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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

宇城都市計画区域（以下、「本区域」とする。）は、北は熊本市、南

は八代市、東は宮崎県、西は天草を結ぶ位置にあり、九州縦貫自動車道

（松橋ＩＣ）、国道３号、２６６号、２１８号を基軸として、松橋都市

圏の中枢を担うとともに熊本中枢都市圏、八代広域都市圏、本渡広域都

市圏との連携を図る区域であり、平成１７年の松橋町・不知火町・小川

町ほか２町の市町村合併に伴い、平成２１年に旧松橋不知火都市計画区

域及び旧小川都市計画区域が合併し、一体の都市圏としてまちづくりを

進めるものである。

旧松橋不知火都市計画区域は、昭和３７年に旧松橋町を中心に、都市

計画区域が指定され、用途地域や都市計画道路などの都市計画によって

まちづくりを進めてきた。

一方、旧小川都市計画区域は、昭和６１年に旧小川町の市街地を中心

に都市計画区域が指定され、まちづくりを進めてきたところである。

本区域は、不知火海に面した変化に富む海岸線、緑豊かな山々・農地な

ど多種多様な自然環境の下、豊な歴史と文化・風土を育みつつ今日に至っ

ており、これまでは熊本都市圏での住宅地の需要拡大につれて、その立

地条件や生活基盤の整備状況等から住宅需要が高く、人口が伸びてきた

区域であるが、今後は、人口の停滞傾向や高齢化の進展が避けられない

社会状況を踏まえたまちづくりが求められている。

このような中、熊本県では、停滞・減少傾向にある人口の動向や落ち着

きつつある市街地拡大の状況等から成熟した都市型社会を目指し、熊本県

都市計画区域マスタープラン基本方針において【豊かな｢もり｣と共生す

る躍動的でコンパクトな都市づくり】を基本理念に掲げ、県下の都市づく

りを進めているところである。

一方、宇城市においても、第１次宇城市総合計画では、新市建設計画で

定められた「ひと、自然、文化きらめく未来都市」を基本理念として掲げ、

人口増加が見込めない社会状況を背景にしつつ、これまで培ってきた豊か

な自然・歴史・文化・風土を受け継ぎ、また活用しながら、快適で安全・

安心な暮らしを支援し、にぎわいと魅力にあふれる成熟した都市の形成を

図ろうとしているところである。

以上のようなことから宇城都市計画区域における都市づくりの基本理

念については、新市建設計画で示されているまちづくりの基本理念を踏襲

し、次のとおりとする。
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【都市づくりの基本理念】

『ひと、自然、文化きらめく未来都市』

次に、都市づくりの基本目標については、宇城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、熊本県都市

計画区域マスタープラン基本方針に示す都市づくりの考えも踏まえ、次のよ

うに設定する。

【都市づくりの基本目標】

■ 水と緑豊かな環境を未来につなぐ都市づくり

不知火海、東部山地、優良農地、大野川砂川等の水と緑の環境を保

全するとともに、環境負荷の少ない循環型都市づくりを推進する。

また、恵まれた自然を生かした美しい都市景観の形成やうるおいあ

る都市環境の創出を目指した都市づくりを推進する。

■ 質の高い居住環境を創出し、魅力と活力に満ちた都市づくり

道路・公園・下水道等の「インフラ」を計画的に整備するとともに安

全で防災性の高いまちづくりを進める。施設整備にあたっては、誰もが

安心して快適に利用できるような「ユニバーサルデザイン」による整備

を進める。

また、幼児から高齢者まですべての市民が安全・安心・快適に生活で

きる都市環境づくりを目指し、医療・福祉施設の充実や障がい者が自立

して生活するための支援施設、女性の社会進出に対応した子育て支援施

設等の整備に努め、福祉のまちづくりの推進を図る。

あわせて、市内を縦横に走る国道や松橋ＩＣなどの交通機能を活かし

た活力ある産業を支える都市基盤整備を推進するものとする。

■ 伝統文化に彩られ、活発な交流を育む市民が主役の都市づくり

歴史的資産の保全や貴重な文化遺産の保護を推進する。さらに、景観形

成、バリアフリー整備、歴史・文化等の地域資源の活用など、まちづく

りの推進にあたっては住民参加と協働を基本とし、市民が主体となった

活発な取り組みによる質の高い都市空間の形成を図り、多くの人々が訪

れ、交流が広がる都市づくりを推進する。
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■ 独自性を備え宇城地域の中核都市として自立する地域交流都市づくり

