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～ はじめに ～ 

 

 

 

 

 

 平成１８年３月に日和佐町、由岐町が合併し、新たな「美波町」が誕生しました。 

 近年の全国的な人口減少局面にある中で、南海トラフの巨大地震による甚大な被害想定は、

本町にとって危機的な状況が予想されます。 

 災害に強いまちづくりが求められている一方、地域に住んでいる人々の満足度を高め、円

滑な暮らしが実現できる持続可能なまちづくりが重要となっています。 

 このマスタープランは、「美波町総合計画」などの上位計画に基づき、町民の皆様のご意

見をお聴きしながら、長期的な視点を持って美波町のまちづくりの理念や目標、整備方針、

地域別構想などを明らかにしたものです。 

 まちづくりの基本理念に『豊かな自然に恵まれた、夢と希望を創るまち』を掲げ、恵まれ

た自然・地域資源、地域の個性を生かし、地域内外の連携を高め、住民が活躍する安全・安

心の実現による住みよいまち、訪れたいまちを目指しています。 

 今後は、このマスタープランを都市計画の新たな指針として活用し、魅力あるまちづくり

を進めて参りますので、町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 おわりに、本マスタープランの策定にあたり、検討委員会委員や町議会議員の皆様をはじ

め、町民の皆様より貴重なご意見を頂きましたことに、心から厚くお礼申し上げます。 

 

 

平成２６年３月 

美波町長 影治信良 
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 序章 美波町都市計画マスタープランとは 

 

 １ 計画策定の趣旨 

 

 美波町都市計画マスタープラン（以下、「本計画」という。）は、都市計画法第１８条の２に規定

される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」にあたるもので、これからの美波町の都市計画

行政をはじめとしたまちづくりの指針となる計画です。 

 本計画で、長期的な視点を持って美波町のまちづくりの理念や目標、整備方針等を明らかにし、

様々な施策を総合的かつ体系的に展開していきます。 

 

 ２ 美波町都市計画マスタープランの位置づけと役割 

 

 本計画は、本町のまちづくりの全般的な方針を示す「美波町総合計画」（地方自治法）や「美波

町国土利用計画」（国土利用計画法）、徳島県が定める「日和佐都市計画 都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」に即して定めるものです。 

 また、他の分野別計画との整合を図るとともに、住民の意向を踏まえた計画とし、本町が定める

都市計画をはじめとしたまちづくりの指針となります。 

 

【徳島県の計画】

日和佐都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針

【徳島県の計画】

日和佐都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針

【本町の上位計画】

美波町総合計画

国土利用計画

【本町の上位計画】

美波町総合計画

国土利用計画

【都市計画法】

市町村の都市計画に関する基本的な方針

『美波町都市計画マスタープラン』

【都市計画法】

市町村の都市計画に関する基本的な方針

『美波町都市計画マスタープラン』

即する 即する

即する

【町が定める都市計画】

地域地区、都市施設、地区計画等

【町が定める都市計画】

地域地区、都市施設、地区計画等

整合

他
の
分
野
別
計
画

住
民

参画

情報公開

 

図 美波町都市計画マスタープランの位置づけ 
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 ３ 計画の対象範囲 

 

 本町の一部は、日和佐都市計画区域として指定されています。 

 都市計画マスタープランは、都市計画行政の指針となる計画ですが、都市計画区域が限られた範

囲である本町においては、都市計画区域外も含めた一体的なまちづくりに取組むことが重要です。 

 そのため、本計画は、美波町域全体を対象区域とします。 

 

図 美波町の都市計画区域 

 

 ４ 計画の期間 

 

 本計画は、概ね20年後の平成46年度の将来像を展望しつつ、平成36年度の10年後に向けた都

市整備の方針等を定めます。 

 

将来像の展望

基準
平成26年度（2014）

目標
平成36年度（2024）

目標
平成46年度（2034）

必要に応じて見直し都市整備の方針都市整備の方針
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 ５ 計画の構成 

 

 本計画は、本町の特性や課題を踏まえ、「全体構想」と「地域別構想」にて、まちづくりの将来

像や基本方針を示します。 

 全体構想では、町全体の基本理念や目標、重点プロジェクト等を示し、地域別構想では、地域の

特性を活かした、より詳細なまちづくりの方向性や整備方針等を示します。 

 

美波町の特性と課題美波町の特性と課題

○美波町の概況
○上位・関連計画の位置づけ
○まちづくりの特性と課題

○美波町の概況
○上位・関連計画の位置づけ
○まちづくりの特性と課題

全体構想（分野別方針）全体構想（分野別方針）

【まちづくりの基本方針】
○土地利用の方針
○道路・交通施設の方針
○住環境整備の方針
○防災対策に関する方針
○自然環境保全の方針
○景観形成に関する方針

【まちづくりの基本方針】
○土地利用の方針
○道路・交通施設の方針
○住環境整備の方針
○防災対策に関する方針
○自然環境保全の方針
○景観形成に関する方針

地域別構想地域別構想

○地域区分の設定
○地域別のまちづくり方針

①伊座利地域 ②阿部地域
③志和岐地域 ④由岐湾内地域
⑤田井地域 ⑥木岐地域
⑦恵比須浜地域 ⑧日和佐市街地地域
⑨北河内地域 ⑩西河内地域
⑪山河内地域 ⑫赤松地域

○地域区分の設定
○地域別のまちづくり方針

①伊座利地域 ②阿部地域
③志和岐地域 ④由岐湾内地域
⑤田井地域 ⑥木岐地域
⑦恵比須浜地域 ⑧日和佐市街地地域
⑨北河内地域 ⑩西河内地域
⑪山河内地域 ⑫赤松地域

まちづくりの推進方策まちづくりの推進方策

○協働のまちづくり
○都市計画制度等の活用
○計画の進捗管理

○協働のまちづくり
○都市計画制度等の活用
○計画の進捗管理

美波町都市計画マスタープランとは美波町都市計画マスタープランとは

○計画の位置づけと役割
○計画の対象範囲
○計画の期間
○計画の構成

○計画の位置づけと役割
○計画の対象範囲
○計画の期間
○計画の構成

全体構想（まちづくりの理念、目標）全体構想（まちづくりの理念、目標）

○まちづくりの基本理念
○まちづくりの基本目標
○まちづくりの重点プロジェクト
○将来都市構造

○まちづくりの基本理念
○まちづくりの基本目標
○まちづくりの重点プロジェクト
○将来都市構造

 

図 計画の構成 
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 第１章 美波町の特性と課題 

 

 １ 美波町の概況 

 

（１）美波町の位置と地勢 

 美波町は、平成18年3月31日に、日和佐町と由岐町

が合併して誕生した総面積140.85km2のまちです。 

 徳島県の南東部、県南海岸の中央部に位置し、北は阿

南市、那賀町、西は牟岐町、海陽町に接しています。町

域の大部分を山地が占め、東部の明神山、北部の後世山、

中央部の玉厨子山、西部の八郎山等の山々が連なってい

ます。また、海岸部は、風光明媚なリアス式海岸で、千

羽海崖やアカウミガメの産卵地である大浜海岸等を有し、

室戸阿南海岸国定公園の中央部に位置しています。 

 集落は、西部の日和佐川上流域に山河内、赤松川流域

に赤松、中央の北河内谷川流域に北河内、日和佐川下流

域に集落規模最大の奥河内が位置し、河口付近には町の

中心部である日和佐浦が市街地を形成しています。東部には、伊座利、阿部、志和岐、由岐、木岐

や恵比須浜といった良港として栄えた漁村集落が点在しています。 

 

（２）人口と世帯 

 本町の人口は、昭和55年の11,866人から平成22年には7,765人と30年間で約35％の減少をみ

せています。特に、平成17年から平成22年の間で10％以上の人口減少が生じており、今後、人口

減少のスピードが早まることが危惧されています。 

 平成22年の世帯数は、3,097世帯となっており、人口の減少傾向よりは緩やかな状況ですが、昭

和55年の3,550世帯から約13％の減少となっています。 

 年齢別の人口推移をみると、昭和 60 年時点で 65 歳以上人口が 15 歳未満人口を上回り、人口減

少とあわせて少子高齢化が進んでいることがうかがえます。平成22年時点の65歳以上人口の比率

は約41％となっており、近い将来に、住民の半数が65歳以上となることが危惧されます。 
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図 人口・世帯の推移（国勢調査） 図 年齢別人口の推移（国勢調査） 

図 美波町の全景 

美波町

徳島県

図 美波町の位置 
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（３）就業構造 

 就業人口の総数は、人口の動向と同様に減少傾向で推移しており、全ての産業の就業人口が減少

傾向にあります。 

 また、就業・通学における流入・流出をみると、流入 789 人に対して、流出が 1,057 人と、268

人の流出超過の状況にあります。特に、阿南市への流出が大きくなっています。 

 

吉野川市

美馬市
つるぎ町

東みよし町

三好市

三好市

阿波市

板野町

上板町
藍住町

鳴門市

徳島市

小松島市

勝浦町

美波町

牟岐町

海陽町

那賀町

阿南市

松茂町北島町

石井町

神山町

上勝町

佐那河内村

 300人以上

200～300人

100～200人

 50～100人

 30～ 50人

 10～ 30人

凡例

N

 
図 就業人口の推移（国勢調査） 図 就業・通学の状況（平成22年国勢調査） 

※10人以上の就業・通学の移動がある市町村のみ記載 

 

（４）産業 

 美波町の市町村内総生産の過去10年間の推移をみると、

平成 15 年以降は減少傾向にあり、平成 22 年は 17,087 百

万円となっています。これは、徳島県内の 0.6％を占め、

県下24市町村のうち19番目となっています。 

 産業構造を徳島県全体の比率と比較してみると、農林水

産業や不動産業、建設業の比率が高く、製造業や電気・ガ

ス・水道業、金融・保険業等の比率が低い傾向がみられま

す。 

 なお、美波町のその他の割合が特化していますが、これ

は、主に政府サービス生産者※によるものとなっています。 

    

 

※政府サービス生産者とは、中央政府（国出先機関）、地方政府（県、市町村）等の行政機関のほか、社会保

障基金や事業団の一部等特定の非営利団体 
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図 市町村内総生産の内訳 

上段：美波町、下段：徳島県 

（徳島県市町村民所得推計結果(平成22年)）

図 市町村内総生産の推移（徳島県市町村民所得推計結果）
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（５）土地利用 

 ■土地利用現況 

 本町の総面積 14,085ha のうち、森林が約 88.5％に

当たる12,467haとなっており、農用地や森林、原野、

水面・河川・水路をあわせた自然的土地利用の割合は

93.2％を占めています。これに対して、都市的土地利

用である道路・宅地は2.7％にとどまっています。 

 特に、由岐地区では、地形的制約等によって、宅地

等に利用されている土地は限られているとともに、集

落ごとに分散しています。 

 

 ■法規制適用状況 

 本町の1,550haが日和佐都市計画区域に指定され、JR日和佐駅周辺の市街地において用途地

域が指定されています。用途地域は75haとなっており、美波町役場や国道55号沿道の住居系

地域、日和佐駅周辺の商業地域、桜町商店街沿いの近隣商業地域等が指定されています。 

 

表 用途指定の状況 

種別 面積（ha）

都市計画区域 1,550

 用途地域 75

  第１種中高層住居専用地域 16

  第１種住居地域 34

  近隣商業地域 10

  商業地域 4

  準工業地域 11

 

 

 ■建築物 

 平成 24 年度に実施された災害危険度判定調査によると、津波による浸水被害が危惧される

集落の建築物総数5,659棟のうち、68.1％が木造家屋となっています。また、建築年度が判明

した4,642棟のうち、昭和56年の新耐震基準以降の割合は30.8％にとどまっています。 

 また、平成20年時点の調査で、町内の１割近く（3,407世帯のうち325世帯）が空き家とな

っており、今後も増加することが懸念されています。 

非木造
26.6%

その他
5.3%

木造
68.1%

建物総数
5,656棟

   

S45～56年
25.9%

S45年以前
43.3%

S57年以降
30.8%

建物総数
4,642棟

 

森林
88.5%

宅地
1.1%

原野
0.0%

農用地
2.9%

その他
4.0%水面・河

川・水路
1.8%

道路
1.6%

総面積
14,085ha

図 土地利用の現況（平成22年） 

（国土利用計画） 

図 日和佐都市計画用途地域図 

図 建築物の構造別比率（災害危険度判定調査） 図 建築物の年代別比率（災害危険度判定調査） 
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（６）道路・公共交通 

