31,373人を維持することを目指し、

平成42年の目標人口を31,000人と設定します。

平成42年(2030年)の目標人口 

31,000人 
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２－３ 将来都市構造                   

（１）マクロ都市構造 

①広域都市圏の圏域構造                         

 
別府湾広域都市圏の将来像 

「人がつながる、自然がつながる、活力が満ちる、かがやきの湾岸都市圏づくり」 

◇ 別府湾とこれを取り囲む山並みと一体となった美しく活力のある都市圏づくりを目

指します。 

◇ 多様な都市機能と魅力ある資源のネットワークづくりを目指します。 

 

杵築市は、別府湾広域都市圏の中で職住近接の多様なライフスタイルの実現を可能に

する生活都市圏の形成を図っていくことが位置づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大分県都市計画区域マスタープラン 

別府湾広域都市圏の圏域構造図 
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（２）杵築市の将来都市構造                     

広域都市圏の圏域構造、杵築市の将来都市ビジョンを踏まえ、地域における機能分担

を示す４つのゾーンと、都市づくりの骨格となる拠点、軸によって構成される全市的な

将来都市構造を設定します。 

 

① ゾーニングの設定                          
杵築市における機能分担を明確化し、地域の特性に応じた個性的で魅力的な生活空間

を実現するため、市内を次のとおり４つのゾーンに区分します。今後の整備または保全

の施策展開にあたっては、このゾーニング設定を尊重し、各ゾーンで求められる機能に

見合った展開を進めます。 

◆ 都市生活ゾーン 

既存の都市機能の集積がみられる既成市街地を中心として、都市生活ゾーンを配置し

ます。このゾーンでは、住む、働く、憩うなどの都市的生活を充足する役割を果たし、

快適で魅力的な生活環境の形成を図ります。 

◆ 近郊生活ゾーン 

都市生活ゾーンに隣接するＪＲ杵築駅の周辺地域には、近郊生活ゾーンを配置します。

このゾーンでは、鉄道駅や幹線道路、または中核都市別府・大分との利便性を活かし、

住居機能、商業業務機能、農業生産機能など、多種の機能が調和した空間を目指します。 

◆ 緑地環境ゾーン 

市北部の山地一帯に緑地環境ゾーンを配置します。このゾーンでは、両子山から続く

斜面山地の特性を活かし、自然環境の保全を基本に、農林業の振興とこれに調和した環

境形成を進めます。 

◆ 海辺保全・活用ゾーン 

守江湾を臨む海岸部とその周辺一帯に海辺保全活用ゾーンを配置します。このゾーン

では、海の持つ特性を活かし、レクリエーション、リゾート、快適な住宅、漁業、医療

福祉など、健康をテーマとした地域活性化を進めます。 

 

② 拠点・軸の配置                            
杵築市の都市の骨格を形成する拠点・軸について以下の通り設定します。 

【拠点】 

◆ 都市中心拠点 

旧城下町、北浜・塩田地区を含めた杵築市の中心市街地については、行政機能、商

業・業務機能の集積する都市中心拠点として位置づけ、杵築市の顔となる整備を推進し

ます。 
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◆ 都市のサブ拠点 

ＪＲ杵築駅周辺については、その利便性を活かした中心市街地を補完する都市のサブ

拠点として位置づけ、杵築市の玄関口としての整備を推進します。 

◆ 地域中心拠点 

山香地域や大田地域の庁舎周辺については、地域住民の日常生活を支える地域中心拠

点として位置づけ、既存ストックを活用した住民サービスに必要な施設の充実と拠点間

ネットワークの強化を推進します。 

◆ 生活拠点 

郊外地域において、学校や公共サービス施設等が集積し、家屋等が集積する地区につ

いては、生活拠点として位置づけ、都市中心拠点との機能分担を図りつつ、地区住民の

日常生活を支える都市機能の配置を推進します。 

◆ 工業拠点 

市内に点在する工業団地や大規模工業地を工業拠点として位置づけ、各拠点との連携

強化や幹線道路の整備を図り、企業にとって魅力のある工業地の形成を推進します。 

◆ 水産拠点 

水産加工業が集積する泊地や漁港周辺を水産拠点として位置づけ、水産業を支える漁

業基地として、各拠点との連携強化や幹線道路の整備による効率的な産業活動を推進し

ます。 

◆ 緑の拠点 

中心市街地にある総合公園をはじめとした大規模な公園・緑地については、緑の拠点

として位置づけ、レクリエーション機能の充実と連携強化を図ります。 

 

【軸】 

◆ 広域都市軸 

自動車専用道路である宇佐別府道路と日出バイパス、大分空港道路は、大分空港や九

州各地との広域的な都市活動を連携している軸であることから、広域都市軸として位置

づけ、各インターチェンジへのアクセス性の向上と周辺の土地活用を推進します。 

◆ 広域連絡軸 

日出町と大分空港や国東半島を結ぶ国道213号および県道藤原杵築線は、多くの通過

交通が見込まれることから、杵築市の骨格を形成する広域連絡軸として位置づけます。

また、国道10号と主要地方道大田杵築線は、都市中心拠点と地域中心拠点とを結ぶ広域

連絡軸として位置づけ、道路機能と連携の強化を図ります。 

◆ 産業軸 

都市中心拠点と各産業拠点を結ぶ路線については、産業軸として位置づけ、円滑な交

通移動を確保するための道路整備を推進します。
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【参考】拠点の定義 

拠点の種類 拠点設定の根拠 

都市中心拠点 旧城下町、北浜・塩田地区を含めた中心市街地は、行政機能、商業・

業務機能の集積する本市の都市の中枢であることから、都市中心拠点

として位置づける。 

都市のサブ拠点 ＪＲ杵築駅周辺は、中心市街地に近接した本市の玄関口であり、中心

市街地を補完する場所となることから、都市のサブ拠点として位置づ

ける。 

地域中心拠点 山香や大田は、中心市街地へのアクセス性が悪く、地域住民の日常生

活における公共公益サービスの確保が必要であることから、地域の中

心的場所である庁舎周辺を地域中心拠点として位置づける。 

郊外地域で学校や公共サービス施設等が集積し、家屋等が連たんして

いる地区については、生活拠点として位置づける。 

地区名 公共公益施設 その他関連施設 

守江地区 ・護江小学校 

・守江幼稚園 

・ひまわり総合ケアセンター

・守江郵便局 

・バス停 

・泊地 

片野地区 ・東地区公民館 

・東小学校 

・東幼稚園 

・杵築東郵便局 

・泊地 

・大規模団地 

・バス停 

奈多地区 ・豊洋小学校 

・豊洋幼稚園 

・奈多八幡簡易局 

・バス停 

・奈多公園 

・海水浴場 

溝井地区 ・農村環境改善センター 

・北杵築小学校 

・北杵築幼稚園 

・北杵築郵便局 

・杵築オレンジ病院 

 

生活拠点 

立石地区 ・立石地区公民館 

・立石小学校 

・立石保育園 

・立石郵便局 

・ＪＲ立石駅 

 

工業拠点 市内の大規模な工業団地および大規模工業地として、杵築インター

チェンジ周辺、狩宿国道213号沿い、原南工業団地、速見インター

チェンジ周辺の4箇所を位置づける。 

水産拠点 水産業を支える漁業基地として、奈多、美濃崎、灘手、納屋、加貫の

５箇所を位置づける。 

緑の拠点 市民の日常的なレクリエーションの場となる大規模な公園・緑地とし

て、総合公園、城山公園、福祉公園、海浜公園、住吉公園、奈多公

園、甲尾山公園、横岳自然公園、大分農業文化公園の9箇所を位置づ

ける。 
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■将来都市構造図
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（３）将来市街地構造 

中心市街地とその周辺については、狭い区域に多様な都市機能が集積することから、

この区域を中心とした将来の市街地構造のあり方について示します。 

都市中心拠点である中心市街地は、市街地の性質から以下の２つのエリアに区分し、

それぞれの特色を活かしたまちづくりを推進します。また、各軸線を中心に商業業務施

設等の集積や良好な景観の創出などを推進していきます。 

 

【都市中心拠点エリア】 

◆ 城下町エリア 

「坂道の城下町」である特色を最大限に活かし、賑わいと歴史の共存する市街地づ

くりを推進する城下町エリアを位置づけます。 

◆ 都市生活エリア 

城下町エリアを取巻く地区については、都市の利便性の向上や都市基盤の充実によ

る居住環境の向上を図り、活力のある市街地づくりを推進する都市生活エリアとして

位置づけます。 

【拠点】 

全市的な将来都市構造で示した「産業拠点」「都市のサブ拠点」「緑の拠点」を中

心市街地の主要拠点として位置づけ、拠点の特性に応じた魅力の向上を推進します。 

【都市軸】 

都市軸については、市街地内における機能を考慮し、以下の軸を配置します。 

◆ 広域都市軸 

広域的な連携を図ると共に、沿道サービス施設を中心とした市街地形成の主軸とし

て、国道213号沿道を広域都市軸として位置づけます。 

◆ 杵築都市軸 

広域的な連携を図ると共に、都市中心拠点と都市のサブ拠点を結ぶ、市街地形成の

主軸として、都市計画道路3.4.7田平北浜線および県道藤原杵築線を杵築都市軸として

位置づけます。 

◆ 歴史景観創出軸 

都市計画道路の整備と併せて歴史的景観を創出し、賑わいのある商業・業務空間を

形成する主軸として、都市計画道路3.4.4宗近魚町線沿道を歴史景観創出軸として位置

づけます。 



杵築市都市計画マスタープラン 

 

－35－ 

◆ 都市生活軸 

中心市街地内での日用品等を販売する商業地の形成を図る主軸として、都市計画道

路3.4.4宗近魚町線沿道および3.4.1錦城下司線沿道を都市生活軸として位置づけます。 

◆ 産業軸 

杵築インターチェンジと各産業拠点を結ぶ国道213号および都市計画道路3.4.2錦江

橋祇園線、3.4.11中平前大辻線を産業軸として位置づけ、産業拠点とインターチェン

ジとのアクセス強化を推進します。 

【水辺軸】 

生き物のための緑の回廊、市街地に新鮮な空気を供給する風の道、そして市民のや

すらぎの場を提供する良好な水辺空間として、八坂川、高山川を水辺軸として位置づ

けます。 
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３－１ 土地利用の基本方針              

（１）基本的な考え方 

杵築市の将来ビジョンを踏まえ、「城下町と自然と人が共生する暮しやすいまちづく

り」の実現に向けた、土地利用の誘導を図ります。このため、都市活動の中心の場で

ある市街地と農地・山林などを主体とする郊外地域の役割の明確化に努めます。 

 