案内標識や情報発信等の基礎サービスの向上を図ることで、周辺地域か

らの円滑なアクセスを確保できるように宇土松橋都市圏域内の交通網、

情報通信基盤の整備を図る。

また、九州縦貫自動車道、国道３号、JR など恵まれた交通網を活用し、

宇城地域の中心都市として周辺地域を一体の圏域と捉え、都市的機能と

自然的機能を相互補完するとともに、熊本市、八代市などの都市圏との

交流人口の拡大を図りつつ、教育のまちとして生涯教育にかかわる教育

環境を整備し若者の定住化に努めることで、広域的な産業集積とそれを

支える人材の育成・確保を推進する。

■ コンパクトで多様な機能を有する都市づくり

地域連携による都市の個性を発現しながら、美しい環境、風格ある都市

づくりを進めるとともに、市街地の無秩序な拡大の抑制、公共交通機関

優先の都市づくり、中心市街地の再構築によるコンパクトな都市づくり

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 宇城都市計画区域

範 囲 宇城市の行政区域の一部
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(2) 地域ごとの市街地像

前述の都市づくりの基本理念『ひと、自然、文化きらめく未来都市』

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 拠点形成方針

均衡の取れた魅力ある都市を目指すためには、都市構造において商

業・業務・行政機能等の都市機能の集積した地区等、拠点的な役割を持

つ地区の形成が必要であり、各拠点の機能が相互に連携し合うことによ

り、出会いがあり交流が促進される活力ある都市を目指す。

＜宇城市中枢拠点＞

宇城市の顔となる地区であり、商業・業務や行政、文化等の機能集

積や魅力的なまち並みの形成を図るとともに、居住環境の整備を推進

する。特に、中心市街地地区においては「中心市街地活性化」を目指

し、「歩いて暮らせるまちづくり」等、宇城市の顔として魅力ある地

区の再生を図る。

＜小川拠点（南部拠点）＞

宇城市南部の生活を支える地区であるとともに、商業や情報交流の

拠点として、また、国道３号、県道小川嘉島線、ＪＲ小川駅など恵ま

れた交通機能を充分活用し、地域の情報発信基地としての機能整備を

図る。

＜レクリエーション拠点＞

地域住民のレクリエーション・憩いの主たる拠点として、周辺施設

や緑の環境を活かしながら機能の充実・整備の促進を図る。併せて、

市内に多数分布する歴史的遺産や文化財等は、それぞれ緑の環境や文

化財等を活かし、特徴あるレクリエーションの小拠点として、維持・

管理を推進する。

＜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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＜厚生・福祉拠点＞