 ■道路 

 本町の道路網は、平成 23 年 7 月に全線開通した地域高規格道路「日和佐道路」を軸に、国

道 55 号や主要地方道阿南鷲敷日和佐線（県道 19 号）、日和佐小野
こ の

線（県道 25 号）、由岐大西

線（県道26号）、日和佐上那賀線（県道36号）が骨格を形成しています。 

 伊座利や阿部といった集落は、周囲を山に囲まれており、県道が唯一の連絡路であるものの、

山間部では狭隘で屈曲した区間が多く、脆弱な道路網となっています。 

 

 ■公共交通 

 本町には、JR牟岐線（阿波室戸シーサイドライン）が通り、由岐駅、田井ノ浜駅（臨時駅）、

木岐駅、北河内駅、日和佐駅及び山河内駅の6駅が立地しています。 

 路線バスは、那賀町の川口から JR 日和佐駅、JR 由岐駅から阿部、伊座利、阿南市の橘を結

ぶ路線がありますが、由岐地区と日和佐地区を相互に結ぶ路線は現在ありません。 

 地区内の公共交通網が不足する中、タクシー利用料金の助成やデマンド型乗合タクシー（実

証運行）等の取り組みが進められています。 

 

北河内駅

木岐駅

田井の浜駅

由岐駅

牟岐線

山河内駅

日和佐駅
36

290

289
289

289

194

194

294

25

25

26

195

147

19

19

55

55

55

N

凡　　例

国道

主要地方道

一般県道

500 10000 2500m

 

図 道路網図 
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（７）地域資源 

 本町は、海と山に囲まれた豊かな自然環境に恵まれ、また四国霊場第 23 番札所薬王寺の門前町

として栄えてきた歴史・文化のある町です。 

 アカウミガメの産卵地として知られる大浜海岸、田井ノ浜や千羽海崖等は、室戸阿南海岸国定公

園として指定されています。また、イザリＣafe やぽっぽマリン、カレッタ（日和佐うみがめ博物

館）、道の駅日和佐、南阿波サンライン等、それぞれの地域の個性を活かした多様な地域資源を有

しています。 

 

（８）都市施設 

 ■都市計画道路 

 本町の都市計画道路は、自動車専用道路

の「日和佐道路」の7.46km（都市計画現況

調査（平成23年）参照）のほか、日和佐都

市計画区域にて9路線、5.87kmが都市計画

決定されています。 

 幹線道路の改良率は、延長ベースでは

71.0％となっています。 

 全ての都市計画道路が昭和 29 年に都市

計画決定されたものであり、未着手の都市

計画道路が残されていることから、平成25

年の「美波町都市計画道路網見直し計画」

に基づき、幅員の変更や一部区間の廃止を

行っています。 

 

 

表 都市計画道路の整備状況(平成25年度見直し) 

路線名 幅員 
都市計画決定

初年度 

計画延長 

(m) 

改良済み延長

(m) 

改良率 

(％) 
備考 

3・4・1 日和佐駅通り線 18.0 昭和29年 140 140 100.0  

3・5・2 寺前山手線 12.0 昭和29年 1,880 1,880 100.0  

3・6・3 厄除橋通線 12.0 昭和29年 920 640 69.6  

3・5・4 厄除橋通大浜線 12.0 昭和29年 510 510 100.0 H25一部区間廃止

3・6・5 厄除橋通海岸通線 11.0 昭和29年 920 0 0.0  

7・7・6 日和佐浦西線 6.0 昭和29年 280 0 0.0 H25幅員変更 

3・6・7 厄除橋通寺前線 15.0 昭和29年 360 360 100.0  

3・6・8 桜町奥潟線 11.0 昭和29年 580 580 100.0 H25一部区間廃止

7・7・9 日和佐浦東線 6.0 昭和29年 280 60 21.4 H25幅員変更 

  5,870 4,170 71.0  

3 ・ 5 ・ 7　厄除橋通り寺前線

(15.0)
3
・
5
・
2　

寺
前
山
手
線

(1
2.
0)

3
・
6
・
8
　
桜
町

奥
瀉
線

(1
1.
0)

3 ・ 4 ・ 1　
日和佐駅前通り線
(18.0)

3
・
6
・
3　

厄
除
橋
通

り
線

(1
2.
0)

3 ・ 5 ・ 4　厄除橋通り大浜線 (12.0)

7
・
7
・
6
　
日

和
佐
浦

西
線

(6
.0
)

7
・
7
・
9　

日
和
佐

浦
東
線

(6
.0
)

3 ・ 6 ・ 5　厄除橋通り海岸線 (11.0)

(12.0)

(1
1.
0)

(8
.0
)

凡例

都市計画道路

第一種高層住居専用地域

第一種住居地域

近隣商業地域

商業地域

区分 ・ 規模 ・ 一連番号3 ・ 4 ・ 23

準工業地域

1000 500m

図 都市計画道路網図 
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 ■公共下水道 

 公共下水道として、排水区域 74ha（全体計画 95ha）が都市計画決定され、現在、37ha が供

用されています。 

 雨水では寺前ポンプ場が、汚水では日和佐浄化センターの都市施設の整備が行われています。 

  
図 公共下水道計画図（雨水）            図 公共下水道計画図（汚水） 

 

 ■公園 

 本町には、都市計画公園として整備・計画されている公園はありませんが、竜宮公園や日和

佐川親水公園、玉厨子農村公園等の公園が整備されており、住民のレクリエーションの場とし

て利用されています。 

 

 ■その他の都市施設 

 町内の都市施設として、日和佐斎場、日和佐汚物処理場、日和佐大浜海岸防潮堤、駅前広場

（日和佐駅）が都市計画決定され、供用されています。 

 

表 都市施設の整備状況 

箇所数 規模 
都市施設の名称 

計画 供用 計画 供用 
都市計画決定

日和佐斎場 1 1 0.20ha 0.20ha  

日和佐汚物処理場 1 1 0.3ha 0.3ha S61.11.12 

日和佐大浜海岸防潮堤 1 1 0.3㎞ 0.3㎞ S26.3.31 

日和佐駅前広場 1 1 2,500m2 2,500m2 S48.11.6 

資料：都市計画現況調査 
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 ２ 上位・関連計画 

 

 本計画の策定に関する上位・関連計画の整理を行い、美波町の都市計画区域に求められている役

割等を明確にしていきます。 

 

第２次美波町総合計画 平成２６年３月 美波町 

【まちづくりの基本理念】 

■安全・安心な活力あるまちづくり 

 地震・津波などの自然災害や事故、犯罪等の被害からまちと町民の生命や暮らし、財産等を守

るソフト・ハードの多彩な仕組みを行政や地域社会が協力して整えるとともに生活基盤となる産

業の活性化などを進め、住み続けることができる安全・安心な活力あるまちづくりを進めます。

■おもてなしの心を育むまちづくり 

 本町は、豊かな自然資源と文化資源を保有しており、多くの人が訪れています。 

 ウミガメや薬王寺に代表される観光・交流資源を目的に訪れる人が、また訪れたいと思えるよ

う、町一体となって、おもてなしの心の醸成をはじめとした人づくりを進めます。 

■持続可能な協働のまちづくり 

 町民ニーズがますます多様化する時代にあって、町民生活の様々なニーズに、行政のみがサー

ビスを提供し、きめ細やかに応えていくことには限界があります。これらの多様なニーズに対応

するため、町民による町民のためのまちづくりを基本とし、町民、団体、企業など地域のあらゆ

る構成員が人材や知恵などの多様な地域資源を活かし、自らの地域に主体的に関わる「協働」の

考え方に基づいた持続可能なまちづくりを進めます。 
 

【将来像】 

 
海・山・川の恵みを活かし、知恵と心でつくるまち 

～住んでよかったと実感できるまちを目指して～ 

 

 本町は、海・山・川といった豊かな自然の恩恵を受け、生活や文化が育まれてきました。 

 こうした、気候が温暖で暮らしやすい環境や人柄の温かい風土を活用し、子どもから高齢者ま

で、町民一人ひとりがいつまでも、安心して健やかにいきいきと暮らし、住んでよかったと実感

できるまち、そして、訪れた人が住んでみたいと思えるまちの実現を目指します。 
 

【土地利用の基本方針】 

■拠点的整備 

 □ふれあい交流拠点 

国道55号沿いに位置する道の駅日和佐を中心に、四国霊場第23番札所薬王寺、ウミガメが

訪れる大浜海岸、日和佐うみがめ博物館カレッタなどの観光・交流資源等をつなぎ、にぎわい

と活力ある町の顔、ふれあいと交流の拠点としての必要な整備に努めます。 

 □地域分散型震災復興拠点 

南海トラフを震源とする地震が想定される中、地震や津波から町民の生命を守ることを最優

先に考え、各集落が被災した場合の復旧と復興の拠点とするための施設を、地区住民の意思を

尊重しつつ確保・整備に努めます。 
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安全・安心の 

まちづくり 
産業振興の 

まちづくり 

未来を創る 

ひとづくり 

持続可能な 

まちづくり 

まちづくりの重点プロジェクト 

■５つの地域整備 

 □生活環境を保全する地域 

住宅地域については、生活道路や下水道の整備など良好な生活を営むための生活環境基盤施

設の整備を進めるとともに空き家対策にも取り組み、多様なサービスが享受しやすい安心でき

る住環境づくりに努めます。 

また、街並みについては、本町独自の歴史や伝統が息づき、町としての個性を演出して、多

くの人々が行き交う、散策を楽しめるまちづくりを図ります。 

 □農業を保全する地域 

乙姫米や菜の花、オクラ、ブロッコリー、ほうれん草等を耕作する農用地区域は、農用地の

集約と再生を図るとともに、農用地の持つ自然環境保全機能など、多面的機能の維持増進に努

めます。 

 □海岸を保全する地域 

海岸は、貴重な生態系と海洋資源を保全するため、その保全・整備に努め、また、保全・整

備の考え方と両立する手法を活用して、海水浴場や観光・交流施設の充実により親しみのもて

る環境の創出を目指します。 

 □森林を保全する地域 

本町の多くを占める森林地域については、その保全を基調にして、生産基盤の充実に努める

とともに、環境学習や森林体験など自然とのふれあいの場としての機能の充実及び魅力の向上

を図ります。 

 □安心した生活を確立する地域 

本町は、南海トラフを震源とする地震の被害想定で、県内で最も高い津波が予測されていま

す。病院、高齢者福祉施設などは、津波で浸水する恐れのある沿岸部への立地を可能な限り避

けるとともに、命を守ることを最優先とした避難経路・避難場所の確保など防災対策を進め、

日常から安全・安心に生活できる環境づくりに努めます。 

 

【将来像実現のための７つの政策】 

（１）安全で安心して暮らせるまちをつくります 

（２）健康で支え合うまちをつくります 

（３）人にやさしい子育て支援のまちをつくります 

（４）学びと交流による人づくりのまちをつくります 

（５）自然と共生する快適なまちをつくります 

（６）産業が元気な働く場があるまちをつくります 

（７）参画と協働による自立したまちをつくります 

 

【重点プロジェクト】 

（１）産業振興のまちづくり 

（２）安全・安心のまちづくり 

（３）未来を創るひとづくり 

（４）持続可能なまちづくり 
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美波町国土利用計画 平成２４年３月 美波町 

■町土利用の基本方針 

 町土の利用は、公共の福祉充実を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、

経済的及び文化的条件に配慮して、健康で文化的な生活環境の確保と町土の均衡ある発展を図るこ

とを基本理念として、総合的かつ計画的に行わなければならない。 

 ア 豊かな自然の維持、保全を図る町土利用 

 イ 安全で安心できる町土利用 

※町土〔美波町の区域における国土〕

 

■利用区分別の町土利用の基本方向 

○農用地 

・地域農業の振興、安定した食糧生産基盤の確立等の観点から地産地消の確立を目指し、需要と

供給のバランスが取れている安定した農業生産の確立を図る。 

・環境への配慮や生産性の向上に向け、生産基盤の整備や作業受委託、利用権の集積を図り、認

定農家を中心とした生産性の高い農業の推進を図る。 

・高齢化が進む山間部などでの未整備田等の利用率が低くなった農用地の集約と再生を図る。 

・農用地の持つ保全機能など、多面的機能の維持増進のため、適正な管理に努める。 

○森林 

・森林の持つ役割を再認識することができる場を作りながら、雑木林の再生など本来森林が持つ

諸機能が総合的かつ高度に発揮できるよう必要な森林の保全及び整備を図る。 

・農用地と森林の一体的な整備を図り、里山の再生・保全に向けた取組みを強化することにより、

日本の山の本来あるべき姿を取り戻す。 

○水面・河川・水路 

・大雨や台風等による増水や浸食による河川護岸崩落等の災害防止を図るため、自然景観の保全

に配慮しながら改修等の整備を行う。 

・災害発生の防止、水資源の確保や自然環境の保全に配慮とともに、生物の多様な生息・生育環

境、自然環境の保全、親水空間及び憩いの場の形成などを図る。 

○道路 

・都市計画の適正な運用を図るとともに、道路の安全性、特に歩行空間等の交通安全施設整備や

道路拡幅等に必要な用地の確保と生活道路の整備を図る。 

・環境保全、ユニバーサルデザイン等に配慮し、安全で質の高い道づくりに努める。 

・関係機関と連携し、周辺の市町にまたがる四国横断自動車道の早期開通、阿南安芸自動車道等

の早期完成について強く国県に要望するなど推進に努める。 

・災害対策として、緊急輸送路に架かる橋梁の耐震補強対策等の計画的な実施を関係機関に強く

求める。 

・農林業の生産性の向上を図り、農林地の適正な管理を行うため、農道及び林道の整備を図る。

○住宅地 

・人口減少に歯止めをかけるためにも、住宅及び用地の整備を行う必要がある。 

・空き家の増加を踏まえ、住宅地の維持・保全面や地域内の治安面でも改善の必要性がある。 
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・地震等により倒壊の危険性のある空き家を計画的に取り壊すことにより密集した住宅地に安全