（２）土地利用の全体方針 

① 市街地と郊外地域の機能分担                     
◆市街地 

本市では現在、旧城下町周辺の市街地に用途地域が指定されており、当面は現在の

用途地域内の市街地形成を誘導するものとします。また長期的には、近年市街地形成

が進みつつあるＪＲ杵築駅周辺～県道藤原杵築線沿いについて、都市の新たな拠点形

成と住環境保全の観点から市街地として都市的土地利用への誘導を検討します。ただ

し、無秩序に市街地を拡大するのではなく、土地利用の動向を見据えた上で、必要最

低限のコンパクトな市街地形成を目指すものとします。 

◆郊外地域 

市街地以外の地域については、郊外地域として集落地の生活環境の充実と自然的土

地利用の保全を中心とした土地利用を図るものとします。 

都市計画区域内（おおむね大分空港道路周辺以南）については、自然的土地利用と

の調和を図りつつ、一定の都市活動が見込まれる地域として用途未指定地域の建築規

制、関係機関との連携などにより、集落地の整備や農地の保全、無秩序な市街化の抑

制を図ります。都市計画区域外の郊外地域（おおむね大分空港道路周辺以北）につい

ては、自然的土地利用を基本に農業・林業を振興する施策を主体として土地利用の誘

導を図っていくものとします。 

なお、都市計画区域の範囲については、今後の社会情勢の変化等を考慮し、大分県

との協議を行い必要に応じて適宜見直しを検討していくものとします。 

 

② 空間形成の方針                           
本市の都市空間の形成方針は、良好な住環境と旧城下町の歴史的環境を保全する観

点から、低層・低密度を基本とし、歴史的建造物や自然との調和を図ります。 

中心市街地内の幹線道路沿いは、土地の高度利用を進めますが、中層・中密度以下

を基本とします。その他は、住宅地としての利用が主なため、市街地内、周辺集落地

いずれについても、低層・低密度の空間形成を目指します。 
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（３）市街地の土地利用の配置・誘導方針 

市街地については、住居系、工業系、商業系の都市的土地利用を主体とした配置・

誘導を図ります。また、市街地環境の保全を図るため、公園緑地や水辺環境の保全を

図ります。 

 

① 住居系土地利用                           
◆歴史環境保全住宅エリア 

歴史環境保全エリアは、歴史の面影を残す北台・南台などの旧城下町付近を中心に

配置します。 

ここでは、台地と谷筋からなる地形や歴史を感じさせる要素を含め、市内外の人が

落ち着いた城下町の風情を感じられるよう、歴史資源の保全・整備を図ります。 

また、市内の歴史的建造物の多くは、今なお商店や住居としてそこに暮らす人と共

に生き続けていることから、生活との調和を保ちながら歴史的遺産を保全し、良好な

住環境の整備を積極的に推進します。 

さらに、台地と谷筋からなる地形や斜面緑地など歴史を感じさせる要素は、積極的

な保全を図ります。 

◆住宅市街地エリア 

旧城下町や商業系・工業系の土地利用以外の市街地大部分については、主として住

宅地としての利用を進めるエリアを配置します。 

既存の住宅地については、都市基盤の充実と緑地、河川、海などの自然環境と調和

した質の高い住環境の形成を目指します。新たな宅地開発にあたっては、低層戸建て

の良好な居住環境の形成を図り、杵築らしさのある個性的な整備を誘導します。 

 
② 工業系土地利用                           
◆工業団地エリア 

工業団地エリアは、大分空港道路杵築インターチェンジ近くの既存の工業団地と飛

び市街地である原南地区の工業団地を位置づけます。   

工業団地周辺については、今後も先端産業などの公害のない工場を中心に企業誘致

を推進します。 

◆工業エリア 

工業エリアは、比較的大きい工場の立地する地区と国道213号周辺の地区に位置づけ

ます。 

工業エリアでは、産業活動の利便性の向上を中心とする土地利用を誘導します。国

道213号周辺の地区については、沿道以外は工業系施設を中心とした利用を図ります。 
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③ 商業系土地利用                           
商業系土地利用については、歴史景観形成商店街エリアおよび商業業務エリアへの

商業集積を中心市街地活性化事業と連携しながら積極的に誘導します。 

それ以外の商業系のエリアについては、中心市街地への商業集積を妨げないよう適

切に土地利用を誘導します。 

 

《中心市街地活性化事業と連携しながら積極的な商業集積を図るエリア》 

◆歴史景観形成商店街エリア 

歴史景観形成商店街エリアは、歴史的町並みが形成され、古くから中心的な商業地

であった都市計画道路3.4.4宗近魚町線沿いを位置づけます。 

当エリアには、求心力のある杵築市役所が立地すると共に、２つの歴史環境保全住

宅エリアを結ぶ地区であることから、都市計画道路の整備と併せて、歴史的景観を再

生することで、歴史環境保全住宅エリアと調和した魅力的な商店街の形成を図ります。 

◆商業業務エリア 

商業業務エリアは、本市の中心的商業地である杵築バスターミナル周辺の都市計画

道路3.4.7田平北浜線(主要地方道大田杵築線)沿い、および都市計画道路3.4.1錦城下

司線沿いに配置します。当エリアは、今後とも一定の集積のある商業地として、中心

市街地活性化事業と連携した魅力的な商業空間の形成を推進します。 

 

《特性に応じた適切な商業地形成を図るエリア》 

◆サービス商業エリア 

サービス商業エリアは、交通利便性の高い北浜の国道213号沿道～塩田地区周辺に配

置します。 

特に、中心市街地への商業集積および守江湾・杵築城からの眺望景観に配慮し、高

密度の商業集積ではなく、大きな駐車場をもつ郊外型の商業施設や公的施設など、自

動車利用に配慮した比較的低密度の商業地の形成を図ります。 

◆生活商業エリア 

生活商業エリアは、都市計画道路3.4.1錦城下司線沿道、および3.4.4宗近魚町線沿

道に配置し、郊外地域を対象とした日用品販売を主体とする商業地の形成を誘導しま

す。 

◆駅前商業エリア 

駅前商業エリアは、ＪＲ杵築駅周辺に配置します。 

周辺市街地からの買物利用や駅利用者のための商業集積を誘導すると共に、杵築市

の玄関口としてふさわしい個性的な駅前空間の形成を図ります。 

 

◆沿道サービスエリア 
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沿道サービスエリアは、国道213号沿道に配置します。 

中心商業地への商業集積に配慮し、積極的な商業集積を図るのではなく、自動車利

用者を対象としたガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどの小規模な店舗と住

宅が共存する土地利用を誘導します。 

◆福祉拠点エリア 

福祉拠点エリアは、健康福祉センターを位置づけ、本市の健康・福祉の拠点的な地

区として今後も整備を推進します。 

 

④ 公園緑地など                             
◆公園エリア 

公園エリアは、杵築市総合公園をはじめとする都市公園を位置づけ、市街地内の

オープンスペースとして整備を推進します。 

◆緑地保全エリア 

緑地保全エリアは、旧城下町周辺の斜面樹林を位置づけ、良好な斜面樹林景観の保

全と災害の防止を図ることを目的として、斜面樹林の積極的な保全を図ります。 

◆水辺環境保全エリア 

水辺環境保全エリアは、八坂川、高山川、守江湾を位置づけ、市街地に隣接する主

要河川、海辺などによる良好な水辺環境の保全を図ります。 
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（４）郊外地域の土地利用の方針 

① 都市的土地利用                           
◆地域中心拠点エリア 

山香庁舎周辺および大田庁舎周辺については、地域中心拠点として位置づけ、地域

住民の日常生活における生活利便施設や公共サービス施設の立地促進を図り、機能集

積を図ります。 

◆生活拠点エリア 

生活拠点エリアは、郊外地域において学校、郵便局、商業施設などの公共公益施設

が集積する地区として位置づけ、郊外地域の生活の拠点として、公共施設などの集積

を図ります。 

◆定住型別荘エリア 

定住型別荘エリアは、熊野地区の定住型別荘開発地に位置づけます。当エリアは、

既に相当数の定住者・別荘利用者がいることから、自然環境に囲まれた郊外住宅地と

して良好な住環境の保全を推進します。 

◆集落エリア 

集落エリアは、郊外地域に形成されている集落地に位置づけ、都市計画区域内の集

落地においては建築規制を検討し、低層低密度な集落環境の維持を推進します。 

また、集落地の生活基盤の整備を推進し、魅力ある集落環境の形成に努めます。 

◆公園・レクリエーションエリア 

公園・レクリエーションエリアは、大規模公園や住吉浜リゾート地に位置づけ、ス

ポーツやレクリエーションの場、杵築市の歴史文化を感じる場、市民の憩いの場など

として整備を図ります。 

② 自然的土地利用                           
◆水辺環境保全エリア 

水辺環境保全エリアは、市街地に隣接する主要河川、カブトガニの生息地である守

江湾の干潟、良好な景観を有する奈多海岸などの自然海岸に位置づけ、良好な水辺環

境の保全を図ります。 

◆農業系土地利用エリア 

農業系土地利用エリアは、水田やミカン畑などの農地に位置づけ、農業振興地域整

備計画などに従って、営農の場として保全・整備を図ります。 

◆森林エリア 

森林エリアは、市北部の森林地帯を中心に既存の樹林地に位置づけ、今後も地域森

林計画などに従って森林の適切な保全・整備を図ります。 
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■土地利用方針図 
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（５）市街地の整備方針 

市街地として位置づける区域については、それぞれの特性に応じて必要な整備を推

進します。 

 

① 重点課題の解決に向けた整備                    

◆都市公園の整備 

大分国体の会場として整備された総合公園を中心として、市街地内に点在する各公

園の機能充実による魅力向上を図るとともに、公園間を結ぶ緑のネットワークの形成

を図ります。また、公園整備と併せて、各公園間を結ぶ遊歩道、公衆トイレなどの歩

行者空間の整備を図ります。 

公園整備にあたっては、周辺住民の意向把握に努め、地域ニーズに応じた公園のあ

り方について検討を行います。 

◆２つの市街地の結合方策の検討 

中心市街地とＪＲ杵築駅周辺については、市街地の連続性の確保が課題となってい

ます。この二つの市街地を結合し、市街地としての一体化を図るため、杵築市総合公

園の整備推進を図ります。 

また、駅から中心市街地までの案内誘導、八坂川への親水遊歩道設置による歩行者

系ネットワークの確保など、来街者の中心市街地への誘導方策について検討します。 

◆杵築市の玄関口にふさわしい整備の検討 

ＪＲ杵築駅周辺については、駅前広場の整備や魅力的な駅前商業地の形成を図り、

杵築市の鉄道からの玄関口にふさわしい整備を推進します。これらの整備にあたって

は、まちづくり交付金事業や地区計画の活用など、有効な事業手法について検討しま

す。 

◆土地利用の規制誘導方策の検討 

ＪＲ杵築駅周辺～杵築市総合公園までの地区については、現在市街化が進行しつつ

ありますが、良好な市街地形成を図るための土地利用の規制誘導について検討を行い

ます。当該地区は、交通の利便性が高く、サブ拠点を形成する必要があることから、

長期的には用途地域への編入による良好な市街地形成を誘導することが望まれます。 

◆用途地域の見直しなどの検討 

塩田地区については、現在工業系の用途である準工業地域が指定されています。し

かし、交通利便性の高い当該地区は、郊外型の商業施設が中心に立地しており、指定

用途地域と土地利用の乖離がみられます。 

このため、将来的には商業系用途地域への変更、特別用途地区の指定や地区計画の

決定などにより、サービス商業地として適切な土地利用の誘導を図ります。 
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② 関連計画に基づく整備                        
◆まちづくり交付金事業などによる整備 