既存の厚生・福祉施設が集積する地区を厚生・福祉拠点として位置

づけ、生活軸との連携を図り、機能の増進を推進する。

＜教育・文化・交流拠点＞

県運転免許試験場移転後の跡地を教育・文化・交流拠点として位置

づけ、「県立博物館」建設を促進し、教育・文化・交流の場として活

用する。

ｂ 軸の形成方針

商業・業務・観光・流通及びレクリエーション拠点等を結ぶ軸は住民

生活にとって重要な役割を果たすとともに拠点地区の有効活用の視点か

らも重要であり、これらの軸を拠点連携軸として位置づけ、道路及びそ

の周辺の空間について、機能の充実並びに良好な沿道景観の形成を図る。

＜都市連携軸＞

広域的な都市間の連携を強化していくため、南北軸としてのＪＲ鹿

児島本線、国道３号、東西軸としての国道２１８号、２６６号を中心

に、交通ネットワークの形成を図る。

ＪＲ鹿児島本線、九州縦貫自動車道、国道３号、国道２６６号、国

道２１８号、県道松橋停車場線、県道八代鏡宇土線、県道小川嘉島線、

県道竜北小川停車場線、県道下郷北新田線、県道小川停車場線を都市

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。

また、小川ＢＳスマートＩＣ（仮称）の設置が計画されており、計

画の進捗を踏まえたアクセス道路等を検討していく。

＜水と緑の軸＞

山々の豊かな緑の空間の維持保全を図り、農地を主体とした田園地

域の緑の空間は、農業振興の視点も踏まえ、地域に根ざした豊かな自

然空間として保全を図るとともに、不知火海、ため池、河川等の「水

の空間」については、環境の美化や公園化等、潤いのある都市空間と

しての活用を図る。

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。
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ｃ 主要ゾーンの配置方針

＜住宅ゾーン＞

住宅ゾーンは、人口増加など市街化の進展に対処しながら、良好な

住環境の形成を推進するために、必要な住宅用地の確保を図り、快適

で文化的な生活が営めるように計画する。

特に、今後の住宅需要や市街化の動向を踏まえ、既成の住宅市街地

及びその周辺を、住機能を担うゾーンと位置づけ、松橋・不知火区域

の風土と伝統に根ざした住機能の充実及び住環境の向上を図り、計画

的でコンパクトな市街地を形成していく。

＜商業・業務ゾーン＞

ＪＲ松橋駅、小川駅周辺や主要な幹線道路沿線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高め、人を引きつける魅力

ある商業地の形成を図るとともに、宇城市役所、不知火支所、小川支

所の周辺等を業務ゾーンと位置づけ、業務機能の強化と利便性の向上

を目指す。

＜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、今後の優良企

業の受け皿として、農業上の土地利用との調整を図りながら工業適地

指定の活用により、工業用地を確保する。

＜集落ゾーン＞

市街地周辺の既存集落を中心に、地域特性に配慮した生活環境の整

備・拡充に努め、コミュニティ施設や教育・保育施設等の充実を図り、

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＞

本区域水田を中心に既存の農地を農業ゾーンと位置づけ、市街地と

調和を保ったものとする。

＜自然環境保全ゾーン＞

西部及び東部の一部に広がる山林等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。
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(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、安心・安全に暮らせる都市づくりへの対応）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）適切な開発指導

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、慎重かつ

計画的に土地利用を誘導する。

イ）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、公共下水道等による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。

ウ）環境にやさしい事業の推進

治水・治山事業など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。また、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。

エ）美しい景観の創出

景観は住民の生活の場として快適な環境を有し、安らぎと潤いのある

居住環境を提供する重要な役割をもっている。そのため、地域の実情に

応じた都市景観形成に努めつつ、郷土の風景、観光客の保養の場として
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の自然環境を活かした自然景観の保全を図り、都市景観と自然景観が調

和した美しい景観の創出を推進していく。

②都市防災への対応

近年発生した大地震、水害や高潮災害などにより、全国的に地域防災や

危機管理に対する意識が高まっている中、都市防災への対応として、本区

域では以下の防災対策等をもって災害に強い都市の実現を図る。

ア）防災対策の強化

住民を自然災害から守り安全な地域社会の実現をめざし、山崩れ、地

すべり、河川の氾濫、堤防、海岸等の危険箇所を調査点検し、適切な治

山、治水保全対策を推進する。

特に、不知火地域は海岸線と起伏の多い地形を有し、地理的に高潮、

土石流、がけ崩れ等の災害が発生しやすい状況にあるために、自然災害

や火災から市民の生命、財産を守るため、地域防災計画に基づいて、市

民と行政が一体となった総合的な防災体制の確立を図る。

イ）防災空間の充実

災害に強い都市形成を目指し、防災組織の充実、都市施設の耐震・不

燃化等、市民・事業者・行政が一体となった防災都市づくりを推進する。

また、松橋総合体育文化センターや不知火小学校等を主体として避難

地及び避難路の確保を図るとともに、災害時に備えた道路、公園、その

他公共施設などの整備・拡充を進める。そして、地震時における建物の

倒壊及び火災の発生・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、少子高齢化への対応とし

ては、子ども達の成長や高齢者に応じた水や緑などの自然と親しめる都市

空間の創出を視点として、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

市街地の広がりを縮小することにより、供給処理施設・交通施設等の

線的施設の整備・維持・更新費用、ごみ収集等のサービス費用や学校・
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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、子ども、高齢者、障がい者等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なか、ユニバーサルデザ

