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１ 都市計画の目標

(1) 都市づくりの基本理念 

①  基本理念  

宇土都市計画区域（以下、「本区域」とする。）は、北・東は熊本市、

南は宇城市、西は天草を結ぶ位置にあり、九州縦貫自動車道、国道３号、

国道 57 号、国道５０１号及びＪＲ鹿児島本線又将来的には地域高規格道

路を機軸とした交通要衝の区域である。  

古くは肥後南半部を治めたキリシタン大名・小西行長公の本拠地とし

て栄え，県下で最も早く近世城下町が形成された。現在の市街地の街区

は、この時期に整備されたものを基本的に踏襲している。江戸時代には、

肥後細川宇土支藩３万石の城下町として発展し、その街並みは今に受け

継がれ、情緒漂う都市景観を形成し優れた自然環境と文化遺産に恵まれ

た陸海の交通の要衝地である。近年は本区域内での人口の増加が顕著で

あり、今後発展が見込まれる区域である。  

本区域でこれまでに策定された市町村マスタープランでの都市づくり

の理念に関しては、以下のようになっている。  

宇土市都市計画マスタープランの都市像は、「自然と共生し、文化と産

業がおりなす快適環境のまち  宇土」としている。  

これらを勘案して、本区域の都市づくりの基本理念を宇土市都市計画

マスタープランの将来像を基本的に踏襲し、「自然と共生し、文化と産業

がおりなす快適環境のまち  宇土」としたうえで、これまでの都市づく

りの基本理念を活かしていくこととする。  

また、この将来像を実現するために、農林業の健全な発展を維持しつ

つ、健康で文化的な都市生活と都市活動を確保し、適正かつゆとりのあ

る土地利用の推進を図ることを基本理念とする。  

【都市づくりの基本理念】  

『自然と共生し、文化と産業がおりなす  

快適環境のまち  宇土』  
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次に、基本目標は宇土市都市計画マスタープランの目標と整合を図る

ために、その基本目標を踏襲するとともに、これからの都市づくりの考

えも入れて、以下のとおり設定する。  

【都市づくりの基本目標】

「未来躍動都市づくり」

（未来に躍進し活力あふれる経済活力都市づくり）  

農業・商工業等の産業振興に加え、本区域の持つ特性・条件を最大限

に活かした産業の展開を図り、未来に躍進する。特に中心市街地では、

商店街等の再生を行い、道路、公共交通機関とのアクセスの向上を図り、

都市的魅力を創出しにぎわいと活力のある都市づくりを推進する。  

「文化創造都市づくり」

（伝統文化を守り教育機能を核に創造する文化都市づくり）  

地域における文化活動の環境整備を図り、新しい文化の創造につなが

る施策を展開するとともに、アメニティや景観に配慮した生活空間の形

成に努め、貴重な文化遺産の保護を推進する。  

「環境共生都市づくり」

（人と自然が共生しこころゆたかな快適環境都市づくり）  

周辺の自然環境との共生を進め、地域の個性を活かした都市的な魅力

を創出し、都市基盤整備が整った良好な住宅の供給を推進して、快適な

居住環境を形成する。また、福祉、保健、医療の充実を図り、ユニバー

サルデザインにも配慮した暮らしやすい都市を目指す。  

「交流拠点都市づくり」

（独自性を備え宇城の中核都市として自立する都市づくり）  

都市的サービスや身近な就業機会を提供するとともに、周辺地域から

の円滑なアクセスを確保できるよう圏域内の交通網、情報通信基盤の整

備を図る。また、宇城地域の中核都市及び周辺地域との一体性を進め、

熊本中枢都市圏や八代広域都市圏等との交流の拠点都市づくりを推進す

る。  
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「コンパクトな都市づくり」

（コンパクトで多様な機能を有する宇土らしい都市づくり）  

都市の個性を生かしながら、美しい環境、風格ある都市づくりを進め

るとともに、市街地の健全な形成、公共交通機関等を活かした都市づく

り、中心市街地の再構築とコンパクトな都市づくりを進める。  

「住民参加の都市づくり」

（住民と行政が協働により取り組む都市づくり）  

良質な地域社会を構築していくために、情報公開と住民参加のルール

づくりを基本として、都市計画制度を有効に運用しながら、住民と行政

が協働により都市づくりを進める。  

②  都市計画区域の範囲  

本区域の範囲は、以下のとおりとする。  

都市計画区域名 宇土都市計画区域  

範  囲  宇土市の行政区域の一部  

(2) 地域ごとの市街地像 

前述の都市づくりの基本理念『自然と共生し、文化と産業がおりなす快

適環境のまち  宇土』の実現のためには、住民により密着しそれぞれの

機能と役割を持った単位である“地域”の視点での都市づくりを進める

ことが重要である。  

このため、地域としての一体性や土地利用のまとまり、将来のあるべ

き姿等を考慮して、以下のような地域ごとの市街地像を設定し、今後は、

これに基づいて、本区域全体の発展につながる効果的な都市づくりを進

めていくものとする。  

ａ  地域ごとのゾーン  

＜住宅ゾーン＞

住宅ゾーンは、居住水準の向上、良好な環境整備を推進するために、

計画的な住宅の改善と居住環境の確保に努める。  
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＜商業ゾーン＞