北台・南台の武家屋敷を含む旧城下町については、まちづくり交付金事業などを活

用した整備を推進し、道路などの公共施設の整備と歴史的景観の保全・再生を図りま

す。 

 

③ 地区計画による市街地の整序                     
◆城下町地区 

城下町地区地区計画が決定されている地区については、地区整備計画に基づき、建

築物の意匠を含めた規制誘導を図ることで、歴史的町並みの再生と良好な市街地の形

成を図ります。 

◆原南地区 

飛び市街地の工業地である原南地区については、地区整備計画に基づき、周辺環境

と調和した良好な工業地の形成を図ります。 

◆既決定地区以外 

既決定の地区計画区域以外については、土地利用上の必要性に応じて地区計画など

の導入による良好な住環境の形成を推進します。 

 

④ その他の整備・誘導手法                       
◆工業拠点の形成 

自動車専用道路である宇佐別府道路や日出バイパス、大分空港道路のインターチェ

ンジ周辺および大規模工業地周辺については、良好な産業活動が営める場所として、

工業団地の整備など工業拠点としての魅力向上を推進します。 
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■市街地整備方針図
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３－２ 交通体系の基本方針              

（１）基本的な考え方 

交通については、暮らしやすいまちづくりを実現するため、道路や公共交通の果た

すべき機能に応じてその構成を体系的に捉え、円滑な移動を実現する交通体系の確立

を目指します。 

 

（２）交通体系の全体方針 

本市の市街地のうち、旧城下町は歩いて移動することを基本とします。これ以外の

市内相互の移動、近隣市町村への移動については自動車交通を基本としつつ、バスな

どの公共交通による移動も考慮します。本市内～大分県内・九州各地への移動につい

ては、高規格道路を介した自動車交通および鉄道、本市～日本各地・海外への移動に

ついては、大分空港より飛行機で移動することを基本とします。 

以上を踏まえ、道路については段階構成を重視し、機能的で快適な道路体系を確立

します。また、必要に応じて、都市計画道路の見直しなどを検討し、長期的視点に基

づいた道路体系の実現を目指します。 

公共交通については、その特性に応じた利便性の向上の促進を図ります。 

 

（３）市街地内道路整備の方針 

市街地内道路網は、市内の骨格的を形成する主要幹線道路、主要幹線道路と市街地

内各地および郊外を連絡する都市幹線道路、市街地内の相互を連絡する市街地内連絡

道路に区分し、市街地内への不必要な通過交通の流入防止を図ります。これら道路に

接続する日常生活に必要な末端部の道路として生活道路を配置します。 

また、旧城下町周辺を中心に、歩いて移動するための歩行者ネットワークの形成を

図ります。 

 

① 市街地内道路(自動車交通)配置方針                  
◆主要幹線道路 

主要地方道大田杵築線、県道藤原杵築線および国道213号は、主要幹線道路として位

置づけ、近隣市町村への移動、市街地と杵築インターチェンジへのアクセス、および

ＪＲ杵築駅と市街地を結び、円滑な自動車交通網を実現する骨格的な道路として整備

の促進に努めます。 
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◆都市幹線道路 

都市幹線道路については、主要幹線道路を補完する市街地内の幹線道路として位置

づけ、その整備の促進に努めます。 

◆市街地内連絡道路 

幹線道路と市街地内を連絡する市街地内の主要道路として位置づけ、その整備を促

進します。 

◆生活道路 

日常生活に必要な住宅地内などの道路については生活道路として位置づけ、市民が

安心して生活を営むため、緊急車両などの進入可能な道路の整備を促進します。 

 

② 都市計画道路の整備方針                   
市街地内の都市計画道路については、緊急性の高い路線について重点的に整備を図

ります。その他の都市計画道路のうち、社会情勢や都市構造の変化によって長期未着

手となっている路線は、必要に応じて都市計画の見直しを進めます。 

◆優先的に整備を推進する路線 

都市計画道路3.4.1錦城下司線 

都市計画道路3.4.2錦江橋祇園線 

都市計画道路3.4.4宗近魚町線 

 
③ 歩行者ネットワークの方針                       

歩行者ネットワークは、旧城下町付近の歴史的町並みや河川・公園などをつなぎ、

市街地内を回遊できる歩道連絡網です。市街地内では、旧城下町を中心に歴史街道お

よび歴史的坂道・遊歩道、親水遊歩道などの整備を図ります。また、これらを補完す

るため、主要道路の歩道により連続的な歩行者空間を確保します。 

 

 

【歩行者ネットワークの配置方針】 

◆歴史街道 

都市計画道路8.7.1～8.7.13を歴史街道として位置づけます。 

歴史街道は、北台・南台の武家屋敷の歴史景観に配慮しながら、歩行者が安全に散

策を楽しめる歩車兼用道路として整備を図ります。 

◆歴史的坂道・遊歩道 

酢屋の坂、志保屋の坂、岩鼻の坂、飴屋の坂などの江戸時代から残る階段のある坂

道については、旧城下町の雰囲気を感じながら散策が楽しめるよう、歴史的な坂道の

風情の保全・再生を図ります。 
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◆親水遊歩道 

市街地内の八坂川、高山川、塩田地区の堤防および、堤防上の道路を活用し、水辺

を散策できる親水遊歩道の整備を検討します。 

◆歩道によるネットワーク 

主要幹線道路、都市幹線道路などについては、市街地内の都市計画道路を中心に歩

道の整備・ネットワーク化を図り、歩行者が安心して歩ける歩行者空間の形成を図り

ます。 

 

【歩行者用道路の整備方針】 

◆歩行者の視点に立った道路づくり 

子どもたちが安心して通学できる通学路の確保や、高齢者や障害者を含め全ての人

が使いやすいユニバーサルデザインを考慮した道路整備を図ります。 

このため、幅の広い歩道の整備、スロープの設置、滑りにくい路面整備など、人に

やさしいまちづくりに取り組みます。 

◆魅力的な歩行者空間の確保 

歴史街道や坂道・遊歩道、旧城下町を通過する道路の歩道については、旧城下町の

町並みと調和した舗装や道路緑化、ポケットパークやベンチの設置、電線・電柱の裏

街区への移設などを図り、歴史を感じさせる歩行者空間の形成を図ります。 

上記以外の道路の歩道、遊歩道についても沿道の緑化や、歩行者空間の魅力を高め

る舗装などを推進し、魅力的な歩行者空間の形成を図ります。 
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（４）郊外の道路ネットワークの方針 

郊外の道路ネットワークは、高規格道路を広域交通の主軸として、広域幹線道路を

市内および近隣市町村を結ぶ骨格道路とし、この広域幹線道路から放射状に地域幹線

道路を配置します。さらに、地域間連絡道路をこれらの道路を結ぶように配置し、市

内各地を結ぶ道路ネットワークの形成を図ります。 

◆高規格道路 

宇佐別府道路や日出バイパス、大分空港道路については、本市と大分空港および大

分・別府方面、中津・宇佐方面、九州各地との広域都市間交通を担う道路として位置

づけます。 

◆広域幹線道路 

国道213号、県道藤原杵築線および主要地方道大田杵築線は、広域幹線道路として位

置づけます。 

主要地方道大田杵築線については、集落への通過交通の流入防止を図り、南北方向

の都市間の連携強化を図るため、計画路線の整備を促進します。 

国道213号および県道藤原杵築線は、東西方向の都市間連絡の主軸として、また市内

の骨格的道路として機能強化を促進します。 

大量の通過交通の処理は、高規格道路がその役割を果たすことになるため、車線構

成は現状のままとし、道路改良などによる利便性の向上を促進します。整備にあたっ

ては、杵築らしさが感じられるような工夫を検討すると共に、道の駅など利用者が休

憩できる施設の整備を検討します。 

◆地域幹線道路 

広域幹線道路から放射線状に伸びる県道成仏杵築線、県道糸原杵築線、県道日出真

那井杵築線、県道八坂真那井線、大田杵築線(旧道)およびオレンジロードなどについて

位置づけ、市内各地域間のアクセス向上と、中心市街地への通過交通の排除を図るた

め、広域幹線道路と連携して機能するよう道路改良などを促進します。 

◆地域間連絡道路 

地域間連絡道路は地域幹線道路を補完し、地域幹線道路を有機的に結ぶ路線を位置

づけ、地域幹線道路を補完する機能を発揮できるよう、緊急性などを考慮しつつ順次

改良を進めます。 

◆生活道路 

幹線道路や地域間連絡道路から集落地を結ぶ道路や、集落地内の道路を生活道路と

して位置づけ、集落へのアクセスを確保するため緊急性などを考慮しつつ順次改良を

進めます。 

集落地内の生活道路については、市民が安心して住めるよう、集落地の基盤整備事

業などによる整備を促進します。 
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（５）公共交通の方針 

公共交通については、市街地内外や市内各地および近隣市町村とを結ぶものとして

バス交通を、近隣市町村や九州各地を結ぶものを鉄道交通と位置づけ、利便性の向上

を図ります。 

① 鉄道交通                              
◆鉄道路線 

ＪＲ日豊本線の複線化を引き続き促進していくと共に、列車の運行時間の延長によ

る増便や、バスとの接続性を高め、利用者の利便性の向上を図ります。 

◆駅前広場など 

ＪＲ杵築駅の駅前広場の整備を検討し、市民が利用しやすい環境を整えます。 

また、市内から近隣市町村や九州各地へのアクセスの向上を図るため、パークアン

ドライド利用を考慮した駐車スペースの確保についても検討します。 

 

② バス交通                              
【バス路線】 

◆基幹バス路線 

中心市街地と駅・大分空港方面を連絡する民営基幹バス路線については、現行路線

の増便による利便性の向上を図ります。 

◆ローカルバス路線 

杵築バスターミナルを拠点に市内各地を結ぶ民営ローカルバス路線については、学

生や高齢者などの交通弱者の交通手段として、路線の維持と利用促進に努めます。 

◆コミュニティバス路線など 

市街地内を循環する路線や、バス路線のない地域を連絡するコミュニティバスやデ

マンド交通などの導入方策について検討を進めます。 

◆バス停 

杵築バスターミナルの交通結節機能の強化を図ります。また、バス停のバスステー

ション化により、地域住民の憩いの場として整備することを検討します。 

 

③ 駐車場                               
旧城下町については、市役所や主要施設周辺の駐車場の活用を図ると共に、小規模

な駐車場の整備を進め、旧城下町への交通混雑を防止します。また、北浜地区の商業

施設を中心に駐車場の確保を推進します。 
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■交通体系方針図（市全域） 
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■交通体系方針図（市街地） 
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３－３ 水と緑の基本方針               

（１） 基本的な考え方 

本市には、貴重な歴史遺産と共に、水と緑に恵まれた豊かな自然環境が残されてい

ます。「自然と人が共生する暮らしやすいまちづくり」を実現するためには、今後とも

この豊かな自然環境を守り、育むことで、未来に引き継いでいきます。 

 