インの理念に基づいた公共施設の整備に努めること等により、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。

(4) 都市計画区域の広域的位置づけ

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、これからは社会的

な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「松橋・不知火アカデミア拠点地区」、「小川コスモタ

ウン拠点地区」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や八代都市圏等との連携に配慮しながら、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ＩＣ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。

○小川ＢＳスマートＩＣ（仮称）が計画されており、これを活用したまち

づくりを推進する。
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２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針

(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 これまで本区域の人口は増加してきたものの、市域の人口が減少して

おり、今後は区域の人口も減少局面に入っていくものと予想されること、

現在の市街地（用途地域内）には低・未利用地も存在すること、また、

本区域の社会活動や経済活動に大きな影響を与え、市街地の拡大を誘発

するような大規模プロジェクト等は当面予定されていないことから急激

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、宇城地域の中心として、古くは交通の要衝として発展し

てきている。昭和４５ 年を境に人口が増加し、現在も増加傾向は続いて

いる。また、利便性の高い立地条件や水と緑の豊かな自然環境に囲まれ

た地形的・地理的条件、歴史的・文化的な地域環境のもと、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的

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、以下の各視点のもとで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

都市の良好な環境を形成し、機能的な都市活動の展開を図る上で適

正な土地利用を進めることを基本にして、土地の開発や市街地周辺の

田園風景、自然環境等をはじめとした歴史的資源など計画的な調整を

図ることにより、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、用途地域の指定を検討する

とともに、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

本区域は、旧松橋町地域においては、現在の用途地域区分を基本とし

て設定をするとともに、旧小川町地域においては、将来的な市街地の動

向を踏まえた用途地域指定の検討を進めることとし、現段階における主

要用途の配置は、現在の土地利用のまとまりや将来の発展動向など地域
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の実情等を考慮して、以下のように設定する。

ａ 住宅地

松橋・不知火地域の国道３号や国道２６６号と県道八代鏡宇土線等に

囲まれた区域一体、及び小川地域の国道３号沿道周辺地区を住宅地区と

して位置づける。

住宅地は、国道３号や国道２６６号と県道八代鏡宇土線等の主要幹線

道路沿道等での店舗、事務所等の立地をある程度許容しつつ、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、土地区画整理事業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まち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・業務地

本区域の宇城市役所、不知火支所、小川支所、ＪＲ松橋駅周辺、ＪＲ

小川駅周辺や主要幹線道路周辺を商業・業務地として位置づけ、後背部

に位置する住宅地等の周辺環境との調和に考慮しつつ、商業・業務機能

の拡充や各機能との連携を図り、人を引きつける魅力ある商業・業務地

の形成を進める。また、個性的なまち並み整備等による商業・業務機能

の強化を図り、賑わいあふれる近隣型商業・業務地の形成に努める。

ｃ 工業地

本区域の市街地南部や松橋ＩＣ周辺及び国道３号沿いの比較的大規模

な工業施設の集積する地域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

場等の立地を許容するほか、国道への工業需要や立地ポテンシャル等を

勘案して、沿道型商業等の立地も許容した複合的な土地利用を図る。

② 土地利用の方針

用途地域の指定を視野に入れて、田園と調和した都市地域の形成を第

一に考えて、自然的環境の保全や、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

旧松橋町、旧不知火町の中心部や旧小川町の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
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を表現するような顔づくりが求められている。

このため、地域住民の交流・憩いの場の整備、及び美しく個性的なま

ち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、用途地域の指定がない既成市街地等において用途地域の指定を検討