な空間を確保する等の安全に配慮した住宅地の整備にも努める。 

○工業用地 

・就業機会の確保と豊かで安定した生活を確保するため、工業導入を計画的に誘導できるよう必

要な用地の確保を図る。 

○公用・公共用施設用地 

・公共施設の整備は、環境への配慮とともに、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化等の福

祉面への配慮を行い、必要な用地の確保を図る。 

・公共施設は災害時における避難場所として指定されている施設が多いため、災害時の安全な避

難場所としての整備を推進する。 

○レクリエーション用地 

・地域の個性や資源を活かした計画的な整備と有効利用を図る。 

○低未利用地 

・街中の未利用地は、公共施設用地、居住用地、事業用地等としての活用を図る。また、災害時

の避難場所や避難経路としての利用を検討していく必要がある。 

・農山漁村の遊休農地は、所有者等による適切な管理に加え、多様な主体の参画を促し、農用地

としての活用を積極的に図る。 

○沿岸域 

・漁業、海上交通、レクリエーション等各種利用に向け、沿岸環境共生を目的とした海域と陸域

との一体性に配慮しつつ、長期的な視点に立った総合的な利用を図る。 

・沿岸域の多様な生態系及び景観の保全・再生や漂着ゴミ対策、汚濁負荷対策を図るとともに、

町土の保全と安全性の向上に資するため、海岸の保全を図る。 
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日和佐都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 平成１６年３月 徳島県 

■都市づくりの理念 

「恵まれた自然と共生し、住み続けたくなる安全安心のまちづくり」 

 

■区域区分の決定の方針 

 本都市計画区域では、無秩序に市街地が拡大する恐れはないと考えられ、JR日和佐駅周辺の市街

地において用途地域が指定されており、今後も用途地域により土地利用誘導を行うことが適当と考

えられる。 

 このようなことから、本都市計画区域においては、区域区分を定めないこととする。 

 

■主要な都市計画の決定の方針 

○土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

・住宅を中心として構成されている市街地であり、町役場や官公庁、商業施設との近接性を活か

した、コンパクトで快適な居住環境の形成。 

・薬王寺門前の桜町通りや日和佐駅東側などの中心市街地に商業地を配置し、商業と住宅が調和

した、にぎわいのあるまちづくり。 

・うみがめ博物館カレッタなどの文化施設、四国霊場第 23 番札所薬王寺などの歴史資産、大浜

海岸、恵比須浜キャンプ村などの観光・レクリエーション施設に加え、道の駅を広域的な情報

発信・交流拠点として整備、活用。 

○都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

（交通施設） 

・安全で広域的な連携を強化する一般国道55号日和佐道路の整備。 

・主要幹線の適正な機能維持、主要幹線と連携する補助幹線道路や地区内道路の機能向上。 

（下水道及び河川） 

・公共用水域の水質保全、自然環境保全の観点から、公共下水道の整備、浄化槽の設置を推進。

・治水対策の推進と良好な水辺及び周辺環境の整備と保全。 

○市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

・狭隘道路の改善やオープンスペースの確保の必要がある住宅密集地においては、地区計画等、

地域の状況に応じた事業や制度の活用により、居住環境の整備改善。 

○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 

・憩いの場としてだけでなく、災害時の避難

場所や延焼遮断など、防災上も重要な役割

をはたす公園等の公的空間の計画的な整

備充実。 

・市街地周辺に形成されている緑豊かな森林

や農地、国定公園に指定されている海岸線

などの優良な自然環境の保全、活用。 
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 ３ まちづくりの特性と課題 

 

（１）人口減少・少子高齢化が進む中での課題 

 

 背景（全国的な潮流等） 

 

■全国的な人口減少 

 わが国は、既に人口減少社会となっており、都市への人口流出等が続く地方部においては、

さらに早いスピードで人口減少・少子高齢化が進むことが危惧されています。 

 

 美波町の特性 

 

■本町の将来人口推計 

 本町では、既に、大幅な人口減少が生

じています。「日本の将来推計人口」（社

会保障・人口問題研究所 H24.1 推計）

においては、25 年後の平成 47 年には、

人口が現在（平成22年）の半数程度とな

る可能性があることが示されています。 

 

■住民の定住意向は比較的高い 

 住民の定住意向は“住みたい”が66％、

“住みたくない”が12％と、比較的定住

意向は高くなっています。ただし、定住

意向は10･20歳代、30歳代で約5割、60

歳代で約7割であり、若年層の定住意向

は低くなっています。 

 また、「就業の場や機会」や「買物の便

利さ」、「公共交通機関の便利さ」等の定

住に重要な要因と想定される項目の評価

も低くなっています。 

 

 

 

図 美波町の将来推計人口 

図 定住意向（H24総合計画住民アンケート調査結果）
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 美波町の都市計画・まちづくりの課題 

 

■人口の流出に歯止めをかけるまちづくり 

 住民の定住意向を踏まえつつ、人口の流出（社会減）に歯止めをかけるため、居住者にとっ

て住みやすいまちづくりに取組むことが必要です。特に、将来のまちの発展のためには、若者

の定住を促すことが重要な視点となります。 

 また、流入人口の確保に向け、美波町の豊かな自然や社会基盤整備（町内全域への光ファイ

バー網等）を活かしたサテライトオフィス等の雇用の場の創出による新たな人口の受入や若者

向けの宅地開発等に努めることが必要です。なお、大規模な工業や商業施設等の新たな立地は

困難な状況ではありますが、その可能性を模索するとともに、地域の特性に応じた工業・商業

施設の誘致等を図っていくことが必要です。 

 

■まちの魅力を活かした定住・交流人口の拡大 

 全国的な人口減少が進む中で、今後、大幅な定住人口の確保は難しい状況といえます。 

 そのような中で、本町の海・山・川等の豊かな自然や個性的な伝統文化等の多様な地域資源

を活かした交流機会の拡大等、地域の活力を高めることが求められています。 

 

■空き家の増加への対応 

 人口減少に伴い、空き家の増加が生じています。手入れがされていない空き家の増加は、災

害発生時の避難における支障となったり、まちの景観悪化につながったりすることから、その

適正な管理が必要となります。 
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（２）まちの形成から見た課題 

 

 背景（全国的な潮流等） 

 

■地域再生の取り組み 

 全国的な人口減少・少子高齢化が進む中で、地方都市では、中心市街地の空洞化や商店街の

衰退、空き店舗、空き家の増加、農村部における耕作放棄地の増加、コミュニティを維持でき

ない限界集落の発生など、様々な問題を抱えています。 

 このため、地域の文化と歴史等を継承しつつ、快適で安心して暮らせる地域に再生し、将来

にわたって持続的に発展するまちづくりが求められています。 

 

 美波町の特性 

 

■コンパクトな市街地の形成 

 都市計画区域内は、住宅を中心として構成されており、町役場や官公庁、商業施設等が近接

したコンパクトな市街地が形成されています。 

 しかしながら都市計画区域内の市街地の多くが津波浸水想定区域内に位置するとともに、木

造老朽家屋等が多くを占めている状況にあり、災害に対して脆弱性を有しています。 

 

■点在する集落 

 本町の伊座利や阿部、山河内等の集落は、限られた平地部を活かして発展してきた農山漁村

集落であり、周辺地域との連絡道路は狭隘で屈曲した区間が大部分を占める県道のみとなって

います。 

 この中には交通条件が悪く、大幅な人口減少、高齢化等により、集落としての機能低下が生

じている地域も見られます。 

 

■地域高規格道路の整備 

 四国８の字ネットワークを担う、地域高規格道路日和佐道路の開通により、阿南市方面への

連絡性が高まっています。 

 今後、地域高規格道路「阿南安芸自動車道」の整備によって、人や物の流れが大きく変化す

ることも想定されます。 
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 美波町の都市計画・まちづくりの課題 

 

■集落の維持や市街地の活性化に向けたまちづくりの検討 

 人口減少や高齢化の進展等により、集落の存続が危惧される地域も見られるなか、個々の集

落の歴史や文化等を尊重しながら、長期的な視点に立ったまちづくりを検討していくことが必

要です。 

 また、海岸部における津波災害、山間部における土砂災害等、自然災害に対するまちの脆弱

性を認識するとともに、地域高規格道路「阿南安芸自動車道」の延伸等を含めた長期的なまち

のデザインを検討していく必要があります。 

 一方、公共施設の維持管理に関する費用が増大するなかで、人口減少・少子高齢化の動向等

を見据えつつ、利用頻度の少ない老朽化した公共施設については、別用途への変更もしくは廃

止を検討していく必要があります。 

 

■集落内の生活環境の維持・向上 

 町内の各集落において、快適な暮らしの実現が図られるよう、集落道や上水道の整備、汚水

処理施設等の生活環境の整備が必要です。 

 

■集落間や町外との連携を高める条件整備 

 山に囲まれた地形条件にあり、交通の便が悪い集落等においては、日常生活における利便性

の向上や災害時への孤立対策等として、道路網の充実が求められています。 

 また、定住人口の増加が難しいなかで、本町の多様な地域資源を活かした交流の拡大を図る

ため、町内外との連携を促すソフト的な取り組みや公共交通ネットワークの形成が重要となり

ます。 
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（３）南海トラフの巨大地震等への備えに対する課題 

 

 背景（全国的な潮流等） 

 

■南海トラフの巨大地震 

 東日本大震災の課題と教訓を踏まえつつ、切迫性が高まる南海トラフの巨大地震への対応が

急務となっています。 

 

■様々な災害の増加や被害の甚大化 

 近年、大型台風や集中豪雨等を起因として、災害の増加や被害の甚大化等が生じ、地域社会

へ大きな影響を与えています。 

 一方で、人口減少や高齢化が進み、地域の防災力の低下がみられ、安全で安心なまちづくり

が求められています。 

 

 美波町の特性 

 

■南海トラフの巨大地震への備え 

 南海トラフの巨大地震が発生した場合、美波町では、震度６強から震度７の揺れが生じ、最

大で20.9mの津波が襲来することが懸念されています。 

 津波影響開始時間（+20cmの津波到達時間）は10分～12分、最大波の到達時間は28～29分

となっており、速やかな避難が求められています。 

 

■重要視されている「災害対策」 

 今後のまちづくりにおいて重要な項目としては、「災害対策」が最も高くなっています。 

 また、災害に対する安全性については、“安全とは思わない”が6割、“安全と思う”が2割

となっています。 

 

表 重要度の評価点（上位５項目） 

項目 評価点 

災害対策 7.68

医療体制の充実度 7.52

就業の場や機会 7.03

自然環境の豊かさ 6.72

道路網の充実度 6.66

※評価点＝「重視している」を 10 点、「やや重視して

いる」を5点「どちらともいえない」を0点、「あま

り重視していない」を-5点、「重視していない」を-10

点とした際の平均値 

 

 

図 災害に対する安全の評価 

（H24総合計画住民アンケート調査結果）
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■様々な災害の危険性 

 近年の大型台風や集中豪雨等に対して、道路の冠水や家屋の浸水が危惧される地域もあり、

早急な対策が求められています。 

 また、山に囲まれた地形にあることから、急傾斜地や地すべり等の土砂災害に対する危険性

を有しています。 

 

 美波町の都市計画・まちづくりの課題 

 