宇土駅及び宇土市役所周辺や本町通り、国道 3 号及び県道八代鏡宇土

線沿い等を商業ゾーンと位置づけ、商業機能の拡充や各機能との連携を

図り、人が集う魅力ある中心商業地の形成を推進する。  

＜工業ゾーン＞

既存の工業地については、将来的にも工業ゾーンと位置づけ、施設周

辺の整備及び環境に配慮した整備を推進する。また、今後の新規企業の

受け皿として、農業上の土地利用との調整を図ったうえで、工業適地指

定等の活用により、工業用地の確保を図る。  

＜集落ゾーン＞

既存集落を中心に、地域特性に配慮した生活環境の拡充を進める。施

設については、コミュニティ施設や教育・福祉施設等の整備拡充を図り、

地域住民の交流の場の確保や余暇需要に対応した整備を推進する。  

＜農業ゾーン＞

本区域の水田を中心に既存の農地を農業ゾーンと位置づけ、農地の保

全を図るとともに、市街地との調和を保ったものとする。  

＜自然環境保全ゾーン＞

山林、丘陵地、潤川等の貴重な自然が残されている区域を自然環境保

全ゾーンと位置づけ、国土保全機能や景観確保の観点から森林資源の適

正な保全を推進する。  

ｂ  地域ごとの拠点

＜都市拠点＞

宇土市役所及び宇土駅周辺を都市拠点として位置づけ、商業、各種業

務など都市活動を図るための拠点とする。  

＜工業拠点＞

既存の工業地を工業拠点として位置づけ、今後とも工業拠点としての

機能を維持していく。  
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ｃ  都市と緑の軸  

＜都市連携軸＞

国道 3 号、国道 57 号、国道 501 号、地域高規格道路の熊本天草幹線道

路、県道宇土甲佐線、県道八代鏡宇土線を都市連携軸と位置づけ、熊本

中枢都市圏、八代広域都市圏、本渡広域都市圏等との連携を推進する。  

＜水と緑の軸＞

主要な河川を水の軸とし、市街地を取り囲む山地・丘陵地を緑の軸と

位置づけ、自然環境の主要な軸として保全・整備を図っていく。  

＜幹線道路＞

国道、県道をはじめ、主要な都市計画道路を幹線道路として位置づけ、

本区域内の生活・産業の軸にふさわしい道路網を形成していく。  

(3) 各種の社会的課題への対応  

社会的課題（環境・景観への対応、都市防災への対応、少子高齢社会

への対応、安全・安心に暮らせる地域づくりへの対応）に対する本区域

における都市計画上の対応は、以下のとおりである。  

①  環境・景観への対応  

人々の生活圏の拡大や生活スタイルの変化などによる環境問題が深刻

化する中、本区域では環境・景観への対応として、以下の循環・共生型

社会の構築、美しい景観の創出などをもって安らぎと潤いのある環境に

やさしい都市づくりを推進する。  

ア）循環・共生型社会の構築  

環境負荷の少ない省エネルギー型の都市を形成するために、交通の

発生や移動の需要が少ない都市構造への誘導、公共交通への転換、道

路の効果的整備による交通の円滑化等を推進する。  

また、公害発生の未然防止等も踏まえながら、公共下水道や農業集

落排水事業、合併処理浄化槽等を含めた効率的かつ効果的な生活雑排

水・し尿処理体制の検討・構築に努めるほか、適正なごみ処理・再資

源化を進める。  
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イ）環境配慮型事業の推進  

治水・治山事業など、地域の安全性向上や自然的環境が有する様々

な公益的機能を維持・向上するために行う事業等の実施にあたっては、

できるだけ自然環境や生態系が損なわれないような整備を図り、貴重

な地域資源の保全に努める。  

本区域が有する美しく豊かな自然環境や景観を大切にした都市づく

りを進めるために、市民、行政、事業者が一体となって美しい都市の

実現を図る。  

ウ）美しい景観の創出  

本区域では、優れた自然環境・景観を後世に引き継ぐため、公園・

広場の整備と併せて緑地・景観の保全を推進し、潤いのある都市空間

の創出を図る。  

また、美しい街並景観を創出するため、違反広告物の規制や電線の

地中化の検討を行うとともに、文化財や自然景観、農村景観などの優

れた景観の保全に努めると同時に、河川などの親水空間の整備など地

域資源の有効活用により潤いあふれる美しい景観の創出に努める。  

エ）開発行為への適切な対応  

住宅団地開発など周辺部の土地利用に多大な影響を及ぼす可能性の