し、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。

○松橋大野土地区画整理事業地区内

市街地の中央部で整備が完了している松橋大野土地区画整理事業

地区においては、現在指定されている用途地域を尊重し、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、国道２６６号や県道八代鏡宇土線、県道小川嘉島線など

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、商業施設や流通・業務施設など

の立地をある程度許容し、複合的な土地利用を図る。

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、土地区画整理事業による計画的な

都市基盤整備を推進するとともに、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まち並みの構築に努め、快適な居住

環境を有する市街地の形成を図る。

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。

オ）優良な農地との健全な調和に関する方針

本区域では、用途地域以外は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指定のもと、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
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とから、将来的にも維持・保全を図っていくものとする。

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

保安林などに指定されている山岳・丘陵地の樹林等は、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もあることから、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。

キ）自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針

市街地周辺の山岳・丘陵地や明神川、大野川等の主要な河川は、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、本区域の北部に位置する山岳・丘陵地等の樹林は、本区

域の貴重な地域資源として積極的に保全を図り、美しい自然環境の形成

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。

また、産業環境を取り巻く情勢や将来のまちの発展動向などを見据え、

農業上の土地利用との調整を行いながら、秩序ある都市的土地利用の誘

導についても検討していく。

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九州縦貫自

動車道をはじめ、国道３号、国道２６６号、県道松橋停車場線、県道八

代鏡宇土線、県道小川嘉島線、県道竜北小川停車場線、県道下郷北新田

線、県道小川停車場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

の増大する中で、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、広域圏の各行政体と機能

的に連携し、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。

これらに加え、小川ＢＳスマートＩＣ（仮称）が計画されていること

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。
※UTMS:警察庁が、ITS（高度道路交通システム）の一環として進めている

もので、交通信号制御や交通情報提供、交通規制の適切な運用等に
より、安全、円滑かつ人と環境にやさしい交通社会の実現を目指し
たシステム。

○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、歩行者や自転車利用者に安全性の高

い交通空間の整備を図るとともに、高齢者、障がい者、年少者等をは
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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１．４km/ｋ㎡となっているが、おおむね２０年後の平成３７年に

は３．５km/ｋ㎡程度となることを目指して整備を進める。

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九州

縦貫自動車道をはじめ、国道３号、国道２６６号や県道松橋停車場線、

県道八代鏡宇土線等を位置づけ、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、３．３．１曲野両仲間線、

３．４．２松山豊福線、３．４．３松橋駅深川線などの都市計画道路

や県道小川嘉島線、県道竜北小川停車場線、県道下郷北新田線、県道

小川停車場線を位置づけ、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、さらに小川ＢＳ

スマートＩＣ（仮称）の計画等を踏まえた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松橋駅や小川駅において、今後のまちづくりに対応した重要な公

共交通機関の拠点として、また、住民の集いの場としてハード・ソフト

両面の多様な整備を進め、公共交通機関の利用促進を図る。

ウ）その他

中心市街地の活性化に必要となる公共公益施設等の整備を推進して

いくとともに、車移動が主体の本区域において、買い物をはじめとする

所用の利便性を確保するため、宇城市中枢拠点、小川拠点として位置づ

けた市街地内を中心に、公共及び民間が適切な役割分担と連携を保ちな

がら適切に駐車場・駐輪場を配置し、整備を図っていくものとする。
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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。

ア）道路

種別 道 路 規 格 事 業 内 容

広域幹線道路 国道２６６号（一部改良工事等）

県道 松橋停車場線

３．４．６港町上の原線

市道 長崎久具線

県道 竜北小川停車場線

道路

地域幹線道路

(市街地骨格道路)

県道 中小野浦川内線

② 下水道及び河川

ａ 基本方針

ア）下水道及び河川の整備方針

○下水道

公共下水道事業及び流域関連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大野川、明神川等の整備を図り、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

松橋不知火公共下水道事業、八代北部流域関連公共下水道事業によ

り整備を進めており、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）は約６２．０％であるが、おおむね２０年

後までに全体計画区域の整備を図ることを目標として、未整備地域へ
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の早期着工に努める。