■災害に対するまちの脆弱性 

 本町には、延焼危険性又は避難困難性が高く、地震時等において最低限の安全性を確保する

ことが困難である、「著しく危険な密集市街地」が４地区、24ha 存在しています。これらの地

区では、大規模地震の発生時における延焼の拡大、家屋倒壊による道路閉塞が生じることで避

難が困難になるなど、大規模な被害が生じることが懸念され、その対策が求められています。 

 また、「著しく危険な密集市街地」と位置づけられている４地区以外についても、狭隘な道路

網や老朽家屋等で形成されている集落も多く、まちの構造面からの安全性を高めるとともに、

円滑な避難を促すためのソフト対策等に取組んでいくことが必要といえます。 

 

■速やかな避難を促す条件整備 

 南海トラフの巨大地震が発生した場合、短時間で大きな津波が襲来し、大規模な被害の発生

が懸念されています。そのため、自助・共助・公助の連携のもとで、避難場所や避難路の確保、

速やかな避難の意識づくりなど、多様な取組が求められています。 

 

■防災施設の更新 

 徳島県が公表した津波浸水想定では、本町への甚大な被害が生じる可能性があるなかで、日

和佐大浜海岸防潮堤等の老朽化が進んでいることから、適切な施設整備・改修が求められてい

ます。 

 

■安全・安心なまちの実現 

 南海トラフの巨大地震による被害想定の公表等により、震災前移住等を検討する住民が出て

くることで、これまで以上の過疎化の進行が懸念されます。 

 生活の安全を確保することは、定住のための条件であり、南海トラフの巨大地震に対する対

策をはじめ、集中豪雨等による冠水や家屋浸水の恐れのある地域に対する排水対策、土砂災害

を防止するための治山・治水対策を行うなど、安全・安心なまちづくりが求められています。 
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（４）産業の活性化に向けた課題 

 

 背景（全国的な潮流等） 

 

■地方経済・産業の低迷 

 これまでの地方における産業基盤を支えてきた建設業をはじめ、地方の中小企業は、公共事

業の大幅な減少により、非常に厳しい状況にあります。 

 また、全国的に、商店街におけるにぎわいの喪失、農林水産業の低迷等、地域経済・産業は

疲弊している状況にあります。 

 

 美波町の特性 

 

■厳しい状況にある農林水産業 

 全国的な傾向と同様に、担い手不足等による農林水産業の衰退が生じています。 

 農業では、高付加価値商品である特別農産物（乙姫米）、菜の花、オクラ、ほうれん草等の栽

培に力を入れていますが、山間部を中心に耕作放棄地等の増加がみられています。 

 林業は、木材価格の長期にわたる低迷、林業従事者の減少等から放棄林も多く、産業として

の維持が困難な状況も見受けられます。 

 水産業では、伊座利、阿部、志和岐、東由岐、西由岐、木岐、日和佐の7漁協があり、小規

模な経営ながらも、変化に富んだ漁場のもと、釣り、網、採貝等が営まれています。 

 

■小規模な産業規模の商工業 

 本町の商店のほとんどは、小規模経営の小売業であり、徳島市や阿南市等の都市部への購買

力の流出もあり、厳しい経営となっています。 

 また、雇用の受け皿となる工業等も少なく、若者流出の大きな要因となっています。 

 

■地域の多様な資源を活かした観光・交流 

 本町は、四国霊場第23番札所薬王寺や道の駅日和佐、ひわさうみがめトライアスロン大会等、

交流の核となる地域資源に恵まれています。 

 また、まちづくり協議会等を中心とした地域づくりや滞在型交流、体験型観光事業等、住民

が主体となった様々な交流が育まれています。 
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 美波町の都市計画・まちづくりの課題 

 

■森林・農用地の保全・活用 

 森林や農用地の保全は国土保全の観点からも重要であることを認識し、農林業振興施策に関

する生産活動の維持・発展を促すとともに、森林や農用地の持つ多面的機能等を踏まえつつ、

多様な主体の参画を促し、その適切な管理に努める必要があります。 

 

■水産業の振興 

 海岸部を中心に営まれている漁業等は、地域の基幹産業となっていることから、水産業振興

施策を図りながら、水環境の保全や水産資源の保護、漁業体験等の多様な振興施策の展開を図

ることが必要です。 

 

■若者の定住を促す雇用の場の創出 

 若者の定住のためには、雇用の場の確保が重要ですが、景気の冷え込みや津波浸水想定区域

や土砂災害警戒区域の拡大等により、企業誘致の条件は、益々厳しい状況になっています。 

 このような状況を踏まえながらも、情報基盤整備等の特性を活かした新たな雇用の場の創出

や農林水産業等の地場産業と連携した新たな産業の創出等を図っていく必要があります。 

 

■年間を通じた入込客の確保 

 現在の本町の観光客は、正月と夏に集中しており、多様な地域資源を活用し、年間を通して

の安定した入込客の確保が必要です。 

 

表 主要な施設の入込客数 単位：人 

名称 平成23年 平成24年 備考 

イザリＣafe 8,809 9,576  

ぽっぽマリン 9,503 10,933  

田井ノ浜海水浴場 8,872 6,993  

恵比須浜キャンプ村 700 700  

道の駅日和佐 235,000 229,000  

薬王寺 836,000 658,000  

カレッタ 29,680 25,286  

資料：町資料 

 

■観光・交流の更なる推進を図るための条件整備 

 地域高規格道路である「日和佐道路」の開通等により、本町へのアクセスが向上しつつあり

ますが、県南部における交通網は不十分な状況にあり、早期改良が求められています。 
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（５）価値観の多様化等への対応に向けた課題 

 

 背景（全国的な潮流等） 

 

■環境に対する意識の向上 

 地球温暖化をはじめ、地球規模における環境に対する住民への意識が高まりつつあります。 

 このため近年では、環境に対する負荷の少ないまちづくりに向け、良好な環境の保全と創造

を図るまちづくりが求められています。 

 

■景観に対する意識の向上 

 平成17年に景観に関するはじめての法律である景観法が全面施行されるなど、景観に関する

国民の意識が高まりつつあります。 

 この法律は、日本の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するものとして、美

しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会

の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与するこ

とを目的としています。 

 

■価値観やライフスタイルの多様化 

 物の豊かさから心の豊かさ、生活の利便性より快適性、さらには個性を重視する傾向等、価

値観の多様化が進んでいます。 

 また、余暇時間の増加によるライフスタイルの変化、ゆとりや質を重視する傾向が高まりつ

つあります。 

 

 美波町の特性 

 

■室戸阿南海岸国定公園をはじめとした豊かな自然環境 

 本町は、アカウミガメの産卵地として知られる大浜海岸等が位置する海岸部が室戸阿南海岸

国定公園の指定を受けるなど、豊かな自然環境を有しています。 

 また、本町の土地利用は、森林や農用地が占める割合が高くなっているものの、農林業生産

については、全国的な傾向と同様に衰退傾向にあります。 

 

■生活単位の多様化 

 住民の価値観やライフスタイルの多様化が進む一方で、少子高齢化や核家族化の進行に伴い、

生活単位の多様化も見られています。 

 そのため、高齢者の単独世帯の増加や若者世代における町に対する愛着の希薄化等が生じて

います。 
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■自然環境や景観に対する高い評価 

 本町の現況において満足度が高い項目は、「自然環境の豊かさ」や「景観の美しさ」、「リサイ

クル対策」、「自然環境の保全」等、生活環境に対する評価が高くなっています。 

 

表 満足度の評価点（上位５項目） 

項目 評価点 

自然環境の豊かさ 6.13

景観の美しさ 5.77

リサイクル対策 3.17

自然環境の保全 2.67

上水道の整備 2.56

※評価点＝「重視している」を10点、「やや重視している」を5点「どちらともいえない」を0点、「あま

り重視していない」を-5点、「重視していない」を-10点とした際の平均値 

             H24総合計画住民アンケート調査結果 

 

 美波町の都市計画・まちづくりの課題 

 

■豊かな自然環境の保全・活用 

 アカウミガメの産卵地である大浜海岸や室戸阿南海岸国定公園等の豊かな自然環境は、地域

の貴重な資源との認識のもと、その保全・活用を図っていくことが必要です。 

 

■美波町の“良さ”の認識と情報発信 

 本町の自然環境や景観に対する高い評価を踏まえつつ、より一層、地域への愛着を高めてい

くことが必要です。 

 また、様々な機会を通じて町内外への“美波町の良さ”を情報発信するとともに、都市部に

おける地域プロモーション活動等に積極的に取組むことで、交流人口の増加、さらには定住人

口の増加につなげていくことが重要です。 

 

■子育て支援や長寿社会に対応した暮らしやすいまちの実現 

 人口減少や核家族化の進行状況を踏まえつつ、多様な子育て支援策に取り組み、少子化に歯

止めをかけることが必要です。 

 また、高齢者をはじめ、住民一人ひとりが生涯を通じて安心して暮らせるまちを実現すると

ともに、住民の連帯意識を高め、自助・共助・公助のコミュニティを形成していくことが重要

です。 
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 第２章 全体構想 

 

 １ まちづくりの基本理念 

 

 全国的な人口減少局面にある中で、南海トラフの巨大地震による甚大な被害の想定は、本町にと

って追い討ちをかける事象といっても過言ではありません。このような状況の中、人口増加をめざ

したまちづくりが難しいとの前提のもと、住んでいる人の満足度を高め、安全・安心、円滑な暮ら

しが実現できるまちづくりをめざすことが重要になっています。 

 また、各地域では、山林、里山、清流、海岸線等の豊かな自然の恩恵を受けながら、伝統文化や

地域住民が主体となった様々な活動が育まれてきました。 

 これらの様々な資源・取組みを活かしながら、総合計画に示された将来像である「海・山・川の

恵みを活かし、知恵と心でつくるまち ～住んでよかったと実感できるまちを目指して～」の実現

に向け、「住みたいまち・訪れたいまちとして選ばれるまち」を創りあげていくために、まちづく

りの基本理念を以下のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 豊かな自然の恵みの中で、住民と訪れる人々との交わりを通じて、これまで育まれてきた

歴史や文化、町並み等を輝かせ、新しい魅力や産業等を生み出すことで、住んでいる人・訪

れる人にとって夢や希望を創り出すまちをめざします。 

 

 

 

豊かな自然に恵まれた、夢・希望を創るまち 

まちづくりの基本理念 
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 ２ まちづくりの基本目標 

 

基本目標１  安全・安心の実現による住みよいまちの創造 

 

 南海トラフの巨大地震をはじめ、水害・土砂災害等の各種の災害について、防災・減災対策の

推進を図り、安全・安心なまちづくりの実現をめざします。 

 特に、「著しく危険な密集市街地」は、災害時の危険性だけでなく、日常生活にも影響があるこ

とから、その解消に向け、地域住民の理解と協力を得ながら、都市計画道路等をはじめとした狭

隘道路の改良・整備やオープンスペースの確保を図るなど、計画的に取組んでいきます。 

 

 

基本目標２  地域の個性を活かした住みよいまちの創造 

 

 市街地や農山漁村集落等の各地域の成り立ちを踏まえつつ、計画的な土地利用のもと、住環境

の充実に努め、住みよいまちの実現をめざします。 

 また、地域で育まれてきた伝統・文化や住民が主体となって取組まれている様々な活動は、地

域の個性を育み活力を生み出すものとして、その継続・発展等に努めます。 

 

 

基本目標３  地域内外の連携を高めた住みよい・訪れたいまちの創造 

 

 道路・交通施設等の充実により、地域の連携を高めることで、生活の利便性や安全の向上に努

め、住みよいまちの実現をめざします。 

 また、多様な地域資源の情報発信等に努めつつ、地域高規格道路「阿南安芸自動車道」の整備

をはじめ集落間を結ぶ幹線道路等の交通基盤の充実を図ることで、訪れたくなるまちの実現をめ

ざします。 
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基本目標４  恵まれた自然・地域資源を活かした住みよい・訪れたいまちの創造 

 

 山林・里山・清流・海岸等の豊かな自然環境が溢れた地域の特性を活かし、豊かな自然の保全・

活用を図りながら、潤いある生活空間の形成をめざします。 

 また、豊かな自然を活かした漁業体験や農業体験、それぞれの地域で採れる新鮮な海産物や農

産物、薬王寺や大浜海岸等の観光資源、日和佐八幡神社秋祭りや赤松吹筒花火、由岐の連続秋ま

つり等の各地域で受け継がれてきた祭り・伝統文化等を活かし、訪れたいまちの実現を図り、交

流人口の拡大をめざします。 

 

 

基本目標５  住民が活躍する住みよい・訪れたいまちの創造 

 

 伊座利地区における「伊座利の未来を考える推進協議会」での都市漁村交流事業、木岐地区の

「木岐まちづくり協議会」を中心とした漁業体験イベント、伝統文化の継承に努めているＮＰＯ

法人 赤松煙火保存会等、住民主体の定住・交流活動の取組みの継続を図り、新たな活動も育みな

がら、住民一人ひとりが活躍するまち、豊かなコミュニティのあるまちの形成をめざします。 
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 ３ まちづくりの重点プロジェクト 