（２） 水と緑の全体方針 

① 水と緑の保全・創出の基本原則                    
◆市街地と郊外の役割に応じた施策展開 

市街地では、公園緑地の適正な配置と緑化を推進し、市街地に隣接する水辺の保

全・活用を図ります。 

郊外地域については、農林業施策との調整を行い、豊かな自然環境の保全を図りま

す。 

 

② オープンスペースの整備                       
◆都市公園の整備 

本市の都市公園の整備状況は、平成21年度末現在、計画決定されている都市基幹公

園等が、総合公園１箇所8.5ha、特殊公園２箇所29.6haで合計３箇所38.1ha となって

おり、面積ベースでの整備率は35.9％と低い水準にあります。 

このため、大分国体の会場として整備された総合公園を中心として、健康・福祉の

増進に資する都市公園の整備を図ります。 

 

③ 系統別緑の配置方針                          
緑の持つ４つの機能に応じた配置の考え方を以下に示します。 

◆環境保全系統 

丘陵地へ連なる樹林地は、市街地後背の自然緑地として位置づけ、農林業施策との

調整を行い、保全を図ります。また、別府湾、守江湾、八坂川、高山川沿いの水辺・

干潟は、カブトガニや野鳥など貴重な生物の生息地として知られており、生態系の保

全を図ります。 

◆レクリエーション系統 

公園・緑地は、市民のレクリエーションや憩いの場として体系的に配置します。奈

多公園と海浜公園を海洋レジャーのレクリエーション拠点として、総合公園と福祉公

園を総合的なレクリエーション拠点として位置づけ、施設の整備・拡充を図ります。 
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◆防災系統 

本市の主要な河川は、火災時の防火帯や消火用水利などとして活用します。また、

市街地に隣接する河川沿いの農地は、食糧供給基盤であると共に、災害時の避難場所

や洪水調節機能も有していることから、積極的に保全を図ります。 

市街地内の斜面樹林については、土砂災害防止の観点から、積極的に保全を図りま

す。さらに、市街地内に公園を適正に配置し、災害時の一時避難場所として活用を図

ります。 

◆景観構成系統 

奈多、狩宿など日本の白砂青松100選に選ばれた海岸線は、良好な景観を有しており、

これらの保全･活用に努めます。 

また、北台･南台地区では、今なお旧藩時代の面影を伝える武家屋敷などが残されて

いることから、これら歴史資源の魅力の向上に向けた取組みを推進します。 

その他の市街地についても、街路樹を植樹するなど、積極的な緑化を推進します。 

 

（３）公園緑地・都市緑化の方針 

① 施設緑地の整備方針                           
【都市公園】 

◆都市基幹公園 

中心市街地とＪＲ杵築駅付近の市街地との中間に位置する総合公園は、市民の総合

的なレクリエーション拠点として、施設の整備と機能拡充に努めます。 

また、総合公園の補完機能として、福祉公園の整備充実に努めます。 

◆住区基幹公園 

杵築城周辺の市街地内の良好な緑地となっている城山公園については、市民に身近

な公園として、施設の維持と機能拡充に努めます。また、市街地内の身近な緑の拠点

となる街区公園については、天満児童公園、北浜公園の維持管理に努めるとともに、

市街地内の公園が不足する地区では新たな公園の適正配置を進めます。 

◆特殊公園 

風致公園については、奈多公園、住吉公園の維持管理に努めるとともに、未整備区

域の整備推進と新たな海浜公園の整備を推進します。 

【公共施設緑地】 

◆自転車歩行者専用道など 

市街地内においては、歴史街道および歴史的坂道などの歩行者系道路の整備を推進

するとともに、国東半島自転車道の再整備を推進するなど周辺市町村との連携を進め

ます。 

◆その他公共施設緑地 
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広場やゲートボール場、農業公園などの都市公園法によらない公的なオープンス

ペースについては、地域住民のニーズに応じた配置を推進します。 

【民間施設緑地】 

寺町付近をはじめとする市内の社寺境内地については、伝統的なオープンスペース

として、その保全に努めます。 

 

② 市街地内緑地の保全の方針                          
【都市計画決定を要する緑地】 

◆特別緑地保全地区 

旧城下町に残されている斜面樹林については、市街地内の良好な自然環境を保全す

るため、特別緑地保全地区などの指定について検討します。 

◆風致地区 

奈多海岸や権現鼻・加貫鼻をはじめとする良好な景観を有する自然海岸については、

保全を目的とした風致地区の指定について検討します。 

 

③ 都市緑化の方針                           
◆市街地内の緑化推進 

市街地の都市計画道路をはじめとした都市幹線道路に対して、街路樹やフラワー

ポットによる道路緑化に努めるとともに、歴史街道・遊歩道などの整備と連携して、

市街地内の緑のネットワークづくりを進めます。 

公共公益施設や商店街・工場の緑化を推進し、魅力的な市街地景観の形成に努める

とともに、民地内においても庭木を植樹し、生け垣を設ける等の宅地内緑化を推進し

ます。 

◆歴史的町並みと調和した緑化の推進 

旧城下町については、武家屋敷などに残る庭園の緑を保全すると共に、歴史景観と

調和した緑化を推進し、歴史的町並みの魅力向上を図ります。 

◆緑化推進体制 

国道213号、主要地方道大田杵築線、県道藤原杵築線、市道塩田中央線、市道本町田

平線については、市民が主体となって街路樹を植樹し管理した経過があり、行政と市

民が一体となって道路緑化を推進していく体制づくりを進め、ボランティア団体の育

成を図ります。また、緑豊かな市街地を形成するためには、市民・企業・行政が一体

となって推進できる仕組みづくりを検討します。 

市民の意識啓発を図るため、広報紙やホームページ、CATVを活用した緑化推進のＰ

Ｒを行うとともに、市民と行政の協働による公園や街路樹の維持管理を積極的に行い、

市民が緑に親しむ環境づくりを推進します。 

公園整備においては、子どもや高齢者など、誰もが利用しやすいユニバーサルデザ
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インを推進し、地域住民のニーズに対応した施策を講じます。 

 

（４）自然環境保全の方針 

① 特に保全すべき自然緑地の保全方針                  
◆骨格的緑地の保全 

本市の郊外地域の景観を特徴づける緑地については、無秩序な開発の防止に努めつ

つ、関係機関との連携を図りながら積極的に保全を行います。 

◆干潟の保全 

守江湾の干潟は、大分県では数少ない干潟であり、生きた化石カブトガニの繁殖地

として、また野鳥や数多くの魚介類の生息地として貴重な自然資源であることから、

関係機関との連携による保全策の検討を進めます。 

◆ため池の保全 

本市内には、数多くのため池があり、農業用としてだけでなく、生物の生息環境と

しても重要な存在であることから関係機関と連携を図りながらその保全に努めます。 

◆河川・海の保全 

河川・川辺は、生物の生態系の維持と移動経路として重要であることから、積極的

な保全に努めます。また、治水上の必要性から河川改修などを実施する場合について

は、生態系への影響に配慮した多自然型の河川整備の導入を促進します。 

海洋については、海岸部や干潟などの自然環境の保全を図るため、下水道や合併浄

化槽の整備による汚水流入やゴミの不法投棄の防止などを推進します。 

 

② 身近な自然環境の保全                        
◆田園・里山の保全 

本市、平野部に広がる田園風景と丘陵部の樹林、ミカン畑などで構成される里山風

景については、農林分野の各種施策との連携を図りながら保全を推進します。 

 

③ 自然環境を保全するための法規制の方針                
◆自然公園・風致地区 

良好な自然環境を国東半島全体で一体的に保全するため、国東半島県立自然公園の

維持に努め、良好な自然環境の保全を図ります。このうち、奈多・狩宿海岸、市杵島、

八幡奈多宮などを有する景観的に優れた海岸線の区域については、風致地区の指定に

ついて検討します。 

また、熊野地区の自然海岸についても、自然環境・自然景観保全の観点から風致地

区の指定を検討します。 

◆鳥獣保護区 
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シギ・チドリ類の渡り鳥や、越冬のためシベリアからやってくるガン・カモ類をは

じめ、多くの鳥類が生息する守江湾については、鳥獣保護区の維持に努めます。また、

現在銃猟禁止区域に指定されている八坂川下流部については、鳥獣保護区として指定

されるよう関係機関との調整を図ります。 

このほか、良好な自然環境を有する東地区の海岸部についても、鳥獣保護区の指定

を継続し、野生鳥獣の保護を図ります。 

◆保安林・農用地区域 

自然環境や水源の保全に寄与する緑地や、良好な景観を形成する海岸の松林などの

保全の必要性が高い樹林地については、保安林としての維持管理に努め、良好な樹林

地の保全を図ります。 

また、優良農地については、農業振興地域整備計画などに基づき、農地の保全と無

秩序な市街化を防止するとともに、営農環境、田園景観などの保全を図ります。
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■水と緑の方針図 
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３－４ 景観形成の基本方針              

（１） 基本的な考え方 

本市には、旧城下町の歴史的な景観や自然景観など、個性的で美しい景観が数多くあ

ります。これら本市特有の景観を保全すると共に、景観を損なっているものは改善し、

失いつつあるものを再生し、杵築市らしさをより多くの人々が感じられるよう、後世に

残すべき景観の形成を推進します。 

 

（２）景観形成の全体方針 

① 杵築城下町の歴史と文化がつくる景観の保全と創造            
城下町の景観は、それが持つ歴史上の意味や、そこに住み続ける人々とその営み、そ

れらとともに受け継がれている祭礼や行事などの文化とともに形づくられたものです。

特徴的な地形と地域の歴史を大切にした人々の暮らしがつくる文化的景観として、景観

形成と保全を推進します。 

 

② 海と山の美しい自然景観の保全                    
守江湾の干潟や海岸線、雄大な山々の緑豊かな景観は、市民に親しまれている本市を

特徴づける景観要素であるため、自然景観の積極的な保全を推進します。 

 

③ 国東半島固有の文化を受け継ぐ景観の保全               
本市には、国東半島全体で継承されてきた六郷満山の信仰や民俗文化が色濃く残って

おり、地域固有の自然と歴史、人々の暮らしと信仰により形成された文化遺産は、未来

へ継承すべき重要な景観として保全を推進します。 

 

（３）景観形成の方針 

① 市街地景観形成の方針                        
◆歴史景観の法的な保全策の検討 

歴史的な風情が残る町並みについては、景観地区の指定などによって、その歴史的町

並みの保全に努めます。 

◆歴史的建造物の保全推進 

大原邸、磯矢邸、佐野家、一松邸、中根邸などの歴史的建造物については、城下町保

存基金の活用による積極的な保全を図るとともに、現在も居住されている歴史的建造物

についても有効な保全対策について検討します。 
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◆「坂道の城下町」景観形成の推進 