ある開発行為等に対しては、一度転換してしまった土地利用は容易に

もとに戻すことができないことや、生態系をはじめとする自然の様々

な循環に影響を与えること等を鑑みて、開発許可制度等に基づき適切

な対応を図る。  

②  都市防災への対応  

災害に強い都市形成を目指し、防災組織の充実、都市施設の不燃化、

耐震化、治山・治水対策の強化等、住民、企業、行政が一体となった防

災都市づくりを推進し、以下への対応を図っていく。  

ア）防災対策の強化  

本区域は、災害を未然に防ぎ住民の生命や財産の安全性を確保する

ために、関係機関への要請のもと、堤防の整備や河川改修等の治水事

業、保安林の整備等の治山事業など、各種防災事業を進める。  

イ）防災空間の充実  

道路や公園、その他公共施設などの整備・拡充により災害時の避難

地及び避難路の確保を図るとともに、地震時における建物の倒壊、及
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び火災の発生・延焼拡大等を抑制するために、建物の耐震化及び不燃

化を促進する。  

③  少子高齢社会への対応  

少子高齢化及び環境対策等の急速な進展などにより都市づくりには効

果的・効率的な都市整備が要望されているなか、本区域では都市内に蓄

積された都市基盤施設のストックを活用しつつ中心市街地を再構築し、

郊外部での市街地拡大を抑制しながら、ユニバーサルデザインに配慮し

た誰もが安心して快適に住み続けることができるコンパクトな都市づく

りを進める。  

ア）都市経営コストの小さな都市づくり  

健全な市街地の形成を図ることにより、供給処理施設・交通施設等

の線的施設や、また、ごみ収集等のサービス費用や学校・福祉施設等

の施設の整備・維持・更新費用などの都市経営コストの削減を推進す

る。  

イ）誰もが安心して不自由なく快適に暮らし続けることのできる都市づ

くり  

近年の交通量増大に伴う通過交通発生等の交通弊害に対応すべく、

歩道やイメージハンプ（舗装の色等を変えて車道を盛り上げたように

運転者の注意をひいて速度抑制を図るもの）等の交通安全関連施設の

整備・充実により子供、高齢者、及び障害者などの交通弱者の安全性

を確保する。  

また、地域福祉に対する要望が高まる中、ユニバーサルデザインの

理念に基づいて公共施設の整備に努める等、誰もが安心して不自由な

く行動し快適に暮らし続けることのできる都市づくりを推進する。

④  安全・安心に暮らせる地域づくりへの対応  

最近の犯罪の発生状況を踏まえ、各種社会基盤の整備にあたっては、

地域の状況に応じて、警察、公共施設管理者及び地域住民等と連携し、

犯罪防止に配慮した整備を行うことにより、住民が安全・安心に暮らせ

る地域づくりを進めるものとする。  
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(4) 都市計画区域の広域的な位置づけ 

日常生活において、都市が周辺の地域と一体となって住民や企業のニ

ーズを充足する都市圏の形成が進んでいる。そのために、これからは社

会連携の進展及び市町村合併の動きに対応して、都市のあり方を広域的

な地域のまとまりという視点で各都市の連携を進めていくことが重要と

なっている。  

そこで、本区域が中心となる宇土松橋都市圏は、熊本中枢都市圏、八

代広域都市圏、本渡広域都市圏との連携を強めていくことを基本方針と

し、以下の広域的な役割を担っていく。また、「八代宇城地方拠点都市地

域・基本計画」の「宇土駅東街区周辺拠点地区」の整備を推進していく。  

【宇土松橋都市圏の役割】  

○熊本中枢都市圏との一体性に配慮しながら、良好な住環境の形成と日

常的な都市的サービスの向上を図る。  

○松橋Ｉ・Ｃの交通利便性と熊本市の郊外地域としての立地条件を活か

した商業機能の集積効果に基づいたまちづくりを推進する。  

（特に、本区域では広域交通の結節点に位置するという優れた立地条

件を活かしたまちづくりを推進する）  
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※この図面は、おおむねの位置 、広がりを示 している。 
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２ 区域区分の決定の有無 