 

 まちづくりの基本理念や基本目標を踏まえつつ、本町の中で優先して実現していくべき目標を

「重点プロジェクト」として位置づけます。 

 重点プロジェクトは、様々な分野を横断的に取組むものとして、以下の3つのプロジェクトを示

します。 

 

 

プロジェクト１  安全・安心実現プロジェクト 

 

 南海トラフの巨大地震をはじめとした、様々な災害からの人的被害“０”をめざすために、多

様な防災・減災対策を推進します。 

 

【具体的な施策】 

 

・南海トラフの巨大地震への対策（避難場所・経路の確保、避難計画やハザードマップ

の作成等） 

・公共施設等の高台移転等の検討 

・密集市街地の解消、空き家の除去 

・災害対策拠点の整備検討 

・地籍調査の推進 

・水害・土砂災害対策 

・公共土木施設の強化（長寿命化、耐震化等） 

・公共施設の高台移転等の検討 

・自主防災組織の育成・活動支援 

・避難訓練の充実                              等 

 

 

ゼロをめざす！
ゼロをめざす！
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プロジェクト２  人口定着プロジェクト 

 

 大幅な人口増加が困難な状況のなか、人口の社会減から社会増への転換をめざし、若者の流出

防止や多様な受入施策等を推進します。 

 

【具体的な施策】 

 

・住環境の向上（社会基盤の整備） 

・サテライトオフィス等の新たな雇用の創出 

・地場産業の振興、移動販売等の支援、新たな産業の創出（農林水産漁業における６次

産業等） 

・子育て世代への支援策の充実（幼保一元化施設の検討、若者向けの宅地開発等） 

・美波町立病院・医療保健センターの整備・活用（公共交通手段等の検討）    等 

 

 

 

 

プロジェクト３  交流拡大プロジェクト 

 

 豊かな自然や多様な地域資源、個性溢れる伝統文化等を活かしつつ、地域内外の道路・交通ネ

ットワークの強化を図り、観光・交流人口の拡大をめざします。 

 

【具体的な施策】 

 

・自然資源の保全・活用 

・地域資源の充実・活用と周辺整備 

・道路網の充実 

・公共交通のサービス水準の向上                       等 

 

 

プラスから更なるプラスへ！

プラスから更なるプラスへ！

マイナスからプラスへ！

マイナスからプラスへ！
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 ４ 都市構造図 

 

 まちづくりの基本理念や基本目標の実現に向け、計画的な土地利用を促すための「ゾーン形成」、

地域の特色を活かしたまちづくりを進めるための「拠点形成」、地域の一体化と町内外の交流・連

携を強化するための「軸の形成」の視点ごとの方針を定めます。 

 

（１）ゾーン形成 ： 計画的な土地利用 

 都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律等、各種法制度の適切な運用により、住宅地や

農地、自然環境等が調和したまちづくりに努めます。 

 

分分類類  分分類類別別のの対対象象箇箇所所とと方方向向性性  

田園共生エリア 

 限られた平野部に立地する住宅地や農地等は、周辺の自然

環境との調和を図りながら、快適な居住空間の形成や産業振

興につながる土地利用に努めます。 

自然保全エリア 
 まちの背後に広がる里山、山林は、自然保全エリアとして、

豊かな自然環境の保全・活用に努めます。 

 

（２）拠点形成 ： 地域の特色を活かした拠点の形成 

 人口減少、少子高齢化への対応を見据えながら、個々の集落の状況に応じた生活空間の形成に

努めます。 

 

分分類類  分分類類別別のの対対象象箇箇所所とと方方向向性性  

都市拠点 
 日和佐市街地を中心とする都市計画区域内は、本町の拠点

として、都市的機能の集積を図ります。 

定住拠点 

 それぞれの地域に形成されてきた農山漁村集落は、それぞ

れの集落の成り立ちを踏まえながら、定住空間としての充実

に努めます。 

 

（３）軸の形成 ： 地域の一体化と町内外の交流・連携を強化 

 生活や生産を支え、町内外の骨格となる道路網や公共交通網を広域連携軸として位置づけ、生

活・交流基盤としての充実・活用を図ります。 

 都市拠点や定住拠点を結ぶ道路・公共交通ネットワークの強化を図り、一体的なまちの形成を

図ります。 

 河川や山並み等の連続性を有する資源は、本町の貴重な資源として、その保全と活用を図りま

す。 
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分分類類  分分類類別別のの対対象象箇箇所所とと方方向向性性  

広域連携軸 

 地域高規格道路 日和佐道路・阿南安芸自動車道、国道 55

号、主要地方道阿南鷲敷日和佐線、南阿波サンライン（一般

県道147 号）、JR 牟岐線等の骨格となる道路網・公共交通網

を広域連携軸として位置づけ、町内外の交流を促します。 

地域間連携軸 

 広域連携軸を補完する道路や由岐地区の各集落を結ぶ道

路（主要地方道日和佐小野線、由岐大西線）を地域間連携軸

として位置づけ、地域内外の連携を高めます。 

生活連携軸 
 生活拠点を結ぶ道路網を生活連携軸として位置づけ、地域

住民の生活の利便性確保を図ります。 

水と緑の軸 
 海岸線や河川、まちの背後に連なる山並みを水と緑の軸と

して位置づけ、その保全・活用に努めます。 

 

日和佐都市計画区域

伊座利

阿部

志和岐

由岐湾内
田井

木岐

恵比須浜

北河内

西河内

山河内

赤松

都市拠点

定住拠点

広域連携軸

拠点形成

軸の形成

地域間連携軸

生活連携軸

緑の軸

水の軸

凡　例

田園共生エリア

自然保全エリア
エリア区分

N

 

図 都市構造図 
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 ５ 分野別方針 

 

５－１  土地利用の方針 

 

【これまでの主な取組み】 

・本町の都市計画区域内では、法に基づく適切な土地利用に努めてきました。 

・地形の制約上、平地が限られているなかで、周辺の自然環境等に配慮しながら、地域の活性

化につながる土地利用に努めてきました。 

 また、それぞれの地域・集落にて、住民が主体となって、地域の特徴を活かしたまちづくり

が取組まれています。 

・人口減少期を迎える中、空き家の増加が生じていることから、空き家バンクの運用や老朽住

宅解体費支援事業等の取組を進めています。 

・美波町立病院や医療保健センター等の住民福祉の向上に資する新たな拠点の形成に取組んで

います。 

・平成 25 年度から地籍調査事業に着手し、計画的なまちづくりや災害時の備え等に取組むた

めの条件整備を進めています。 

 

（１）土地利用の基本的な考え方 

 本町は、美しい海岸や緑豊かな山林、農村の田園風景等、多くの自然環境に恵まれています。一

方で、地形的制約から、限られた平野部に集落が点在しており、それぞれの地域の個性を活かした

町並みが形成されてきました。 

 今後、人口減少や少子高齢化が進む中で、現状の土地利用や都市基盤整備の状況、安全なまちの

実現等を見据えながら、まちの維持・発展につながる土地利用を検討していきます。 

 

（２）土地利用に関する方針 

 

■産業系土地利用 

○市街地の商業・業務系土地利用 

 日和佐駅周辺や桜町商店街等は、本町の商業・業務系施設の核となる地域として、道の駅日和

佐や薬王寺下の駐車場整備状況等も考慮しつつ、多様な産業振興施策と連携を図りながら、新た

な商業・業務施設の立地・形成等に努めます。 

 

○周辺地域の商業系土地利用 

 都市計画区域外で、本町の核となる由岐湾内では、商店の衰退等が見受けられます。また、他

の集落においては、集落内に商店がなく、既に買物難民地域となっている状況もみられます。 

 これらの状況を踏まえつつ、既存商店街の活動支援に努めるとともに、地域の農業・漁業と連
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携した商店の創出や宅配・移動販売等の新たなサービスに取組む事業者の支援等を検討していき

ます。 

 

○周辺地域の業務系土地利用 

 地域の特性を活かした企業誘致の推進として、町内全域に光ファイバーによる高速通信インタ

ーネット網が整備されている状況等を活かし、「サテライトオフィス」の更なる拡大をめざしてい

きます。 

 また、住民の情報活用能力を高めたり、進出してきた企業と地域の結びつきを高めることで、

地域の活力や新たな産業の芽生えにつながるような取組みの支援を検討していきます。 

 なお、サテライトオフィスによる企業誘致にあたっては、遊休施設の活用を図るなど、既存ス

トックや土地の有効利用に努めます。 

 

○農業・漁業振興に関する土地利用 

 後継者の育成や体験農業・体験漁業の取組み、由岐伊勢エビまつり等のイベント、南阿波丼や

アオリイカ丼等の特産品のPR活動等、様々な産業振興施策の推進を図りながら、多様な農業・漁

業関連産業の創出・育成に努めます。 

 

■沿道商業系土地利用 

 本町の幹線道路である国道55号沿いや高規格道路日和佐道路の出入口周辺の地域は、活力やに

ぎわいを形成する軸やエリアとして、地域住民や来訪者へのサービス向上に寄与する商業地の形

成を促します。 

 

■住居系土地利用 

○良好な住環境の形成 

 既存の土地利用を基本としながら、住環境の向上に努めつつ、良好な住宅地の形成を図ります。 

 町営住宅等の老朽化が進んでいることから、人口の動向や住宅ニーズ等を踏まえつつ、人口定

着のための条件整備として、長寿命化計画の策定による適正な維持管理等に努めます。 

 

○周辺地域の住居系土地利用 

 漁村集落は、古くから形成されてきた町並みであり、豊かな自然環境の維持に努めながら、生

活基盤の充実を図り、より良い定住環境の形成をめざします。 

 農村集落は、周辺の自然・田園環境との調和に配慮しながら、ゆとりある住環境の形成を図り

ます。 

 

○空き家の活用・除去 

 人口減少等を起因として空き家の増加が町全体で生じているなかで、まちの安全性の向上や景

観悪化の防止等を目的に、空き家の活用・除去に努めます。 

 また、本町の漁村集落は、古くから形成されてきた町並みであり、狭隘な道路網に老朽木造住
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宅が密集した状況にあることから、空き家の除去や道路の拡幅等により、安全な住環境の整備に

努めます。 

 そのため、津波災害リスクも念頭に置きながら、都市住民のニーズに応じた空き家の改修や情

報提供等に取組み、多面的な活用を図るとともに、定住促進対策条例及び地域づくり推進条例、

平成25年に制定した老朽住宅解体費支援事業の適正な運用を図り、住民の安全・安心と住環境の

改善及び良好な景観の形成に努めます。 

 

○著しく危険な密集市街地の解消 

 本町の日和佐浦、西由岐、東由岐、木岐の4つの市街地24.3haは、著しく危険な密集市街地と

して指定されており、その解消を図るため、空き家の除去や道路の拡幅等により、安全な住環境

の整備に努めます。 

 

■田園居住系土地利用 

 農村集落においては、周辺の農地と調和した快適な居住空間の形成を図ります。 

 また、農村集落では、著しい人口減少により限界集落となる恐れのある地域も見受けられます。

そのため、人口流出に歯止めをかけるため、生活基盤の整備等に努め、良好な住環境の形成に努

めます。 

 

■自然系土地利用 

○豊かな海岸の保全 

 アカウミガメの産卵地として知られる大浜海岸等が位置する海岸部は室戸阿南海岸国定公園の

指定を受けており、豊かな自然環境を有しています。 

 沿岸域は、漁業やレクリエーション等の多様な利用が期待されていることから、自然環境や景

観の保全、水産資源の保護等に配慮しつつ、総合的な利用に努めます。 

 

○豊かな緑の保全 

 本町は、町域の大部分を山地が占め、東部の明神山、北部の後世山、中央部の玉厨子山、西部

の八郎山等の山々が連なっています。 

 これらの山々は地域住民や来訪者に対して、憩いややすらぎを与えるものとなっていますが、

林業の低迷や所有者の高齢化等により、手入れが行き届いていない放棄林が増加しつつあります。

また、県道沿い等においては、ゴミの不法投棄等も見受けられ、大きな課題となっています。 

 担い手育成や林道の整備・維持管理等の林業振興施策とあわせて、森林の持つ多面的機能等に

対する理解を深めつつ、林業体験や自然活動等の場としての活用を図り、豊かな緑の保全に努め

ます。 

 

○清流の保全と活用 

 地域を流れる豊かな清流の水質保全等を図るとともに、日和佐川上流域での水浴スポット及び

周辺部の整備等に取組み、レクリエーション・レジャー面での活用に努めます。 
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■適正な土地利用の規制・誘導に関する方針 