旧城下町の景観を特徴づける歴史的坂道については、その再生を図ると共に、坂道周

辺の建物の高さや屋根の形状、瓦などの統一を図りながら、坂道の魅力向上を推進しま

す。 

◆歴史的な景観の再生 

歴史的町並みの残る城下町商店街については、旧町家地区地区計画に基づき、残すべ

き建物の保全に努めつつ、都市計画道路3.4.4宗近魚町線の整備を進めながら歴史的景

観の再生を推進します。 

◆住宅地景観の形成 

住宅地においては、生け垣や玄関周りのプランターによる緑化など緑地協定、建築協

定などのルールづくりへの取り組みを推進し、市民主体の景観形成活動の支援および啓

発に努めます。 

◆工業地景観の形成 

工業団地エリアおよび工業エリアにおいては、工場の敷地内緑化と共に、周辺地区と

の緩衝を図るため隣地境界などにも緑化を促進し、安全性・快適性と共に良好な環境と

景観の創出を誘導します。 

◆商業地景観の形成 

本市の商業業務地については、賑わいを感じる景観を創出するため、町並み景観の形

成や屋外広告物の誘導、高さ規制など、都市景観の向上に努めます。 

◆沿道景観の形成 

「大分県沿道の景観保全等に関する条例」における沿道環境美化地区、沿道景観保全

地区に指定されている国道213号沿道、国道10号沿道などについては、同条例に基づき、

敷地の緑化、建築物の色彩などについて指導し、沿道景観の形成を推進します。 

 

② 自然景観・田園景観の保全                           
◆田園、里山景観の保全 

市街地を囲むように広がる田園風景や、山沿いに点在する里山の風景は、四季折々の

表情を感じさせる日本の原風景です。この原風景を保全するため、農林業の振興や土地

の適切な規制誘導など多角的な施策の展開を図ります。 

特に、ミカン畑によって形成された斜面緑地や大田の谷筋の田園集落、山香の棚田な

どの田園景観については、その保全に向けた取り組みを推進します。 

◆歴史的文化景観の保全 

大田や山香には、国東半島固有の国東塔や石仏などの石造物、六郷満山の本寺のある

御許山をはじめとした八幡信仰と関連の深い寺社などが数多く点在しており、これらの

歴史的資源と周辺地域における景観の保全を推進します。 
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◆海辺・河川景観の保全 

海辺では、潮の干満により景観の変わる守江湾、白砂青松の奈多・狩宿海岸、岩場の

絶景である権現鼻・加貫鼻など様々な風景が見られます。この風景を保全するためには、

風致地区など法的な規制について検討を進めるとともに、海の美しさや地形的特徴を保

全する施策や、多くの人々の目を楽しませるような方策を検討します。 

八坂川・高山川などの主要河川については、河川の景観を保全すると共に、親水遊歩

道などの親水景観を演出する遊歩道の整備について検討を進めます。 

◆眺望点の整備 

本市は、地形的な起伏が大きく、杵築城やきつき城下町資料館裏手などの有名スポッ

トのほか、波多方峠や大内地区の海沿いの集落、大田や山香に広がる豊かな山林や田園

風景などは優れた景観を有していることから、今後は眺望点の整備とＰＲを推進します。 

 

③ 景観デザインの方針                         
◆公共施設デザイン 

公共の建築物のデザインについては、民間施設のデザインを先導するよう、杵築市ら

しさや周辺景観に配慮したテーマを持った施設整備を図ります。 

◆標識（サイン） 

市外からの来街者や市民にとって分かりやすい、また、本市のイメージを損なうこと

のないような、統一化されたオリジナリティ溢れる標識（サイン）の整備を推進します。 

 

（４）景観形成に向けた取り組み 

本市の景観形成に向けた具体的な取り組みに対しては、景観法に基づく景観計画の策

定によって実行力のある景観形成を進める必要があることから、早急に景観計画を策定

します。 

景観計画の策定にあたっては、専門的な知識を有する有識者や市民代表等で構成する

景観計画策定委員会が設置されており、今後様々な意見を参考に検討を行います。 
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３－５ 生活環境形成の基本方針              

（１） 基本的な考え方 

「暮らしやすいまちづくり」を念頭において、安全安心で快適な生活環境の形成を推

進します。 

 

（２） 生活環境形成の全体方針 

安全安心なまちづくりのために防災対策を検討すると共に、快適な生活環境づくりの

ために下水道・河川、その他生活環境形成施設の整備に努めます。 

 

（３）都市防災の基本方針 

① 都市防災の考え方                          
火災や地震、津波、洪水などの災害を 小限にくい止め、安全で安心して暮らすこと

ができる防災まちづくりを進めます。「杵築市地域防災計画」との整合性を図りつつ、

都市施設などの整備を推進します。 

 

② 防災基盤と防災体制の方針                      
◆歴史的町並みに対応した防災対策の検討 

歴史的町並みが形成されている旧城下町の地区については、古い木造建築物が多いこ

とから、文化財保全と市民の安全を確保するため、地区レベルの防災計画を策定します。 

◆防災基盤の整備推進 

公共建築物の耐震性の強化や不燃化の促進を図ります。また、災害時の緊急車両の進

入や市民の避難をより円滑に安全に行うため、緊急輸送路の確保など、防災性の高い道

路網を整備し、避難路と避難場所の確保を図ります。 

◆治水対策の推進 

氾濫のおそれが高い河川については、河川の自然性の維持に配慮しながら、改修に努

めます。 

◆土砂災害などの防止対策の推進 

土砂災害の危険箇所については、緑地の保全を図ると共に、必要な災害防止対策を市

民や関係機関と協力しながら推進します。 

◆防災体制の充実 

自然災害については、国・県などの関係機関との連携を強化し、防災体制、監視体制、

避難体制、情報網の充実を図ります。 
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日常的なコミュニティ防災活動を支援し、行政区ごとの自主防災組織の育成・強化を

推進します。 

 

③ 都市防災整備方針                          
都市防災施設の整備にあたっては、次の規模別整備イメージを基に安全性の強化を図

り、体制を整えていきます。 

 

■規模別整備イメージ      
レベル 

 
｢家｣ 

（～300㎡） 
「街区」 

（0.5～1ha） 
「地区」 

（10～20ha） 
「防災生活圏」 
（60～80ha） 

 
建築物 

 

建物の不燃化、難
燃化、耐震化 

共同建物の不燃
化、難燃化、耐
震化 

公共公益施設の
不燃化・耐震化 

防災活動拠点の不
燃化・耐震化 

 
 

道路 

防災道路の確保 区画道路の整備 
狭あい道路の改
善 
ブロック塀の安
全化 

地区道路の整備
（防災道路） 
コミュニティ道
路の整備 

幹線道路の整備
（延焼遮断帯の形
成） 

 
 

施設 

井戸 
ケーブルテレビ・
防災無線屋内受信
機 

消火栓 
防火水槽 

案内板（コミュニ
ティ・ボード） 
集会所 
防災無線 

貯水槽 

ま
ち
の
整
備
（ハ
ー
ド
） 

 
 

広場 

 ミニ防災広場の
整備 
（100～300㎡） 

防災広場の整備
（街区公園、一
時避難場所、300
～1000㎡） 

防火活動拠点の整
備（小中学校、近
隣公園、総合公
園） 

 
 

緑化 

庭木の保全育成 生け垣の普及 緑道の整備 街路樹の育成 
公共施設、事業所
の緑化 

組織 

家族会議 
情報伝達 

情報伝達 防災住民組織 
防災訓練（イベン
ト、防災施設利用
のノウハウ） 
情報伝達 
 

防災住民組織 
情報伝達 防

災
対
応
力
の
強
化
（ソ
フ
ト
） 

 
 

ルール 

防災の一般知識 街区の協力体
制・申し合わせ 

防災活動計画の
作成 
防災活動協定
（事業所など） 
 
 

防災まちづくり計
画の作成（防災
マップ、ニュース
など） 
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（４）下水道・河川整備の基本方針 

① 排水対策の全体方針                         
下水道のうち汚水対策については、順次整備を進めているところですが、今後とも衛

生的で快適な生活環境をつくるため、水質の保全に努め、公共下水道の整備を推進しま

す。 

雨水については、都市下水路が整備済みであり、今後はその維持管理に努めます。 

また、浸水する危険のある区域については、雨水ポンプ場の整備を推進します。 

 

② 下水道整備の方針                          
公共下水道の計画区域内では、下水道整備計画に基づき公共下水道による整備を推進

します。 

公共下水道の計画区域外の集落については、合併処理浄化槽の整備を推進します。集

落排水事業区域については、接続率の向上を図ります。 

 
③ 河川整備の方針                          

氾濫のおそれのある河川については、計画的な改修に努めます。また、市民の生命や

財産を浸水などの災害から守るため、河川流域が有している保水機能や遊水機能の維持

や保全に努めます。 

八坂川や高山川などの主要河川の水辺については、市民の憩いとやすらぎの場として

親水遊歩道などの整備を検討します。 

河川整備にあたっては、自然環境への影響を 小限に抑えるため、多自然型の河川整

備を推進します。 

 

（５）その他生活環境形成の方針 

① 情報関連施設の方針                         
◆ケーブルテレビ網の整備と活用 

市内全域に整備されているケーブルテレビ網とこれを活用した高速インターネット通

信環境の充実を図り、ＴＶ難視聴地域の解消、地域情報化の強化を図ります。また、市

民がケーブルテレビに加入しやすい環境づくりに努めます。 

◆行政の情報発信の推進 

市民自らがまちづくりについて取り組むことができるよう、都市計画関連の行政情報

の電子化とインターネットを活用した市民への情報提供に努めます。 

また、行政における情報の共有化、意思決定の迅速化、市民への情報提供の高度化、

行政手続きの効率化を図るため、電子的な情報処理システムの構築に努めます。 
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② コミュニティー施設の活用                       
◆中央公民館の活用 

各地域の中央公民館は、まちづくり活動の拠点となる施設として、まちづくりに関す

る生涯学習メニューの充実に努めるとともに、施設の充実を図ります。 

◆地区公民館の活用 

各地域の地区公民館については、住民自治協議会を中心として、自主防災や地域活動

の拠点として活用を図ります。特に、生活拠点においては、市民サービスや文化機能の

充実に努めます。 

 

③ 教育文化施設の方針                         
◆市立図書館の建て替え推進 

市民の学習や文化活動を支援し、豊かな文化を育む場として、市民が利用しやすいよ

う、市立図書館の建て替えを検討します。 

◆中央公民館の充実 

中央公民館は、市民の芸術・文化活動や生涯学習のための拠点として、市民のための

多様な生涯学習プログラムの整備など、利用促進のためのソフト面の充実に努めます。 

◆学校教育の充実 

学校教育施設については、教育環境への配慮や管理体制を検討した上で、地域住民の

交流や活動の場としての多角的利用を市民と共に考えていきます。また、災害時の避難

場所としての機能の充実を図ります。 

小中学校や幼稚園については、少子化に対応したゆとりある教育施設として時代に

合った施設に改築、改修を検討します。また、休日には地域への施設の開放を推進し、

地域スポーツや文化の交流拠点としての活用を図ります。 

◆資料館などの充実 

杵築城や民俗資料館の機能充実を図ると共に、きつき城下町資料館の内容の充実を検

討し、市民や観光客が歴史とふれあうことのできる環境の整備を図ります。 

 