(1) 区域区分の決定の有無 

本区域には、区域区分を定めない。  

なお、区域区分を定めない根拠は、以下のとおりである。  

①  本区域には，今後も人口増加が見込まれ一定の住宅需要が予想され

るが，現在の市街地（用途地域内）には、低・未利用地も存在するた

め，本区域の社会活動や経済活動に大きな影響を与えるような、急激

な市街地の拡大は想定されない。

②  幹線道路沿道や既存集落周辺などにおいて部分的な市街化傾向が見

受けられるが、当該地域では建築物の形態規制や地区計画制度、その

他の土地利用制度を活用しながら、適切な規制・誘導を図っていくこ

とで良好な市街地形成を行うことが可能であると考えられる。

③  ①により急激な市街地の拡大は想定されないこと及び②のとおり各

種の土地利用制度の活用を図ることにより、市街地周辺の農地や郊外

の自然環境と調和した良好な都市環境を形成することが可能である。
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３ 主要な都市計画の決定の方針 

(1) 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針  

本区域では、熊本市近郊に位置し、県内の主要道路や鉄道が集中して

おり、通勤や通学、買い物、余暇活動などの日常生活において交通の利

便性が高い。また、広域的な住宅都市としての受け皿づくりや農業をは

じめとする産業の振興など、多様な土地利用を展開してきている。  

本区域が有する土地は、限られた資源であるとともに、住民が将来に

わたって生活及び生産等の諸活動を進めていく上での共通の基盤である

ことから、今後の土地の利用にあたっては、公共の福祉を優先させて自

然環境の保全を図りつつ、本区域の持つ社会的・経済的及び文化的な諸

条件を十分に踏まえながら、住み良い生活環境の確保と区域の均衡ある

発展を図ることを基本理念とし、総合的かつ計画的な土地利用を推進し

ていくものとする。  

○都市的土地利用と自然的土地利用の調和  

土地の開発と自然環境の保全に関する計画的な調整により、秩序あ

る土地利用及び社会経済情勢の変化等に対応した合理的かつ効果的な

土地利用を誘導し、都市的土地利用と自然的土地利用の調和を図る。  

○地域の機能を高める土地利用の推進  

本区域の広域的な位置づけ等により導かれる地域ごとの機能・役割

に基づいて、整備、開発及び保全など地域に合った土地利用を推進し、

都市全体で連携が図られた機能的なまちの形成を誘導する。  

○秩序ある土地利用の推進及び既存の地域資源の活用  

秩序ある土地利用の推進を図るために、これまで守り築きあげてき

た社会資本、自然環境や歴史的・文化的遺産等の地域資源を活かした

ものとする。  

①  主要用途の配置の方針  

本区域の主要用途の配置は、現在の用途地域区分を基本としつつ、現

在の土地利用のまとまりや将来の発展動向など地域の実情等を考慮し適

切な用途指定に努めるため、以下のように設定する。  

ａ  住宅地  

本区域の国道３号周辺や国道３号、57 号と県道八代鏡宇土線、川尻宇

土線等に囲まれた区域周辺一体を住宅地区として位置づける。  

住宅地は、国道３号、57 号や県道八代鏡宇土線、県道川尻宇土線、3.4.2

宇土中央線などの主要幹線道路沿道等での店舗、事務所等の立地をある
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程度許容しつつ、住宅地への純化を基本とした土地利用の規制・誘導を

図るものとし、そうした中で、都市計画事業、民間活力等による計画的

な都市基盤の整備や周辺の緑豊かな自然と一体になった街並み整備等を

積極的に行い、緑多い潤いとやすらぎのある良好な居住環境の形成に努

める。  

ｂ  商業地  

本区域の市街地中心部の国道３号、57 号、県道八代鏡宇土線、県道川

尻宇土線をはじめ、 3.4.2 宇土中央線沿道周辺部を商業地として位置づ

け、後背部に位置する住宅地や農地等の周辺環境との調和に考慮しつつ、

商業施設の集積化・多様化や、駐車場、広場等の商業環境整備、個性的

な街並み整備等による商業機能の強化を図り、まちの中心として賑わい

あふれる商業地の形成に努める。  

ｃ  工業地  

国道３号、57 号、県道八代鏡宇土線及び県道川尻宇土線の沿線等を工

業地として位置づけ、隣接する住宅地や農地等の周辺環境との調和に十

分配慮しつつ、環境悪化の恐れが無い工場等の立地を許容した土地利用

を図る。  

②  土地利用の方針  

自然環境の保全や、自然的土地利用と都市的土地利用の調整など、区

域の均衡ある発展のために必要となる事項について、以下にその方針を

整理する。  

ア）土地の高度利用に関する方針  

区域中央部に位置する市街地等は、多くの都市機能が集積するまち

の中枢であり、交通の軸が交差するまちの玄関口でもあることから、

賑わい・活力があふれ、まちの個性を表現するような顔づくりが求め

られている。  

このため、市街地を通る国道３号と県道川尻宇土線等に囲まれた地

区は、地域住民の交流・憩いの場の整備、及び美しく個性的な街並み

景観整備などを進め、公共空間の確保を図りつつ一体的な市街地の開

発を行い、魅力的なまちの形成に努める。  

イ）用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針  

本区域では、良好な生活環境の形成や機能的な土地利用を実現する

ため、用途の純化を基本とした土地利用を図る。また、土地の利便性  
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や地域住民のニーズ等を考慮し、複合的な土地利用が必要となる市街