○用途地域内 

 用途地域内では、用途地域の指定に応じた適正な土地利用を促していきます。 

 また、用途地域内において、用途指定の状況と現況に乖離が生じている場合は、必要に応じて

用途地域の見直しを検討していきます。 

 

○用途地域外 

 用途地域外は、無秩序な市街地の拡大を抑制しながら、地域の活性化や安心なまちの実現に向

けた新たな土地利用の必要性が生じた際には、地域住民の意向や周辺土地利用との整合を図りな

がら、計画的な土地利用を検討していきます。 

 

○都市計画区域外 

 都市計画区域外の地域は、農業振興施策や漁業振興施策、周辺環境等との調和を図りながら、

良好な住環境の形成に努めます。 

 また、用途地域外と同様に、地域の活性化や安心なまちの実現に向けた新たな土地利用の必要

性が生じた際には、地域住民の意向や周辺土地利用との整合を図りながら、計画的な土地利用を

検討していきます。 

 

■国土調査法に基づく地籍調査の推進 

 地籍調査を行うことで、土地の境界線が明らかになり、土地境界をめぐるトラブルの未然防止

により、まちづくりを円滑に行うことが可能となります。 

 また、南海トラフの巨大地震による大規模な被害が想定されているなかで、万が一災害が発生

した際にも、速やかな復旧・復興につなげていくことが可能となることから、地籍調査の推進を

図ります。 

 

■新たな拠点形成に関する土地利用の方針 

○新たな拠点形成 

 美波町立病院や医療保健センターの周辺は、地域の新たな拠点として、住民の多様な活動・交

流の場としての充実を図り、高齢者の健康づくりや住民の生きがいづくりなどの多様な側面から

のまちづくりにつなげていくための周辺整備に取組んでいきます。 

 また、美波町立病院と医療保健センターの整備に伴い、由岐病院・日和佐病院の跡地利用が課

題となることから、津波の浸水想定区域内にある災害リスクへの配慮や地域住民の意向等を踏ま

えつつ、地域の活性化等につながる跡地利用を検討していきます。 

 

○安全・安心なまちの実現に向けた高台移転構想の検討 

 安全・安心なまちづくりに向け、関係機関の協力・支援を受けながら、公共施設や津波浸水想

定区域内の住宅の移転用地、避難場所を兼ねた防災公園、若者の移住・定住を促す住宅地等の機

能を有する高台移転構想の検討を進めます。 
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 検討にあたっては、「津波防災地域づくりに関する法律」第53条及び「徳島県南海トラフ巨大

地震等に係る震災に強い社会づくり条例」第52条に基づく「津波災害警戒区域」（いわゆるイエ

ローゾーン）の指定や地域住民の意向等を踏まえつつ、各地域の地形条件や特色に応じた手法等

を検討していきます。 

 

○災害リスクを踏まえた新たな土地利用の検討 

 地震・津波災害や土砂災害等が予想される地域については、ハザードマップ等により、あらか

じめ災害リスクの情報の周知に努めます。 

 また、大規模な災害が生じた際には、災害対応の拠点となる施設、仮設応急住宅や災害公営住

宅の建設用地、災害廃棄物（ガレキ等）や津波堆積物等の仮置場等の確保が必要となることから、

関係機関との連携のもと、候補地の早期選定に取組みます。これらの候補地として、工事残土を

利用した農地の嵩上げ等による確保も考えられることから、農地法をはじめとした法規制や優良

農地の保全との調整等を図りながら検討していきます。 

 

■“負の側面”を有する資源の活用 

 空き家や耕作放棄地の存在、人口減少に伴う遊休施設の増加等、本町にとって“負の側面”を

有する資源について、一定の条件のもとで、交流や定住につなげることが可能な資源に成り得る

との認識のもと、その活用方法を官民協働で検討していきます。 
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５－２  道路・交通施設の整備方針 

 

【これまでの主な取組み】 

・平成23年に地域高規格道路 阿南安芸自動車道である日和佐道路（徳島県阿南市福井町小野

～美波町北河内）が全線開通し、町内外の連携強化が図られました。 

・国道・県道等の幹線道路については、線形不良区間の解消や災害時の安全性向上等、関係機

関に対して要望をあげてきました。平成 25 年には、恵比須浜・日和佐田井と北河内を結ぶ

県道のバイパス整備に着手しており、計画的な整備が進められています。 

・町道については、危険箇所の解消や災害時の安全性向上等のため、計画的な整備に努めてい

ます。 

・都市計画道路については、一部の都市計画道路が未着手のまま残されていることから、平成

25年度に都市計画道路の必要性の見直しを行い、早期の実現に向けて取り組んでいるところ

です。 

・既存の道路ストックの適正管理に向け、舗装面の点検調査を実施し、維持修繕計画の策定を

行っています。また、15m以上の橋梁については、橋梁長寿命化対策を実施しています。 

・高齢化が進む中で、ますます重要となる公共交通については、タクシー助成制度やデマンド

タクシーの試行等に取組んでいます。 

 

（１）道路・交通施設の整備の基本的な考え方 

 本町の道路網は、地域高規格道路の日和佐道路や国道 55 号の幹線道路、地域間や地域内を結ぶ

県道や町道によって構成されています。しかしながら、地形の制約から集落が点在している状況に

あり、集落を結ぶ道路は限られているとともに、大雨時等における崩落が懸念されるなど、災害時

の道路網の脆弱性が危惧されています。一方、公共交通は、JR牟岐線や路線バス（徳島バス阿南（株）、

徳島バス南部（株））が運行されていますが、便数が少なく、利用者数も低迷していることから、

公共交通体系の維持・存続が困難になることが懸念されています。 

 町内外を結ぶ道路・公共交通は、通勤・通学、通院等の日常生活を支えるとともに、町内外の交

流を促す重要な基盤であるため、関係機関と連携を図りながら、計画的な道路の整備や維持管理、

公共交通の適正な運行や利用促進等に努めます。また、災害時における避難路、救援・救助や物資

の搬送等の道路の役割を踏まえたうえで、災害に強い道路ネットワークの形成をめざしていきます。 
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（２）道路・交通施設の整備方針 

 

■まちの利便性や活力を支える幹線道路の整備 

○地域高規格道路「阿南安芸自動車道」の早期開通 

 地域高規格道路日和佐道路の開通効果による生活利便性の向上や来訪者の増加等の更なる発揮

をめざし、阿南安芸自動車道の延伸に向け、周辺市町との連携のもと、関係機関へ要望していき

ます。 

 また、阿南安芸自動車道の整備は、本町のまちづくりに大きな影響を与えることから、その動

向を踏まえながら土地利用のあり方や公共施設の配置等の検討を進めていきます。 

 

○地域内外を結ぶ幹線道路の強化促進 

 本町の幹線道路である国道55号や主要地方道阿南鷲敷日和佐線、日和佐小野線、由岐大西線等

は、住民の日常生活の支えや町外との連携・交流を促す道路としての役割をはじめ、災害時にお

いても重要な道路となっています。 

 しかしながら、国道55号の事前通行規制区間（阿南市福井町日の地～美波町北河内）の存在や

落石の懸念、見通しの悪い区間等があることから、その対策について、関係機関へ要望していき

ます。 

 

○地域を結ぶ県道等の整備促進 

 集落間を結び、住民の生活を支える県道の整備・改良を関係機関に要望していきます。 

 

○交流資源としての道路の充実 

 国土交通省の風景街道に、「～オーシャンビュー～ 南阿波サンライン・風景海道」として認定

された南阿波サンライン（一般県道日和佐牟岐線）や、桜街道と呼ばれ1,000本の桜が咲き誇る

主要地方道由岐大西線をはじめ、優れた眺望・景観を有する道路については、眺望・景観を楽し

むオープンスペースの確保や沿道の植栽の適正な維持管理等に努めます。 

 

■生活を支える道路の整備・改良 

○生活道路の整備・改良 

 本町の集落内の道路は、狭隘な道路が多数見受けられることから、その整備・改良に取組みま

す。特に、交通事故の危険性が高い箇所にあっては、待避所や回転場の確保、カーブミラー、ガ

ードレールの設置等、安全の確保に向けた対策を進めていきます。 

 また、通学路等の歩行者交通量が多い区間においては、沿道の状況も踏まえながら、歩道整備

を検討します。 

 さらに、夜間の通行の安全性を高めるために、適切な場所への道路照明等の設置を進めていき

ます。 
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■都市計画道路の整備推進 

 日和佐浦の住宅密集市街地では、都市計画道路が未整備のため、日常における車両の通行や救

急車両の進入が困難な状況が見受けられ、早期の改善が求められています。また、都市計画道路

は、災害時の避難路や延焼遮断等の防災空間等としての機能を有しています。 

 そのため、日和佐浦地区の著しく危険な密集市街地については、災害時の安全性を高めるため

にも、地域住民の理解と協力を得ながら、より実現性の高い整備手法等を検討していきます。 

 

■災害に強い道路ネットワークの形成 

○緊急輸送道路等の強化 

 日和佐道路や国道55号、主要地方道日和佐小野線（美波町由岐支所～阿南市及び美波町役場～

国道55号）、主要地方道阿南鷲敷日和佐線（国道195号～国道55号）が徳島県緊急輸送道路に指

定されており、これらの道路ネットワークを軸としながら、災害時の救援・救助、物資の輸送等

を支える災害に強い道路ネットワークの形成に努めます。 

 また、大規模な災害時に道路が被災した際には、多くの地域が孤立するおそれがあることから、

国道・県道・町道の道路管理者それぞれにおいて、法面対策や橋梁の耐震化等、災害に強い道づ

くりに努めるよう促します。 

 

○避難路の視点からみた生活道路の整備・改良 

 大規模な災害時において、避難路となる道路については、地震による揺れによる閉塞の危険性

等を踏まえながら、その整備・改良に取組みます。特に、災害の際に損傷が危惧される橋梁につ

いては、橋梁長寿命化修繕計画の策定や耐震化に取組む等、計画的な整備を進めていきます。 

 また、西由岐、東由岐、木岐、日和佐浦地区の著しく危険な密集市街地をはじめ、各集落内の

狭隘な道路等については、沿道の建築物の倒壊による道路閉塞等が危惧されることから、沿道住

民や地権者等の理解と協力を得ながら耐震診断・耐震改修の促進を図るとともに、地域づくり推

進条例や老朽住宅解体費支援事業の活用による空き家の除去を行うなど、安全性を高める効果的

な対策を検討していきます。 

 

■道路の適正な維持管理 

 各道路管理者と連携を図りながら、住民と協働した草刈や清掃活動（アドプト事業）等による

道路の適切な維持管理、橋梁の長寿命化計画の作成に基づく、老朽した道路施設の補修や補強等

に取組み、安全で快適な道路ネットワークの形成に努めます。 

 また、老朽化が進む道路施設や橋梁等の維持管理・更新等の費用が、今後ますます増大するこ

とが予想されるなかで、交通の実情や地域住民の意向を踏まえながら廃線・廃橋についても検討

していきます。 
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■公共交通の充実 

○JRやバス等の利用促進 

 人口減少やモータリゼーションの進展により、JR やバスの利用者が減少傾向にあり、その維

持・存続が課題となっています。 

 交通事業者や周辺市町との連携のもと、公共交通の利用促進策を検討するとともに、公共交通

のサービス水準の向上を交通事業者等に要望していきます。 

 

○新たな公共交通サービスの検討 

 周縁部の集落では、公共交通空白地域となっている集落も見受けられます。高齢化の進行によ

り、車を運転できない高齢者がさらに増加すると予想される中で、交通手段の確保は重要であり、

タクシー助成制度やデマンドタクシーの本格運行等、地域の実情に応じた公共交通サービスを検

討していきます。 

 

○美波町立病院へのアクセス手段の確保 

 由岐IC付近に計画されている美波町立病院の整備にあわせて、住民が利用しやすい交通手段の

確保を検討していきます。 

 

○交通事業者が有する施設の安全性の確保 

 JRの有する施設において、老朽化等が見受けられ、大規模な地震等が生じた際には、地域住民

の避難行動の支障になることが想定されるため、施設の更新等を要望していきます。 

 

○子供たちの通学を支える交通の確保 

 町内の小学校・中学校では、通学範囲が広いため、通学バスの運行を行っています。今後も、

子供たちの通学を支えるため、その維持に努めるとともに、地域全体の公共交通の一元管理を検

討する等、効率的な公共交通のあり方を検討していきます。 
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５－３  住環境整備の方針 

 