④ 保健福祉施設の方針                         
保健福祉施設については、杵築市健康福祉センターが整備され、本市の保健福祉の拠

点となっています。今後は施設の利用増進を図るため、温水利用型プールの整備や施設

の拡充、交通アクセスの充実など、誰でも気軽に利用できる周辺環境の整備を進めます。 

また、市民が安全安心に生活できるよう、民間の医療施設や福祉施設の誘致に努めま

す。 

 

⑤ 地域交流施設の方針                         
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郊外地域の住民と市街地内の住民との交流および観光客との交流を促進するため、地

域中心拠点や生活拠点を中心として、地域交流施設の導入を検討するとともに、各拠点

の魅力向上による交流促進を図ります。 

大分県は日本一の温泉湧出県であり、杵築市でも50本近くの源泉から2,400ℓ /分の

温泉が湧出しています。一本の源泉あたりの湧出量は別府や湯布院より多く、大分空港

の周辺では温泉が湧出していないことなどから、空港に一番近い温泉として活用が期待

できます。 

このため、新鮮な海産物やハウスみかん、きつき茶をはじめとする地域の特産物の販

売や、特産物を食べられるレストラン、自動車利用者が休憩できる道の駅を併設するな

ど、複合的な地域交流施設として杵築の新たな地域交流拠点を整備することを検討しま

す。 
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４－１ 地域区分                    

まちづくりの基本方針では、市街地と郊外地域という土地利用特性毎に施策方針を

示してきました。しかし、市内の各地域ではそれぞれの地域の特性があり、その地域

特性に応じたまちづくりの方向性を導くため、地域区分に基づく地域別まちづくり方

針を示します。 

地域別まちづくり方針では、本市の生活圏や土地利用特性等を考慮し、旧杵築市を

Ａ地域、Ｂ地域、Ｃ地域の３地域、旧大田村および旧山香町をそれぞれＤ地域、Ｅ地

域の１つの地域として５地域の地域区分とします。 

 

地域区分 該当地区（大字） 

Ａ地域 杵築、南杵築、馬場尾、宮司、猪尾、片野、熊野 

Ｂ地域 大内、狩宿、奈多、守江、横城 

Ｃ地域 
相原、中、日野、本庄、八坂、岩谷、大片平、鴨川、船部、

溝井 

Ｄ地域 旧大田村 

Ｅ地域 旧山香町 

 

■地域区分図 
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４－２ 地域別まちづくり方針               

（１）Ａ地域 

① まちづくりの目標                          
 

「城下町の雰囲気を醸し出す賑わいのある商業地と 
ナチュラルライフのモデルとなる自然と共生するまちづくり」 

 

Ａ地域は、旧城下町や北浜、塩田などの杵築市の中心となる商業地と多くの人が居

住する市街地を有しています。また地域南部は、緑豊かな丘陵地が点在し、海岸部に

は豊かな自然環境が広がっており、別荘開発が行われるなどナチュラルライフに適し

た環境を有しており、多様な要素を有する地域です。 

このため、城下町の雰囲気を醸す活力ある中心市街地づくりと市街地の住環境の保

全を進めるとともに、これからの杵築の郊外地域づくりのあり方を導くモデル的な地

域として、生活環境の充実と自然と共生したまちづくりを推進します。 

 

② まちづくりの方針                          
【拠点形成・土地利用の方針】 

 ・都市拠点においては、本市の都市拠点に相応しい都市機能の集積と充実を図るととも

に、商業地の活性化による賑わい創出とまちなか居住を推進します。 

 ・旧城下町については、歴史的町並み形成による魅力づくりを推進するため、町並み保

全のための公的支援の充実や景観に配慮したルールづくりの検討を推進します。 

 ・中心市街地の魅力を高めるため、中心市街地活性化基本計画や都市再生整備計画事業

等の活用に向けた取り組みを推進します。 

 ・生活拠点においては、地域住民の生活利便を確保するための施設の充実を図るととも

に、既存ストックの活用や漁業者と消費者の交流促進を推進します。 

 ・杵築インターチェンジ周辺および地域南部の工業拠点については、企業の良好な産業

活動を確保するための連携機能の強化を推進します。 

 ・漁港周辺は、水産拠点として水産物を活用した工業集積を図るとともに、拠点間ネッ

トワークの強化を推進します。 

 ・塩田地区などの工業系用途地域が指定されている地区で、住宅の建築が進み、住工の

混在が見られる地区については、用途地域の見直しを推進します。また、大規模集客

施設の立地を制限するための特別用途地区の指定について検討します。 

 ・用途地域が指定されていない用途白地地域については、土地利用の状況等を考慮し、

必要に応じて特定用途制限地域等による規制方策を検討します。 
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 ・市街地内の樹林地については、積極的な保全を推進します。 

 ・ロイヤルシティ別府湾杵築リゾート地区については、良好な市街地環境を維持するた

め、地区計画の指定について検討します。 

 ・集落地や緑地については、農林業施策との調整を図りつつ、居住環境および山林の保

全を推進します。 

 ・海岸線については、風致地区の指定や景観的側面による重要性を考慮した対策につい

て検討します。 

【都市施設等の方針】 

 ・都市計画道路については、長期未着手路線の見直しを進めつつ、必要と判断される路

線の早期実現に向けた取組みを推進します。 

 ・拠点間をネットワークする幹線道路については、道路機能の拡充や交通移動の円滑化

を推進します。 

 ・市街地内の居住環境の向上を図るため、生活道路の整備充実を推進します。 

・集落内生活道路の整備を推進するとともに、集落間のネットワーク強化を推進します。 

 ・総合公園や城山公園、今後整備される海浜公園や福祉公園は、市民が日常的に利用で

きるレクリエーション施設であり、市民と観光客の交流の場でもあることから、施設

の適正な維持管理と機能充実を推進します。 

 ・市街地内については、日常生活に身近な街区公園等の整備を推進します。 

 ・既成市街地を中心として、公共下水道の整備を推進します。また、点在する集落につ

いては、合併処理浄化槽の整備を推進します。 

 ・八坂川と高山川については、関係機関との調整を行い、防災性の向上と親水性を確保

するための遊歩道や親水公園等の整備を推進します。 

 ・地域住民の交通の利便性を確保するため、現在運行しているコミュニティバスの維持

と新たな運行ルートについて検討します。 

【その他の方針】 

 ・旧城下町周辺については、歴史的景観や都市景観を誘導するための景観形成のルール

づくりを推進します。 

 ・河川や海岸線、干潟の積極的な環境保全を推進します。 

 ・市街地内の緑化を進めるため、街路樹の整備を推進するとともに、緑化に向けた官民

協働体制の強化を推進します。 

 ・自然環境と調和した良好な集落環境を維持するため、地域住民のまちづくりに対する

意識啓発を行うとともに、地域独自のルールづくりの制定に向けた取り組みを推進し

ます。 

 ・市街地内の防災性と居住環境の向上を図るため、自主防災組織の育成に向けた取り組

みを積極的に推進します。 
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Ａ地域まちづくり方針図
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（２）Ｂ地域 

① まちづくりの目標                          

 
「沿岸部の市街地形成とミカン畑や自然を活かしたまちづくり」 

 

Ｂ地域は、沿岸部の国道213号沿道付近に市街地が形成され、大分空港道路以北は都

市計画区域外となっています。地形は、起伏が激しく、ミカン畑に囲まれた集落地が

オレンジロードや県道糸原杵築線沿いを中心に散在していますが、近年ミカン畑では

農産物の輸入自由化や後継者不足などにより、近年耕作放棄が増えています。 

道路は、オレンジロードやふるさと農道などの幹線道路は整備されていますが、集

落内は地形的な条件から狭隘道路や行止り道路が多く残っています。 

地域には、ミカン畑が点在し、海に面した高台の集落からは守江湾や杵築市街地が

一望できるなど、活用可能な地域資源も数多く有していることから、沿岸部の市街化

形成を進めつつ、地域の特性であるミカン畑を活かしたまちづくりを推進します。 

 

② まちづくりの方針                          
【拠点形成・土地利用の方針】 

 ・守江や奈多の生活拠点においては、地域住民の生活利便を確保するための施設の充実

を推進します。 

 ・工業拠点については、企業の良好な産業活動を確保するための連携機能の強化を推進

します。 

 ・漁港周辺は、水産拠点として水産物を活用した工業集積と拠点間ネットワークの強化

を進めるとともに、漁業者と消費者の交流促進を推進します。 

 ・地域西部の市街地周辺においては、国道沿道の店舗立地や宅地開発等が進んでいるこ

とから、計画的な市街地形成を誘導する区域と無秩序な市街地の拡大を抑制する区域

とに区分し、用途白地地域での特定用途制限地域等の規制方策を検討します。 

 ・ミカン畑は、観光ミカン園や体験農園などによる耕作放棄地の活用を推進します。 

 ・集落地や緑地については、農林業施策との調整を行い、居住環境と山林の保全を図り

つつ、農業基盤の整備を推進します。 

【都市施設等の方針】 

 ・拠点間をネットワークする幹線道路については、道路機能の拡充や交通移動の円滑化

を推進します。 

・集落内生活道路の整備を推進するとともに、集落間ネットワークの強化を推進します。 

 ・住吉公園や奈多公園については、市民が日常的に利用できるレクリエーション施設で

あり、市民と観光客の交流の場であることから、施設の適正な維持管理と機能充実を
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推進します。 

 ・市街地内および生活拠点においては、日常生活に身近な公園等の整備を推進します。 

 ・既成市街地を中心として、公共下水道の整備を推進します。また、点在する農漁村集

落については、合併処理浄化槽の整備を推進します。 

 ・地域住民の交通利便を確保するため、現在運行しているコミュニティバスの維持と新

たな運行ルートについて検討します。 

 ・高山川については、関係機関との調整を行い、防災性の向上と親水性を確保するため

の遊歩道や公園等の整備を推進します。 

【その他の方針】 

 ・空港からの近接性を活かし、国道213号沿いにおける交流施設の整備について検討し

ます。 

 ・良好な景観を有する斜面緑地や集落環境の景観的価値に対する意識向上を推進します。 

 ・河川や海岸線、干潟の積極的な環境保全を推進します。 

 ・集落内の防災性と居住環境の向上を図るため、自主防災組織の育成に向けた取り組み

を積極的に推進します。 
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Ｂ地域まちづくり方針図 
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（３）Ｃ地域 