地の区域については、適宜、用途の複合化を図っていくものとする。  

○土地区画整理事業地  

土地区画整理事業地区においては、当該事業を契機として、用途

地域等に基づいた建物の移転・良好な市街地形成に向けた土地利用

の純化、土地の有効利用等を図り、良好な居住環境の形成を誘導す

る。  

○主要幹線道路沿道  

国道３号、 57 号、 県道八代鏡宇土線、県道川尻宇土線をはじめ、

3.4.2 宇土中央線沿 道 などの主要幹線道路沿道においては、産業の

需要や交通利便性を享受できる土地のポテンシャル等を考慮して、

沿線の生活環境に配慮しながら、商業施設や流通・業務施設などの

立地を許容し、複合的な土地利用を検討する。  

ウ）居住環境の改善又は維持に関する方針  

道路、公園等公共施設の整備の遅れや建物の密集化など、居住環境

上問題・課題のある市街地においては、農業上の土地利用との調和を

図ったうえで、土地区画整理事業等による計画的な都市基盤整備を図

るとともに、これに併せて地区計画や建築協定等の規制・誘導方策活

用による良好な街並みの構築に努め、快適な居住環境を有するユニバ

ーサルデザインにも配慮した市街地としての整序を図るものとする。  

エ）都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針  

本区域内に現存する緑地の保全を図るものとし、オープンスペース

の確保を進め、官民一体となった潤いあふれる都市環境の形成に努め

る。  

また、都市施設の整備を契機に緑化・修景が施されたオープンスペ

ースの確保を図るとともに、緑化協定の導入を検討のもと、官民一体

となった潤いあふれる市街地環境の形成に努める。  

オ）優良な農地との健全な調和に関する方針

本区域では、山間部、用途地域以外の大部分が農業振興地域に指定

されており、そのうち平坦地においては農用地区域の設定のもと、優

良な農地の保全が図られている。これらの農地は、本区域の重要な農

業生産基盤であることから、将来的にも維持・保全を図っていくもの

とする。  
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カ）災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針  

丘陵地の樹林地等は、災害の防止や被害の緩和などに資する公益的

機能を有する緑地であることから、無秩序な市街化を抑制して機能の

維持に努めるものとする。  

また、主要な河川に隣接する地域については、水害等の災害防止等

の観点から、無秩序な市街化を抑制していくものとする。  

キ）自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針  

市街地周辺の丘陵地や浜戸川等の主要な河川は、野生動植物等の生

息・生育地であるとともに、都市の骨格を形成する重要な緑地である

ことから、森林法や河川法などの土地利用規制を通じて保全に努める。

特に、市街地の北部と西部に隣接する河川や樹林は、美しい自然環境

と歴史的・文化的な遺産が一体となった水と緑の空間として、積極的

な保全に努める。  

ク）計画的な都市的土地利用の実現に関する方針

民間事業者が行う開発行為に対しては、周辺環境との調和や地域産

業への波及効果などを考慮しつつ適正かつ効果的に誘導し、活力と潤

いがあふれる地域環境の維持・形成に努める。  

幹線道路沿道部をはじめ、区域全体に散在している既存集落におい

ては、地区計画等の適切な規制・誘導方策の導入を検討のもと生活環

境整備を図り、集落内の活力やコミュニティが維持された良好な居住

環境の形成に努める。  

なお、地域の現状、将来の発展動向を踏まえたまちづくりの方向性、

及び住民の意向等を勘案して設定する建築形態規制に基づいて、建築

物の秩序ある立地を誘導する。  
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(2) 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