【これまでの主な取組み】 

・住民福祉の向上に向け、地域住民の皆様方のご理解と協力を得ながら、公園・緑地、河川・

海岸整備、上水道、汚水処理施設等の様々な社会基盤の整備に努めてきました。 

・都市計画区域内の公共下水道については、老朽施設の更新等も含めて、計画的・効率的な事

業の推進に努めています。また、伊座利、志和岐集落では漁業集落排水施設を整備し、生活

環境の向上と水質保全に努めています。 

・公共下水道の計画区域や漁業集落排水施設が整備されている地区以外では、浄化槽設置整備

事業による合併浄化槽の整備を促すなど、地域の実情に応じた汚水処理施設の整備に努めて

います。 

・伊座利漁港と恵比須浜漁港では、漁港施設のストックマネジメント計画を策定し、漁港施設

の長寿命化対策等に努めています。 

 

（１）住環境整備の基本的な考え方 

 公園・緑地、河川、上下水道等の社会基盤は、住民の生活を支える定住基盤として、その整備・

充実を図るとともに、台帳管理等による適正な維持管理に努めていきます。 

 また、それぞれの社会基盤の整備・維持管理にあたっては、災害に強いまちづくりの実現に向け

た施設の耐震化等に努めるとともに、更新費用の平準化やライフサイクルコストの縮減に向けた検

討に取組みます。 

 

（２）住環境整備に関する方針 

 

■公園・緑地の整備方針 

○公園・緑地の整備 

 既存の公園・緑地の施設・設備の充実を図るとともに、住民の交流や憩いの場、さらには災害

時における安全なオープンスペースとして、新たな公園・緑地の確保を検討していきます。 

 

○公園・緑地の適切な維持管理 

 公園・緑地の適切な維持管理に向け、地域住民との協働による体制づくり等を検討していきま

す。 

 

■河川・海岸整備の方針 

○河川整備の促進 

 台風等の大雨時の増水により内水被害の発生が危惧される河川、堤防・護岸等の老朽化が進ん

でいる河川においては、関係機関との連携により計画的な河川改修に取組みます。 
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○河川の適正な管理 

 多くの河川において、土砂の堆積が進み、内水被害の恐れが懸念されることから、河川管理者

に対して、適正な浚渫工事の実施等を要望していきます。 

 なお、浚渫工事にあたっては、水辺環境の保全や水質汚濁の防止等に配慮します。 

 

○海岸保全施設等の改修 

 老朽化が進む海岸保全施設、港湾・漁港施設等は、長寿命化計画の策定等により、適正な維持

管理に努めていきます。 

 また、南海トラフの巨大地震に関する被害想定を踏まえ、都市施設である日和佐大浜海岸防潮

堤等の改修をはじめ、防災施設の整備に取組みます。 

 

■上水道の整備方針 

○上水道の未普及地区の解消 

 奥潟、北河内、西河内、山河内、赤松の集落においては、上水道の未普及地区が存在すること

から、住民の生活や社会経済活動に不可欠の重要なライフラインとして、その解消をめざします。 

 なお、過疎・高齢化が進む中で、上水道事業の収入が減少の一途であることから、新たな上水

道の整備にあたっては、需要や投資効果を勘案し、簡易水道等の導入も検討します。 

 

○水道施設の更新 

 水道施設の老朽化を踏まえ、浄水場や配水池、管路等の計画的な更新に努めるとともに、重要

度や優先度を考慮しながら耐震化に取組みます。 

 

■汚水処理施設の整備方針 

○公共下水道の整備推進 

 公共下水道の計画区域にあっては、住環境の改善と定住基盤の確立として、計画的な公共下水

道の整備を推進します。 

 日和佐浦地区については、都市計画道路の整備や重点密集市街地対策（狭隘道路・老朽住宅等

の対策、避難困難地域の解消）等と連携し、計画的に取組みます。 

 

○地域の実情に応じた汚水処理施設の整備促進 

 公共下水道計画区域や漁業集落排水施設が整備されている伊座利・志和岐以外の地域では、そ

れぞれの地域の実情に応じて、特定環境保全公共下水道、集落排水事業、合併処理浄化槽、コミ

ュニティプラント等の整備を促します。 

 

○適切な維持管理 

 汚水処理施設の処理機能を維持するため、長寿命計画等を踏まえつつ、施設の適切な管理や計

画的な老朽施設の更新に取組みます。 
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５－４  防災対策に関する方針 

 

【これまでの主な取組み】 

・県の南海トラフの巨大地震に関する被害想定等の公表を受け、避難場所の見直しを行うとと

もに、避難路や場外離着陸場、飲料水兼用貯水槽の整備等に取組んでいます。また、大規模

災害への対応に向け、赤松防災拠点や新たな津波避難タワー、地域分散型小規模避難拠点施

設等の整備検討に取組んでいます。 

・津波浸水被害が想定されている地域を対象に、危険度判定調査や地域別懇談会の開催等を行

い、地域の安全性向上に努めています。 

・各自主防災会（組織率100％）においては、避難路の整備や備蓄倉庫の確保等、自助・共助・

公助による取組が進められています。 

・内水被害や土砂災害等については、雨水路の整備（寺前排水区）や急傾斜事業を行うととも

に、対策の推進に向けて関係機関に要望を行い、計画的な整備に取組んでいます。 

 

（１）防災対策の基本的な考え方 

 南海トラフの巨大地震による甚大な被害が想定されている本町においては、“命を守る”ために

速やかな避難を行うことを最優先とし、自助・共助・公助の役割分担を基本とした防災・減災対策

の推進を図ります。 

 また、水害・土砂災害等の様々な自然災害に対しても、ハード整備・ソフト施策の両面からの防

災・減災対策の推進を図り、全ての住民が安全・安心を実感できる災害に強いまちづくりをめざし

ていきます。 

 

（２）都市防災に関する方針 

 

■南海トラフの巨大地震に対する備え 

○緊急避難場所（一次避難場所）の確保 

 本町においては、津波到達時間が極めて短い状況を踏まえ、沿岸集落での高台等の安全な避難

場所の確保に努めます。また、災害時要援護者の安全確保や避難困難地域の解消にあたっては、

津波避難タワーの整備等も検討していきます。 

 主要な避難場所においては、雨露を凌ぐ建屋や照明の確保を行うなど、避難時の一時的な滞在

に対応する条件整備に努めます。 

 

○避難所（二次避難場所）の確保 

 揺れによる道路の崩壊等により、多くの地域・集落において孤立化する恐れがあります。一定

期間の地域内の孤立への対応や大規模な被災が生じた際の長期避難への対応に向け、指定避難所
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の確保に努めます。 

 指定避難所の確保にあたっては、集落単位での対応が困難な状況も想定されることから、全町

的な対応や集落間の避難経路の確保等の検討を進めていきます。 

 

○避難路の確保 

 円滑な避難を実現し、人的被害の軽減を図るため、各緊急避難場所への避難路の確保に努めま

す。 

 避難路の整備にあたっては、階段への手摺りの設置や夜間の避難に対応するための照明整備、

円滑な避難行動のための舗装整備等、避難路沿いの状況や地域住民の意向を踏まえつつ、適切な

整備に努めます。 

 また、主要な避難路沿いにおいては、地域住民の理解と協力を得ながら、沿道のブロック塀の

撤去やフェンス・生け垣等への変更、空き家の除去、沿道建築物の耐震診断・耐震改修の促進等

に努めます。 

 

○一次避難後の行動を見据えたルートの確保 

 本町では、津波が収束し、津波警報が解除されるまでには、一定の時間が想定されるとともに、

まちなかの大部分が浸水する地域があることから、緊急避難場所と避難所を結ぶ安全なルートの

確保に努めていく必要があります。 

 また、多くの集落・地域で孤立が懸念されることから、国・県の道路啓開（緊急輸送道路）の

計画等を踏まえながら、町における道路啓開の計画等を検討していきます。 

 

○速やかな避難を実現させる条件整備 

 避難場所の案内看板や誘導標識の整備に取組むなど、住民だけでなく観光等で訪れる来訪者と

いった土地勘が無い人々の円滑な避難を実現させるための条件整備に努めます。 

 また、防災行政無線のデジタル化の更新を推進するとともに、多様な情報伝達手段の確立に努

めます。 

 

○備蓄倉庫等の整備 

 本町では、津波が収束し、津波警報が解除されるまでに、一定の時間が想定されることから、

緊急避難場所等での滞在が必要となる状況が発生することが考えられます。 

 そのため、自主防災組織との連携を図りながら、適正な避難場所への備蓄倉庫等の設置を進め

ていきます。 

 また、備蓄倉庫の設置とあわせて、自主防災組織や個人における備蓄に関する意識啓発に努め

ます。 

 

○文教施設等における安全の確保 

 幼稚園や小学校・中学校等の文教施設では、南海トラフの巨大地震をはじめとした各種災害か

らの確実な避難に向け、避難路の確保等の条件整備を図るとともに、防災教育や避難訓練の定期
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的な開催に努めます。 

 また、児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、保護者や地域住民等の意向を

踏まえつつ、高台等の安全な場所へ移転することも検討していきます。 

 

○防災拠点の整備 

 南海トラフの巨大地震による津波浸水想定では、庁舎が浸水想定区域となっており、町全体が

大打撃を受ける可能性があります。 

 早期の復旧・復興に向けた災害時の活動拠点を確保するため、医療保健センターや旧赤松小学

校等への防災拠点機能の整備を進めていきます。 

 

■内水対策の推進 

○河川改修や防潮堤の整備 

 台風時の大雨による河川の増水や高潮等によって生じる内水被害は、市民の生命・財産を脅か

すことから、関係機関との連携のもと、河川改修や防潮堤の整備等に取組み、被害の未然防止に

努めます。 

 

○下水道（雨水）の適正な維持管理 

 都市施設として整備されている寺前ポンプ場については、長寿命化計画をもとにした適正管理

に努めるとともに、集中豪雨等が頻発する状況を踏まえ、新たな内水排除施設の確保等を検討し

ていきます。 

 また、市街地を走る雨水路については、老朽化が進んでいる施設が多くあることから、適切な

維持修繕に努めます。 

 外磯排水機場においても、長寿命化計画、雨水ポンプ増設を関係機関に要望していきます。 

 

■土砂災害対策の推進 

 本町は、山地に囲まれた集落が多く、局地的な集中豪雨等による土砂災害の危険性が高い地域

となっています。 

 関係機関と連携を図りながら、通常砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業等により、土砂災害対策

を推進します。 

 なお、急傾斜地の整備にあたっては、避難路や避難場所の確保につなげるなど、津波対策も考

慮した安全なまちづくりをめざします。 

 

 

■設備の維持・防災更新 

 防火水槽や消火栓、消防車、詰所等の防災設備は、老朽化した施設も多くみられることから、

その適切な管理、維持更新に取組みます。 

 また、孤立が懸念される地域や集落において、飲料水兼用耐震性貯水槽等の整備を図り、一定

期間の滞在に備えた条件整備に努めます。 
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■災害に対する住民の意識啓発 

 地域ごとの津波避難計画の策定や自主防災組織の活動支援、県が公表した被害想定の周知等を

図り、津波災害に関する住民の意識啓発に取組みます。 

 また、自主防災組織と連携を図りながら、実践的な防災訓練等に取組み、地域防災力の向上に

努めます。 

 さらに、津波、水害、土砂災害等に関するハザードマップの作成を行うなど、災害リスクに関

する情報提供に取組み、住民の災害に対する意識啓発に努めます。 

 

■多様な連携強化 

 大規模災害が生じた際には、国や県、他の市町村からの支援やボランティア等を受けることが

必要となりますが、南海トラフの巨大地震等の大規模かつ広域な災害の際には、四国地方のほと

んどの市町村が被災を受ける可能性があります。そのため、国や県、周辺市町村はもちろんのこ

と、遠隔地の市町村等との日常からの交流・連携を高め、有事の際の相互支援体制の構築を図り

ます。 

 また、観光等で訪れる来訪者に対して美波町への愛着を高めてもらうとともに、都市住民への

積極的な情報発信等に努め、日常における観光や交流の場として、さらには、災害時における支

援・協力等において選ばれる美波町を目指していきます。 
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５－５  自然環境保全の方針 

 

【これまでの主な取組み】 

・本町の豊かな自然は、貴重な資源であるとの認識のもと、その保全・活用に努めてきました。 

・森林における林道整備や間伐等をはじめ、農林水産業における産業振興施策を通じて、森林・

田園・水辺の保全・活用に努めています。 

・それぞれの地域において、豊かな自然環境を活かし、様々な交流事業や PR 活動等が取組ま

れています。 

 

（１）自然環境保全の基本的な考え方 

 町域の大部分を山地が占め、東部の明神山、北部の後世山、中央部の玉厨子山、西部の八郎山等

の山々が連なっています。また、海岸部は、風光明媚なリアス式海岸で、千羽海崖やアカウミガメ

の産卵地である大浜海岸等を有し、室戸阿南海岸国定公園の中央部に位置しています。このような

良好な自然環境の保全を基本としつつ、都市と農山漁村交流の資源として活用を図ります。 

 