① まちづくりの目標                          

 
「豊かな地域資源と交通利便を活かした 

暮らしやすい環境形成のまちづくり」 
 

Ｃ地域は、地域南部にＪＲ日豊本線が通り、本市の玄関口となるＪＲ杵築駅を有し

ており、国道213号や県道藤原杵築線、県道八坂真那井線などの広域幹線道路が通過す

る利便性の高い地域です。 

地域の大部分は、丘陵地が占め、八坂川や溝井川沿いの平地に集落が形成されてい

ます。 

地域東部は都市計画区域に指定され、都市拠点とＪＲ杵築駅周辺のサブ拠点を結ぶ

県道藤原杵築線沿いには一定の建物の集積があります。 

また、地域内には、波多方峠付近の雄大な眺望や山村集落の風景、きつき茶の茶畑

など、優れた景観資源を数多く有しています。 

これらの山間部の豊かな自然と資源を活用し、交通利便を活かした暮しやすい環境

形成のまちづくりを進めます。 

 
② まちづくりの方針                          

【拠点形成・土地利用の方針】 

 ・サブ拠点であるJR杵築駅周辺については、本市の玄関口にふさわしい駅前商業地の形

成を推進するとともに、都市拠点の機能を補完する施設の整備と地域住民の生活の利

便性のための施設の充実を推進します。 

 ・溝井の生活拠点においては、地域住民の生活の利便性を確保するための施設の充実を

推進します。 

 ・用途地域が指定されていない用途白地地域については、土地利用の状況等を考慮し、

必要に応じて特定用途制限地域等による規制方策を検討します。 

 ・市街地内の樹林地については、積極的な保全を推進します。 

 ・集落地や緑地については、農林業施策との調整を図りつつ、居住環境と山林の保全と

農業基盤の整備を推進します。 

【都市施設等の方針】 

 ・ＪＲ杵築駅周辺は、交通結節機能の強化を図るため、駅前広場や駐車場、駐輪場等の

整備を推進します。 

 ・拠点間をネットワークする幹線道路については、道路機能の拡充や交通移動の円滑化

を図ります。特に、都市拠点やＤ地域、Ｅ地域との広域連携軸となる県道藤原杵築線



第４章 地域別まちづくり方針 

 

－75－ 

や主要地方道大田杵築線については、道路整備を推進します。 

 ・市街地内の居住環境の向上を図るため、生活道路の整備充実を推進します。 

・集落内生活道路の整備を推進するとともに、集落間ネットワークの強化を推進します。 

 ・総合公園や今後整備される福祉公園は、市民が日常的に利用できるレクリエーション

施設であり、市民と観光客の交流の場であることから、施設の適正な維持管理と機能

充実を推進します。 

 ・既成市街地を中心として、公共下水道の整備を推進します。また、点在する集落につ

いては、合併処理浄化槽の整備を推進します。 

 ・八坂川と高山川については、関係機関との調整を行い、防災性の向上と親水性を確保

するための遊歩道や親水公園等の整備を推進します。 

 ・地域住民の交通の利便性を確保するため、現在運行しているコミュニティバスの維持

と新たな運行ルートについて検討します。 

【その他の方針】 

 ・良好な景観を有する斜面緑地や集落環境の景観的価値に対する意識向上を図ります。 

 ・市街地内の防災性と居住環境の向上を図るため、自主防災組織の育成に向けた取り組

みを積極的に推進します。 
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Ｃ地域まちづくり方針図 
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（４）Ｄ地域 

① まちづくりの目標                          
 

「豊かな自然環境に育まれた環境共生型スローライフのまちづくり」 
 

Ｄ地域は、主要地方道大田杵築線が地域交通の骨格を担い、大田庁舎周辺にまと

まった集落が形成されています。 

地域の大部分は、山林が占め、河川沿いに農地や集落が形成され、豊かな自然環境

に育まれた地域です。このような山村集落は、本市の魅力を高める貴重な環境である

ことから積極的な保全が必要です。 

本地域では、地域住民の約４割が第１次産業に従事し、農林業が地域の基幹産業で

あることから、都市活動との連携を確保しつつも、自然環境と共生したスローライフ

を維持できるまちづくりを推進します。 

 
② まちづくりの方針                          

【拠点形成・土地利用の方針】 

 ・大田庁舎周辺の地域中心拠点においては、地域住民の生活の利便性を確保するため、

既存ストックを活用した住民サービスに必要な施設の充実と拠点間ネットワークの強

化を推進します。 

 ・集落地や緑地については、農林業施策との調整を図りつつ、山村集落環境と山林の積

極的な保全を推進します。 

【都市施設等の方針】 

 ・拠点間をネットワークする幹線道路については、道路機能の拡充や交通移動の円滑化

を推進します。 

・集落内生活道路の整備を推進するとともに、集落間ネットワークの強化を推進します。 

 ・横岳自然公園は、自然とふれあえる環境を提供し、市民が余暇を過ごせる場所として、

施設の機能充実とアクセス性の確保を推進します。 

 ・点在する集落については、合併処理浄化槽の整備を推進します。集落排水事業区域に

ついては、接続率の向上を推進します。 

 ・地域住民の交通利便を確保するため、現在運行しているコミュニティバスの維持と新

たな運行ルートについて検討します。 

【その他の方針】 

 ・地域で生産された様々な地域産品の地産地消を確立するため、地域生活拠点において

地域内外の交流を促進する交流拠点の形成を推進します。 

 ・地域住民の安全性を確保するため、急傾斜地の崩壊対策や土石流対策として、急傾斜
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地崩壊対策事業や砂防事業の実施を推進します。 

 ・良好な景観を有する斜面緑地や集落環境の景観的価値や環境共生型スローライフの維

持に対する意識向上を推進します。 

 ・環境共生型スローライフを地域の魅力としてアピールし、新たな居住者の確保と第１

次産業の担い手確保を推進します。 

 ・市街地内の防災性と居住環境の向上を図るため、自主防災組織の育成に向けた取り組

みを積極的に推進します。 
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Ｄ地域まちづくり方針図 

 



杵築市都市計画マスタープラン 

 

－80－ 

（５）Ｅ地域 

① まちづくりの目標                          
 

「清らかな水と豊かな緑を活かした人々を惹きつけるまちづくり」 
 

Ｅ地域は、山香庁舎周辺にまとまった集落が形成され、既に様々な都市機能が集積

しており、地域の中心的拠点が形成されています。 

地域中心拠点の周辺は、四方を山林が囲み、清らかな河川と豊富な緑に包まれた自

然環境豊かな地域です。 

また、地域北東部には、南北に通る日豊本線の中山香駅と立石駅の２つ駅があるほ

か、地域南西部を南北に走る宇佐別府道路によって、市内に限らず市外広域からの交

通利便性に優れた地域です。 

このような豊かな自然を活かした地域の魅力づくりを進めるとともに、人々を惹き

つけ多くの方々が交流するまちづくりを推進します。 

 
② まちづくりの方針                          

【拠点形成・土地利用の方針】 

 ・山香庁舎周辺の地域中心拠点においては、地域住民の生活の利便性を確保するため、

既存ストックを活用した住民サービスに必要な施設の充実と拠点間ネットワークの強

化を推進します。また、清らかな水と豊かな緑を活かした地域独自の交流施設の整備

を検討し、地域内外の人々が交流できる拠点形成を推進します。 

 ・立石の生活拠点においては、地域住民の生活の利便性を確保するための施設の充実を

推進します。 

 ・速見インターチェンジ周辺の工業拠点については、企業の良好な産業活動を確保する

ための連携機能の強化を進めるとともに、工業団地の形成に向けた取組みを推進しま

す。 

 ・集落地や緑地については、農林業施策との調整を図りつつ、山村集落環境と山林の積

極的な保全を推進します。 

【都市施設等の方針】 

 ・拠点間をネットワークする幹線道路については、道路機能の拡充や交通移動の円滑化

を推進します。 

・集落内生活道路の整備を推進するとともに、集落間ネットワークの強化を推進します。 

 ・大分農業文化公園は、自然とふれあえる環境を提供し、市民が余暇を過ごせる場所と

して、施設の機能充実とアクセス性の確保を推進します。甲尾山公園は、市民が日常

的に利用できるレクリエーション施設であることから、施設の適正な維持管理と機能
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充実を推進します。 

 ・八坂川や立石川については、地域の魅力を高めるため、関係機関との調整を行い、防

災性の向上と親水性を確保するための遊歩道や親水公園等の整備を推進します。 

 ・点在する集落については、公共下水道や合併処理浄化槽の整備を推進します。集落排

水事業区域については、接続率の向上を推進します。 

 ・地域住民の交通の利便性を確保するため、現在運行しているコミュニティバスの維持

と新たな運行ルートについて検討します。 

【その他の方針】 

 ・地域で生産された様々な地域産品の地産地消を確立するため、地域生活拠点において

地域内外の交流を促進する交流拠点の形成を推進します。 

 ・地域住民の安全性を確保するため、急傾斜地の崩壊対策や土石流対策として、急傾斜

地崩壊対策事業や砂防事業の実施を推進します。 

 ・良好な景観を有する斜面緑地や集落環境の景観的価値に対する意識向上を推進します。 

 ・市街地内の防災性と居住環境の向上を図るため、自主防災組織の育成に向けた取り組

みを積極的に推進します。 
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Ｅ地域まちづくり方針図 
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５－１ 市民参加のあり方               

（１）市民参加の方向性 

① 基本的な方向性                           
「城下町と自然と人が共生する暮らしやすいまちづくり」を実現するため、市民・

企業・行政のパートナーシップを進めていくことが重要です。そのため、計画策定後、

まちづくりに関する個別の計画・事業において積極的に市民参加を取り入れ、 終的

には行政主導型まちづくりから市民・企業・行政の協働型まちづくりを目指します。 

 

② 杵築型市民参加の展開                        
杵築市民の気質に合った市民参加方策として、段階的に取り組むものとします。  

〈 杵築型市民参加の方向性イメージ 〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

◆第１段階＝取組み姿勢に応じた市民参加 
現在、積極的に市民参加に取り組んでいる市民の活動については市民参加を先導する試

みとして、積極的に支援・ＰＲを実施し、市民参加意識の啓発を図ります。 
市民参加は、一般市民にはなじみが薄いことから、地区公民館を中心に生涯学習の一環

として、市民参加のまちづくりの啓発を推進していきます。 
 
 ◆第２段階＝市民・企業のまちづくりへの参加者の増加 

第１段階の取組みによって、これまで有志によるまちづくり活動であったものから、
徐々に興味ある方々の参加が増えていき、まちづくりの気運が高まります。 

 
 ◆第３段階＝市民・企業の主体的なまちづくりへの参加 

まちづくりに参加することへの抵抗感が次第になくなることで、多くの市民や企業が自
ら主体的にまちづくりに参加するようになり、まちづくり活動が活性化し、施設整備や計
画見直しなどの公共事業に対する市民理解が得やすくなります。 

杵築市都市計画 まちづくりに関する 

行政主導型 

まちづくり 

まちづくり団体などの 

既存の市民参加の取り組み 

協働型 
まちづくり 

まちづくり全般への 

市民・企業の参加 

地区公民館を中心とした生涯学習としてのまちづくりの啓発 

市民・企
業の主
体的なま
ちづくり

気運の高まり 

知識・経験の取得など 

第１段階 第２段階 第３段階 
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（２）まちづくりにおける市民の関わり方 

まちづくりにあたっては、多くが行政主体で進められますが、市民や企業の理解や

協力なくしてスムーズな展開は望めません。市民の関わり方とその度合いについて、

その例を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民主体 

行政主体 

（例）歴史的な町並みを未来に残していくため、 

市民ひとりひとりが歴史ある建物や生け垣等

の管理に努めます。 

（例）商業者と市民とが様々なアイディアを出し合

い、協力し合って、商店街の活性化活動を進

めます。行政はその活動を支援し、施設整備

を図ります。 

（例）身近な公園を整備する場合、市民の意向を反

映させるため、計画段階から緑化管理・施設

の運営までを、市民と行政が協働で取り組み

ます。 

（例）街路整備などについては、交通体系や公共交

通の整備促進を考えながら、市民協力のも

と、行政が主体で行います。 
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（３）市民参加を推進させるために取組むべきこと 