①  交通施設  

ａ  基本方針  

ア）交通体系の整備の方針  

本区域の現在の幹線道路網は、区域を南北方向に縦断する国道３号

をはじめ、国道 57 号、県道八代鏡宇土線、県道川尻宇土線、県道宇土

甲佐線などの県道や都市計画道路等によって構成されている。  

これらの主要な道路は、地域住民の生活や企業の産業活動など、あ

らゆる人々の諸活動を支える軸として多く利用されている状況にある

が、車社会の進展に伴う交通量の急激な増加、地域間の交流・連携の

必要性が増大する中で、機能面や安全面の向上が求められている状況

にある。特に、広域的にまちづくりを進めるためには、広域圏の各行

政体を機能的に連絡し、圏域全体の発展を誘導する役割を担う広域交

通体系の構築が重要な課題となる。  

このような事を踏まえ、本区域においては、以下の基本方針のもと

で交通施設の整備・改善を図り、円滑な広域交流や産業活動、快適で

利便性のある地域住民の生活等を確保する交通体系の確立に努める。  

○段階的、総合的な交通体系の形成  

隣接市町との交流・連携を促進する広域幹線道路や、区域内の地

域間、拠点間等を連絡する地域幹線道路等の適正配置を図り、それ

ぞれが機能的に結びついた体系的な幹線道路網の形成に努める。  

○将来都市構造に適応した交通施設の配置  

骨格道路や交通拠点、駐車場の整備をはじめ、都市の将来像に基

づく区域各所の位置づけ・役割等に適応した交通施設の配置を図り、

各機能の維持・発展を誘導する。  

○交通の円滑化  

道路については、通過交通等を効果的に処理する新交通管理シス

テム（ UTMS）の整備を促進する。  

○安心して快適に利用できる交通空間の形成  

交通安全施設の充実等により、安全性の高い交通空間の整備を図

るとともに、高齢者、障害者、年少者等をはじめ、すべての人が安

心して快適に利用することができるユニバーサルデザインに配慮し

た交通空間の整備に努める。  

イ）整備水準の目標  

本区域の用途地域内における幹線道路の配置密度は、平成 17 年度末

現在約 1.8km/ｋ㎡となっているが、おおむね 20 年後の平成 32 年には

3.5km/ｋ㎡程度となることを目指して整備を進める。
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ｂ  主要な施設の配置の方針  

ア）道路  

○広域交通  

都市間の交流・連 携を促 進す る広域 幹線道 路と して、また、今後 の

まちづ くり におけ る重要 な都 市軸と して、区域を南北に縦断する国道

３号、57 号や県道八代鏡宇土線、県道川尻宇土線、県道宇土甲佐線等

を位置づけ、関係機関との連携のもと機能強化を図っていく。  

○都市内交通  

周辺市町との連携強化や、広域幹線道路と主要な交通発生源を結び

都市の骨格形成を担う地域幹線道路として、都市計画道路を位置づけ、

各路線の機能強化を図る。  

その他、各地域の現状や将来の発展動向を見据え、さらに区域全体

の交通ネットワークを勘案しながら、適切に都市計画道路等を配置し、

整備を図っていくものとする。  

イ）鉄道  

ＪＲ宇土駅は交通結節点としての機能の強化を図るため、周辺整備

等を図るとともに、宇土駅の利便性の向上に努める。  

ウ）その他  

中心市街地活性化基本計画等で位置づけられている公共公益施設等

の整備を推進していくものとする。  

ｃ  主要な施設の整備目標  

おおむね 10 年以内に整備又は事業着手を予定する主要な施設は以

下のとおりとする。  

※ (主 )： 主 要 地 方 道  
(一 )： 一 般 県 道  

種  別 道路規 格  事  業  内  容  

（ 主 ） 八 代 鏡 宇 土 線  
広域幹 線道 路  

（ 主 ） 宇 土 甲 佐 線  
道路  

地域幹 線道 路  

（都市 骨格 道路）  
（一） 川尻 宇土線  
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②  下水道及び河川  

ａ  基本方針  

ア）下水道及び河川の整備の方針  

○下水道  

本区域の下水道は、市街地を中心に整備が進められており、順次

供用区域の拡大を図りながら、水洗化の普及に努める必要がある。  

このため、公共下水道事業計画に基づいて、地域の現状や将来の

発展動向、農業集落排水事業、合併処理浄化槽事業との整合性等を

勘案しながら、公共下水道を含めた効率的かつ効果的な処理体制の

検討・構築を図り、公共用水域の水質保全及び快適な生活環境の確

保に努める。  

○河川  

本区域の主要な河川である浜戸川、潤川、船場川等の整備を図り、

水害発生に充分に対応できるような各種治水対策や水辺環境の形成

を進める。  

また、災害の危険性の高い河川から改修事業等の治水対策を進め

ることで水害に対する安全性を確保するとともに、生態系に配慮し

た水辺空間の整備、レクリエーション機能の付加及び景観整備等を

図り、人々が集い水と交流することができ、地域に潤いを与える美

しい空間の形成に努める。  

イ）整備水準の目標  

○下水道  

現在の公共下水道整備率（全体計画区域面積に占める供用済面積

の割合）は平成 17 年度末現在で約 71.3％であるが、計画面積 1,027ha

の整備を図り、未整備地域への早期着工に努める。  

○河川  

現状で治水安全度が低く、水害の未然防止や地域の環境保全等の

ために対策を必要とする河川の整備を進めるとともに、市街化の進

展等を見据えながら、治水対策を必要とする河川について順次整備

を進め、治水安全度の向上を図る。  

ｂ  主要な施設の配置の方針  

ア）下水道  

公共下水道事業や農業集落排水事業等に基づいて、計画的かつ優先

的な整備を推進するとともに、区域全体に散在する集落等においても、 
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人口の規模や密度、投資効果などを基準として、地域の特性に応じた