また、郊外部の田園地域については、集落の規模や地域の土地利用

条件等を考慮し、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業や

合併処理浄化槽設置事業等により整備を推進し、環境の保全に努める。

○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完了するとともに、市街化の進展

等を見据えながら、治水対策が必要とな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

松橋不知火公共下水道事業、八代北部流域関連公共下水道事業や特定

環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽設置事業

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、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

区域内に流れる大野川、明神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 名 称（区域等）

松橋不知火公共下水道事業を中心とした処理区（６２７ha）下水道

八代北部流域関連公共下水道事業（３３６ha）

河川 河川改修

親水空間整備
二級河川大野川、大野川水系明神川

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
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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、ごみ処理施設を完備しておらず、宇城広域連合宇城クリ

ーンセンターによる共同処理を行っている状況にある。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連合浄化センターのし尿処理施（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

本区域では、現在のところ、おおむね１０年以内に整備する予定のあ

るその他都市施設は無いが、広域的な取り組みと調整を図りつつ、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

現在、市街地南部では、中心部の交通体系の確立、都市基盤施設の整っ

た良好な宅地の供給や、無計画な宅地開発の防止を目的に、松橋大野土地

区画整理事業が完了したところである。

今後とも当事業区域では、良好な市街地環境の維持・整備に努めるとと

もに、個性的な「まちの顔」の形成を図る。

また、中心市街地活性化基本計画等と連動した一体的な市街地整備を推

進する。

次に、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。

そして、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。
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市街地整備について、ＪＲ松橋駅周辺の整備をはじめ、今後の市街地の

進展状況等を勘案し、上記の方針に従って適宜市街地開発事業等を進めて

いくものとする。

(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、田園地帯が周辺に広がり、ため池も多く点在している。ま

た、市街地内を大野川、明神川、砂川等が流れており、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子ども達が日常的に安

心して楽しめる空間の確保、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

宇城都市計画区域内には、総合公園２ヶ所、地区公園１ヶ所、近隣公

園２ヶ所、街区公園４ヶ所が整備を完了している。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こととするが、今後、策定が予

定される「緑の基本計画」を見据え、当面は、現在の都市計画区域内に

おける公園緑地面積を、おおむね２０年後の目標水準として維持する。

緑地確保目標
都市計画区域に占める

公園・緑地面積の割合

都市計画区域内人口

一人当りの目標水準

約３８．７ha 約１．１％ 約１０．８㎡／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
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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北部及び東部の山岳・丘陵地、南

部の田園地帯のほか、明神川、大野川、砂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

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。

また、県運転免許試験場移転後の跡地利用として計画されている

「県立博物館」においては、環境学習機能とともに、住民の日常的な

レクリエーション機能を持った多様な活動をする拠点として整備を

検討していく。

○丘陵地等

本区域北部の丘陵地等では、岡岳公園（松橋町）と龍燈公園（不知

火町）をレクリエーション活動の拠点と位置づけ、高齢者や子ども達

の成長に応じて自然の中で保養、遊戯等が満喫できる環境整備を進め、

レクリエーション拠点としての機能強化に努める。本区域南部の丘陵

地においても観音山公園（小川町）を拠点として、スポーツ・レクリ

エーション機能の強化に努める。

○主要な河川

良好な水質を有し、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、市街地内を流れる明

神川や大野川、砂川等では、区域内の憩いの場の整備を図るとともに、
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子ども達が慣れ親しむ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

地震や火災等の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。

○丘陵地等

地域森林計画対象民有林等に指定されている丘陵地の樹林等は、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。

○工業地周辺部等

公害発生の可能性がある工業地や、騒音・振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点的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大野川、浅川、砂川などの主要な河

川は、水と緑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。
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○区域内の樹林等

区域内の樹林等は市街地を取り囲むように分布しており、市街地の

重要な景観構成の要素であるとともに、四季を感じさせる貴重な緑地

としても位置づけられることから、これらの保全に努めることとする。

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うえ、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についても、本区域が有する

自然的環境を保全するための方策として有効な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、緑地保全地区などの地域地区指定を行う具体の箇所は無い

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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