今後、市民・行政・企業が互いの信頼関係のもと、まちづくりを進めるためには以

下のような取組みが必要です。 

 

① 公民館活動の充実                          
中央公民館を活用し、生涯学習の一環としてまちづくりについての基礎知識や実践

手法など、まちづくりについて学ぶためのプログラムの導入を推進します。 

 

② 人材育成                              
まちづくりに対する市民意識が高まれば、まちづくりのリーダーとなる人材が必要

となります。 

また、まちづくりや市民参加においては、日々新しい考え方や手法が出てきていま

す。それらの知識を吸収して活かせるように、行政と市民を交えた勉強会や研修など

を実施し、まちづくりのリーダーとなる人材の育成を推進します。 

 

③ 情報公開                              
行政の持っている情報や問題点を提示し、市民や企業も持っている情報や意向を提

示するという双方向の情報交換に取り組んでいきます。情報公開の媒体としては、従

来の広報紙等による周知のほかに、ケーブルテレビの市民チャンネルやインターネッ

トなどの活用を検討します。 

 

④ ルールづくり                            
多くの人々が関わる市民参加においては、まちづくりのルールが必要です。市民と

行政もしくは市民間で、ガイドラインや支援方策などのルールづくりを行い、円滑な

まちづくりの運営を推進します。 

 
⑤ 体制づくり                             

今後本市においては、様々なまちづくりの事業が予定されていますが、その際も計

画・管理・運営などのあらゆる段階で市民参加を取り入れ、市民の視点や意向、協力

が十分に反映できるシステムづくりを推進します。 
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５－２ 都市づくりのあり方               

（１）実現のために市が取り組むべきこと 

マスタープランにおいて定められた方針を実現するため、庁内における推進体制の

強化を行い、市民や関連機関との連携を図ります。 

 

① まちづくり推進体制の確立                      
まちづくりを推進していくためには、都市計画分野だけでなく、福祉・教育・文

化・産業・環境など様々な行政分野と連携を図ることが必要です。関係各課の情報の

共有、相互調整、合意形成を行い、各分野の事業を統合したまちづくりに関する総合

的・体系的な施策展開を推進します。 

また、市民に開かれた行政を展開するためには、積極的に広報や啓発活動を行い、

市民の意見をまちづくりに反映させて、広範な施策を行うための組織の確立に向けた

取り組みを推進します。 

 

② まちづくり支援体制の確立                      
これからのまちづくりは、計画の策定段階や実施の段階においての市民参加が不可

欠です。市民参加を実効あるものとするためには、市民参加のための人材育成や体制

づくりを推進します。 

 

③ 市民との連携                          
市民の参加を得ながら効果的、効率的にまちづくりを進めていくためには、各種市

民団体を活用するなど、市民との連携が重要です。 

 

④ 国・県・周辺自治体との連携                     
国道や県道などの幹線道路や都市施設などの整備は、他の関係機関と調整を図りな

がら整備を進める必要があることから、事業の調整や促進、まちづくりに関する情報

交換など国、県、周辺自治体との連携強化を推進します。 
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（２）計画の運営と展開 

① 関連計画との相互の連携・調整                    
今後、関連計画の策定にあたっては、マスタープランとの調整が図られるよう管

理・運営を行い、一体的な連携によるまちづくりを進めます。 

 

② まちづくりの進捗状況の点検、評価とその周知              
継続的にまちづくりを進めるためには、まちづくりの進捗状況を点検し、その評価

を行い、市民の理解を得ることが重要になります。 

今後、マスタープランに基づき進められる個々のまちづくり事業の進捗状況を市民

に周知し、それに対する意見をその後の事業に反映させていきます。 

 

③ 誘導手法などを活用したまちづくりの推進               
町並みの整備については、地区計画などの規制誘導手法や、まちづくり協定などの

自主的なルールによる誘導手法を活用していきます。 

 

④ 都市計画マスタープランの見直し                  
都市計画マスタープランの上位計画となる「杵築市総合計画」や「杵築都市計画区

域マスタープラン」の見直し時期に合わせ、都市計画マスタープランの見直しを図っ

ていきます。ただし、社会情勢の変化等によって見直しの必要性が生じた場合には、

適宜見直しを行うこととします。 
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【参考資料】用語解説 

あ行 

◆ ＮＰＯ（Non-Profit Organization） 

社会的な使命を達成することを目的にした民間の非営利型組織。非営利とは利益を上げな

いという意味ではなく、利益は団体の活動目的を達成するための費用に充てるということで

ある。特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）による法人格を取得した団体を通称ＮＰＯ法人と

いうが、一般に、こうした狭い意味ではなく、政府・自治体や企業では扱いにくいニーズに

対応するための活動や社会的な問題を解決するための活動を行う組織や団体をさす。 

 

か行 

◆ 開発行為 

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変

更のこと。 

 

◆ 環境負荷 

人の生活や都市活動により環境に加えられる影響のこと。大気汚染や水質汚濁、生態系の

破壊などの原因となる自動車や工場からのガスの排出、家庭や工場からの排水、開発などに

よる自然の改変など、環境保全上支障の原因となる恐れのあるもの。地球温暖化の原因であ

る二酸化炭素などの温室効果ガスや、ヒートアイランド現象の原因である都心部の廃熱など

も含まれる。 

 

◆ 幹線道路 

道路網のうちでも主要な骨格をなし、都市に出入りする交通、及び都市の住宅地、工業地、

業務地などの相互間の交通を主として受けもつ道路。 

 

◆ 既存ストック 

都市における生活や産業を支える基礎的な都市基盤や公共施設、公益的な民間施設などで、

既にあるもの、あるいはそれらの総量をさす。広義には、土地、住宅、産業施設など、既存

の都市の資源や資産を全般的に示す表現として用いられる。 

 

◆ 急傾斜地崩壊危険区域 

がけの斜面角度が30度以上でかつ高さが5メートル以上のがけ地のうち、崩壊のおそれ

があるとして急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、都道府県知事が指定

する区域。 
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◆ 協働 

パートナーシップの関係を前提として、課題や目的を共有しながら、より良いものを創り

上げていく具体的な「行為や行動」のこと。 

 

◆ 建築協定 

建築基準法に基づいて、関係権利者が合意のもとで建築物の敷地・構造・用途・形態・意

匠などについて定める協定。 

 

◆ 公共交通 

電車、バス、地下鉄などの不特定多数の人々が利用できる交通機関。 

 

◆ 高度利用 

容積率の高い建物による土地利用。高度利用によって良好な市街地を形成するためには、

道路などの公共施設が整備されていること、一定以上の敷地規模であること、敷地内に有効

空地が確保されていることなどが必要である。 

 

◆ コーホート要因法 

コーホートとは、同年（または同期間）に出生した集団のことで、コーホート要因法は、

将来人口を推計する手法の一つで、集団毎（5歳階級）の時間変化を軸に人口の変化を捉え、

将来の人口を推計する。 

 

さ行 

◆ 市街地整備 

良好な市街地環境を創出することを目的として、市街地の基盤施設や環境を整備すること

を総称していう。一般に道路、公園などの基盤施設の整備や土地区画整理事業、市街地再開

発事業などの面的な整備をいう。 

 

◆ 総合計画 

地方自治法の規定に基づく計画で、市のまちづくりの指針となるものであり、市がめざす

まちづくりの方向やそれを実現するための施策などを定める重要な計画。 

 

た行 

◆ 地区計画 

一体的な街区について、主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園等の施設

の整備、建築物の建築等に関して、必要な事項を一体的かつ総合的に定めて街区内の開発行
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為等を規制・誘導していくために、市町村が都市計画として定める制度。 

 

◆ 都市機能 

居住機能、商業機能、工業機能、公共公益機能など都市を支える諸機能をいう。 

 

◆ 都市基盤 

道路や河川、下水道などに代表され、都市活動（生活や産業活動）を支える基幹的な施設

のことをさす。 

 

◆ 都市計画道路 

都市計画法に基づく都市施設として定められる道路。 

 

◆ 都市計画法 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与

することを目的として昭和43年に制定された法律。都市地域における土地利用と都市整備

に関する各種制度の基本となる法律である。 

都市計画区域の指定、都市計画マスタープランの策定、市街化区域と市街化調整区域の区

分、地域地区の指定、都市施設の計画など、都市計画の内容、その決定手続き、各種の規制

などについて定めている。都市計画区域の指定や都市計画の基本的な事柄については都道府

県が、その他については市町村が定めることとされている。 

 

◆ 都市計画区域マスタープラン 

都市計画区域マスタープランは、市町村界を超える広域的な観点から、都市計画の目標や

主要な都市計画の決定の方針などについて、都道府県が都市計画区域ごとに定めるものであ

り、市町村が定める都市計画マスタープランとは性質が異なる。 

 

◆ 都市構造 

道路、鉄道などの根幹的な都市施設や河川などの大規模な地形・地物を骨格として、都市

の機能や土地利用をイメージする空間構成を表現したもの。 

 

◆ 都市施設 

道路や公園、下水道、ごみ処理場、その他まちの中で基幹的、骨格的な機能を持つ公共施

設のことである。都市施設のうち、特に重要なものは、あらかじめその位置などを都市計画

で定めておくことができる。 
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は行 

◆ 防災マップ 

防災マップは、ハザードマップとも呼ばれ、自然災害による被害を予測し、その被害範囲

を地図化したもので、災害発生時の被害の拡大範囲および被害程度、さらには避難経路、避

難場所などの情報が既存の地図上に図示されている。 

 

◆ バリアフリー 

障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去するという意味

で、もともと住宅建築用語として登場し、段差などの物理的障壁の除去をいうことが多いが、

より広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去

という意味でも用いられる。 

 

ま行 

◆ マクロ 

直訳すると「巨大である、巨視的である」などの意味であり、広い視点で捉えるという意

味で用いられる。（⇔ミクロ） 

 

や行 

◆ ユニバーサルデザイン 

すべての人が使いやすく利用できるように設計された施設や器具等をさす。 

 

◆ 容積率 

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。用途地域に応じて最高限度が定められている。 

 

◆ 用途地域 

都市計画法上の地域地区のうち最も基本的な地域であり、住宅地の望ましい環境づくりや、

商工業に適した地域づくりなど、それぞれの地域にふさわしい発展を促すために定められる。

地域区分には大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、そのなかでさら

に細かく分けられ全部で12種類ある。各区分によって、建てられるものと建てられないも

の、その用途や規模、形態などが規定される。 

 

ら行 

◆ ロードサイド型店舗 

幹線道路等の通行量の多い道路の沿線において、自家用車でのアクセスが主たる集客方法

である店舗のことをいい、都市郊外の主要幹線沿いに立地するものを指す場合が多い。 