処理方法を適用していくものとする。  

イ）河川  

区域を流れる潤川等の主要な河川は、河川の整備を推進するととも

に、親水性の高い潤いあふれる水辺空間としての機能付加も図ってい

くものとする。  

ｃ  主要な施設の整備目標  

おおむね 10 年以内に整備又は事業着手を予定する主要な施設は以下

のとおりとする。  

種  別  事  業  内  容  

下水道  公 共 下 水 道 事 業 を 中 心とし た処 理区（ 1,027ha）  

河川  
河川改 修  

親水空 間整 備  
一級河 川  潤 川、 準 用河川  船場 川  

③  その他の都市施設  

ａ  基本方針  

前述の都市施設以外で、都市機能の向上や、快適な居住環境、美しい

地域環境等の維持・形成のために必要な公共公益施設については、既存

施設の適正な維持・管理に努めるとともに、広域圏における本区域の位

置づけや役割、住民の行政需要、周辺環境との調和等に配慮しながら必

要に応じて施設の新設・拡充などの整備を図っていくものとする。  

ｂ  主要な施設の配置方針  

ア）ごみ処理施設  

本区域では、宇土・富合清掃センターを都市計画決定して整備され

ている状況にある。今後もこうした広域的な枠組みの中で、住民や事

業者との協力・連携を図りつつ、適正なごみ処理や再資源化を進めて

いく。  

イ）し尿処理施設  

本区域では、 し尿処理は宇城広域消防衛生施設組合のし尿処理施設

（宇土市）で行われており、今後も広域的な取り組み等との整合を図

りつつ、効率的かつ効果的な収集・処理体制の確立に努める。  

ｃ  主要な施設の整備目標  

おおむね１０年間においては、広域的な取り組みと調整を図りつつ、
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施設整備の必要性を検討し適宜整備を行っていくものとする。  

(3) 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

都市基盤の面から課題を抱えている地区や今後の発展動向を踏まえて

計画的に宅地の供給を図っていく地区などにおいても、土地区画整理事

業をはじめとする計画的な面的整備手法の導入を検討し、公共施設の整

備・改善や宅地の利用増進による健全な市街地環境の形成に努める。  

特に、現在計画が進められているまちづくり総合支援事業や中心市街

地活性化基本計画等と連携し、農業上の土地利用との調整を行ったうえ

で、個性的な「まちの顔」の形成を図り、一体的な市街地整備を図る。  

また、幹線道路沿道部をはじめ区域全体に散在する既存集落等につい

ては、地区の現状や将来の発展動向などを踏まえつつ、地区計画などの

規制・誘導方策の導入を検討し、街路整備や一定の建築物を許容するな

どした活力の向上やコミュニティの維持を進め、良好な居住環境等の形

成に努める。  

(4) 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

ａ  基本方針  

ア）自然的環境の特徴と現状、整備又は保全の必要性  

本区域は、田園地帯が広がり、その中を潤川等が流れており、自然

的環境と歴史的環境が相まって地域の個性的な風景を醸し出している。 

これらの自然的環境は、景観形成上、経済活動上、防災上等におい

て重要な役割を果たしており、都市部では容易に得ることのできない

本区域の貴重な地域資源であることから、まちの発展動向や災害対策

等との調和を図りながら保護、育成に努め、将来に引き継いでいく。  

また、余暇時間の増加や生活水準の質的向上等により多様増大化傾

向にある観光・レクリエーションニーズへの対応や、地域間の交流を

促進するまちづくりの観点などから、公園・緑地の適正配置や地域資

源の有効活用による交流空間整備等を図り、良好な自然的環境の創出

に努める。  

イ）緑地の確保目標水準  

本区域の市街地内には、地区公園１ヶ所、近隣公園１ヶ所、街区公

園５ヶ所，特殊公園 1 ケ所が整備（指定のみ公園含む）を完了してい

る。今後は近隣住区内の公園配置状況を勘案した整備を推進する。特

に、中心市街地活性化基本計画等で計画される公園・緑地を適宜整備

していく。そのため、ここではおおむね 20 年後の目標水準を現在の整
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備水準とし維持する。  

市街地 に占 める  

公園・ 緑地 面積の 割 合  

市街地 内人 口  

一人あ たり の目標 水 準  

約 3.2％  約 13.8 ㎡／ 人  

ｂ  主要な緑地の配置方針  

本区域の良好な自然的環境を構成する主要な緑地等を、環境保全系統、

レクリエーション系統、防災系統、及び景観構成系統の 4 つの系統に分

類し、それぞれの視点から配置の方針を示す。  

ア）環境保全系統の配置方針  

都市の骨格となる緑地であるほか、野生動植物の生息・生育地等へ

配慮した環境への負荷軽減等に着目した緑地の系統について、以下の

方針に基づいて配置する。  

○丘陵地及び主要な河川  

まとまりのある樹林を抱える区域東部の丘陵地のほか、潤川など

の主要な河川は、野生動植物の生息・生育地であるとともに、都市

の骨格を形成する重要な緑地として保全に努める。  

○樹林等  

市街地外縁部に位置する樹林等は、環状緑地として良好な居住環

境を演出する重要な存在機能を有していることから保全に努める。  

イ）レクリエーション系統の配置の方針  

多様増大化が予想されるレクリエーションニーズに応え、日常圏的

なレクリエーション活動に対処し得るような、主として利用機能に着

目した緑地系統について、以下の方針に基づいて配置する。  

○区域全体  

既存の公園・緑地の配置状況、人々のレクリエーションニーズ、

人口の規模や誘致圏等を充分考慮しながら公園・緑地を適正に配置

するとともに、地域資源の機能的なネットワーク化を図ることで相

乗効果を高め、レクリエーション機能の強化に努める。  
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○主要な河川  

良好な水質を、人々にやすらぎを与えている河川は、人と水の触

れ合いの場としての有効活用を図るものとし、区域東部の潤川等で

は、区域内の憩いの場の整備を図るとともに、親水性の高い水辺空

間の形成に努める。  

ウ）防災系統の配置方針  

災害の防止あるいは災害発生時における避難地・避難路等の計画、

都市公害の緩和等に対処し得るような緑地の系統について、以下の方

針に基づいて配置する。  

○区域全体  

地震や火災災害発生時における安全性確保のため、避難地となり

得る既存公園・緑地の維持を図るとともに、既存避難地の配置状況、

災害規模に基づいた系統、人口の規模や避難距離圏等を考慮しなが

ら、避難地としての公園・緑地や、避難路としての緑道等の確保に

努める。  

○樹林等  

丘陵地の樹林等は、災害の防止、被害の緩和等に資する保水機能

や遊水機能など、多くの公益的機能を有する緑地でもあることから、

これを保全して機能の維持に努める。  

また、土砂崩れ等の災害が発生する可能性のある区域では、市街

化の抑制を図ることで災害の防止に努める。  

○工業地周辺部等  

公害発生の可能性がある工業地や、騒音・震動等の発生源の周辺

部においては、これらに対する緩衝地帯としての役割を担う緑地の

配置に努める。  

エ）景観構成系統の配置方針  

市街地の背景となる緑地、都市を代表するような郷土的な景観を形

成する緑地、シンボルとなるような緑地等は、都市景観を形成し特色

あるまちづくりに資する緑地系統であり、以下の方針に基づいて配置

する。  

○社寺・境内地等  

社寺境内地にある樹木等は、地区のランドマーク・シンボルとし

て位置づけられる良好な景観要素であることから保全に努める。  

○主要な道路、主要な河川等  

国道・県道などの主要な道路や潤川などの主要な河川は、水と緑
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のネットワーク形成に資する線的景観要素であることから、街路樹

や生け垣の保存・整備、修景・緑化等を図り、景観的価値の向上に

努める。  

ｃ  実現のための具体の都市計画制度の方針  

環境保全、レクリエーション、防災、景観形成等の観点からみる系

統的な緑地配置の一環として、区域全体における量的、位置的な配分

等を考慮しながら、住区基幹公園や都市基幹公園などの都市公園の配

置検討を進め、整備を図っていく。  

また、歴史的・文化的な遺産と一体となって良好な自然的環境を形

成している樹林など、良好な居住環境を形成する上で重要な役割を担

う緑地等については、緑地保全地区など自然環境の保全を目的とする

地域地区等の適用を検討のもと、積極的な保全に努める。  

その他、都市計画法以外の土地利用制度も本区域が有する良好な自

然的環境を保全するための方策として有効性のあるものであることか

ら、今後もこれらの方針を維持していく。  

ｄ  主要な緑地の確保目標  

本区域では、現在のところ、おおむね 10 年以内に整備を予定する都市

公園や、緑地保全地区等の地域地区指定を行う具体の箇所はないが、こ

れらの整備及び指定に向けた検討を進め、適宜実施していくものとする。 
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※この図面は､土地利用のおおむねの配置を示している。