（２）自然環境保全に関する方針 

 

■森林の保全・活用 

 町域の北部に連なる山林については、保安林等の法規制の指定・運用による保全に努めるとと

もに、林業振興施策との連携を図りながら、自然体験や学習の場としての活用を図ります。 

 

■田園の保全・活用 

 本町の農地は、全国的な傾向と同様に、近年の担い手不足や鳥獣被害等により、耕作放棄地の

増加がみられています。農地は、食料の生産基盤だけでなく、国土保全を含む多面的な価値や機

能を有する空間となっていることから、農業振興施策と連携のもと、その保全に努めます。 

 そのため、集落営農や農地の流動化を促すとともに、農道をはじめとした農業基盤の整備・維

持管理、都市農村交流等の多様な取組みにより、農地としての保全・活用に努めていきます。 

 また、営農の継続において大きな問題となっている鳥獣被害については、農業者や関係団体、

町をはじめとした行政機関等が一体となって対策を検討していきます。 

 

■水辺環境の保全・活用 

 沿岸域は、室戸阿南海岸国定公園の指定を受けており、豊かな自然環境の保全に努めます。 

 また、河川や沿岸域の水辺空間は、自然体験や漁業体験等、多様な利用が期待されていること

から、自然環境や景観の保全、水産資源の保護等に配慮しつつ、更なる活用を図り、地域の活性

化につなげていきます。 
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 なお、海や河川における水との触れ合いを通じて、地域住民や来訪者の環境に対する意識の向

上に努めます。 

 

■自然環境にやさしいまちづくり 

 太陽光発電や再生水利用、バイオマスをはじめとした自然エネルギーの活用に取組み、自然環

境にやさしいまちづくりに取組んでいきます。 
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５－６  景観形成の方針 

 

【これまでの主な取組み】 

・アカウミガメ等の自然資源や薬王寺等は、本町を代表する観光資源であり、情報発信等に努

め、地域の活性化につなげてきました。 

・日和佐八幡神社秋祭りや赤松吹筒花火等は、地域の伝統文化としてその継承・発展に努め、

多くの来訪者を集めています。 

・NH Kの連続テレビ小説「ウェルかめ」の舞台となった知名度を活かすなど、多様な機会を通

じて地域のPR活動に努めてきました。また、観光ボランティアガイドによる活動をはじめ、

地域住民が主体となった取り組みも進められています。 

・それぞれの地域で育まれてきた自然や歴史・文化、生活の場の景観については、周辺との調

和や地域の活力向上に配慮しながら、その保全・活用に取組んでいます。 

 

（１）景観形成の基本的な考え方 

 平成 17 年に景観法が施行され、景観を整備、保全するための基本理念や住民・事業者・行政の

責務が示されました。本町には、未来に引き継ぐべき多くの良好な景観があり、住民の共有の財産

として、良好な景観の保全・活用に努めます。 

 

（２）景観形成に関する方針 

 

■豊かな自然景観の保全・活用 

 町の北部に広がる山々や美しい棚田、海岸部の美しい海岸線は、重要な景観であり、その保全

や活用を図ります。 

 また、アカウミガメの産卵地である大浜海岸、田井ノ浜海水浴場等の自然資源をはじめ、各集

落で取組まれている農業体験・漁業体験等の自然を活かした交流活動の情報発信に努め、交流人

口の拡大を図り、地域の活力向上につなげていきます。 

 

■歴史・文化的な景観の形成 

○歴史資源と調和した景観の保全 

 四国霊場第23番札所薬王寺をはじめ、各地域に点在する文化財や史跡、神社仏閣等の地域固有

の歴史資源の保全・活用に努めます。 

 特に、薬王寺は、本町の観光面においても核となる地域資源であることから、参拝者の拡大を

図るとともに、滞在時間の延長や町内周辺施設への回遊を促します。 
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○伝統文化の景観の継承 

 日和佐八幡神社秋祭りや由岐の連続秋まつり、赤松吹筒花火等の伝統文化の継承を図ることで、

地域のコミュニティの持続・形成や多様な情報発信、他地域との連携強化に努め、来訪者の拡大

等につなげていくことで、地域の活力を持続させていきます。 

 

■生活の場の景観の形成 

○地域住民が主体となった活動の支援 

 地域住民が主体となって取組んでいる地域づくりや滞在型交流、体験型観光事業等の様々な活

動は、地域を特徴付ける景観を形成するものであり、その活動支援に努めます。 

 また、人づくりが地域をつくり、地域づくりがまちづくり（まちの活性化）に広がるとの認識

のもと、住民の健康づくりや生きがいづくり等に努めます。 

 

○風情ある町並みの保全 

 薬王寺の門前町として形成されてきた風情ある町並みをはじめ、各地域の特徴に応じた町並み

等の保存に努めます。 

 

○高齢者が活躍するまち 

 本町の豊富な“人財”である高齢者が活躍するまちとして、都市農村交流における指導者やリ

ーダーとして活動するなど、様々な活動の支援を図ります。 

 また、高齢者向けの ICT（情報通信技術）に関する講習会等を通じて、一人ひとりの情報活用

能力を高めることで、地域としての新たなエネルギーを生み出していきます。 

 

■景観計画の策定の検討 

 地域住民の自然環境や景観の美しさに対する高い評価を踏まえつつ、地域の良好な景観を守り

育てるため、景観計画の策定について検討していきます。 
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 第３章 地域別構想 

 

 地域別構想では、地形条件や集落の形成、都市計画区域等の指定状況から、以下の 12 の地域に

区分し、それぞれの地域の特性を活かしたまちづくりの方針を整理しています。 

 

地域区分 

伊座利地域 恵比須浜地域 

阿部地域 日和佐市街地地域 

志和岐地域 北河内地域 

由岐湾内地域 西河内地域 

田井地域 山河内地域 

木岐地域 赤松地域 

 

 

 

 なお、地域別構想の整理にあたっては、以下に示す項目の整理を行っています。 

 

項目 記載事項 

地域の概要  

 概況  各地域の特徴を簡潔に記載しています。 

 まちの状況  まちの状況として、将来推計人口、道路網、建築物の状況を整理

しています。 

 将来推計人口  将来推計人口は、平成12年から平成22年の人口推移をもとに、

各地区で30年後の平成52年までの推計を独自に行ったものです。

 道路網・建築物  道路網・建築物は、津波浸水想定区域を対象とした災害危険度判

定調査で実施した範囲（各地区の図面参照）の値を示しています。

 なお、津波浸水想定区域外であった山河内地域と赤松地域では値

が示されていません。 

まちづくりの基本理念  それぞれの地域の特徴を活かしたまちづくりを進めていくうえ

でのキャッチフレーズとして示しています。 

まちづくりの基本方針  全体構想で示した６つの分野別に、それぞれの地域の状況や特性

に活かしたまちづくりの方針を示しています。 

整備構想図  各地域の特徴的な資源を活かした主な方針など、地域ごとのまち

づくりの構想図を示しています。 

 

北河内
赤松

西河内

山河内
日和佐市街地

恵比須浜

由岐湾内

志和岐

伊座利

阿部

木岐

田井

図 地域区分図 
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 また、各地域の「まちづくりの基本方針」の整理にあたって、以下に示す指標を用いて現況のま

ちの評価を実施しています。 

 

項目 記載事項 

危険度判定指標  津波浸水想定区域を対象とした災害危険度判定調査として、以下

のような指標を算出しています。 

 なお、津波浸水想定区域外であった山河内地域と赤松地域では値

が示されていません。 

 建築物倒壊危険性 

(建築物倒壊危険率) 

 地震による揺れが生じた際の建築物の倒れやすさとして、建築物

の建築年度や構造により算出される指標です。数字が大きいほど、

倒れやすい建築物が多い（危険性が高い）ことになります。 

 延焼危険性 

(木防率) 

 火事が生じた際のまちの燃え広がりやすさとして、建築物の構造

により算出される指標です。数字が大きいほど、燃え広がりやすい

（危険性が高い）ことになり、安全なまちの目安として2/3（0.75）

以上が望ましいと示されています。 

 閉塞危険性 

(避難確率) 

 地震による建物の倒壊による道路の閉塞や火事が生じた際に、そ

れぞれの家屋から安全な場所まで避難できる可能性として、道路幅

員や延長、建築物の建築年度や構造等から算出される指標です。数

字が大きいほど、避難できる確率が高まる（危険性が低い）ことに

なり、安全なまちの目安として0.970以上が望ましいと示されてい

ます。 

重点密集市街地の評価指標  重点密集市街地となっている西由岐、東由岐、木岐、日和佐浦の

4地区については、重点密集市街地の評価指標を掲載しています。

 戸数密度  単位面積当たりの建物棟数として、住宅の密集度を示す指標で

す。数字が大きいほど、住宅が密集している（危険性が高い）こと

になり、安全なまちの目安として80戸/ha未満が望ましいと示され

ています。 

 不燃領域率  まちの中における空き地や道路など、火事の際の燃え広がりなど

を防ぐ空間を示す指標です。数字が大きいほど、延焼を防止する役

目の空間が確保されている（危険性が低い）ことになり、安全なま

ちの目安として40％以上が望ましいと示されています。 

 接道不良住宅割合  幅員４ｍ以上の道路に接道していない住宅の割合として、日常生

活の利便性、災害時における道路閉塞などの危険性を示す指標で

す。数字が大きいほど、日常生活の不便、災害時の危険性が高いこ

とになり、安全なまちの目安として50％未満が望ましいと示されて

います。 
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 １ 伊座利地域 

 

１-１ 地域の概要 

（１）概況 

 伊座利地域は、本町の北端に位置する集落であり、人

口94人、世帯数41世帯（平成22年国勢調査）の漁村集

落です。南側を海に、残りの三方を山に囲まれ、平地が

殆どない地形条件となっており、他地域との連携は主要地方道由岐大西線のみとなっています。 

 小中併設校である伊座利校における漁村留学制度による県内外からの親子の受入、地域住民が

運営するイザリCafe等、地域コミュニティを活かした個性的な取組が進められています。 

 

（２）まちの状況 

■将来推計人口 

 伊座利地域における将来推計人口は、平

成22年の94人から、25年後の平成47年

には51人となり、大幅な人口減少が懸念さ

れています。 

 

■道路網 

 伊座利地域の道路をみると、幹線道路で

ある主要地方道由岐大西線が、西側から蛇

行しながら地域の中心部である伊座利バス

停付近に入り、伊座利川沿いを北上し、北

側に抜けています。 

 幅員別の道路比率をみると、2m未満の道

路の比率が高く、地域内は狭隘な道路網に

よって構成されています。 

 

■建築物 

 地域内の建築物をみると、木造家屋の比

率が高く、建築年度の古い建物が多くなっ

ています。 

 

図 将来推計人口（伊座利地域） 
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表 道路の幅員別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

2m未満 2～4m未満 4～6m未満 6～8m未満 8m以上 
 総延長 

延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 

伊座利 2,934 927 31.6% 1,217 41.5% 632 21.5% 158 5.4% 0 0.0%

町全体 103,591 15,857 15.3% 35,621 34.4% 29,818 28.8% 12,846 12.4% 9,449 9.1%

 

表 建築物の構造別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

木造 非木造 その他 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

伊座利 128 95 74.8% 32 25.2% 1 -

町全体 5,659 3,852 71.9％ 1,506 28.1％ 300 -

 

表 建築物の年代別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

昭和45年以前 昭和46年～56年 昭和57年以降 不明 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

伊座利 128 55 58.5% 17 18.1% 22 23.4% 34 -

町全体 5,659 2,008 43.3％ 1,204 25.9％ 1,430 30.8％ 1,017 -

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象（前頁参照） 

 

 

 

１-２ まちづくりの基本理念 

 

 

 豊かな自然に囲まれた中で、あたたかくてなつかしさを醸し出す地域住民が一丸となり、様々な

地域資源の活用や PR に努め、定住・交流の場としての充実を図り、地域の活性化につなげていき

ます。 

 また、イザ！という時に、人・物・金が集まる、選ばれる町・地域をめざしていきます。 

 

なにもないけど、なにかある！おもてなし（表裏なし）の伊座利 
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１-３ まちづくりの基本方針 

 

（１）土地利用の方針 

 

■産業系土地利用 

・イザリCafeをにぎわいの核と位置づけ、地域の活性化

を図ります。 

・孤立した漁村集落としての成り立ちを踏まえ、宅配・

移動販売等の新たなサービスに取組む事業者の支援

等を検討していきます。 

・伊座利漁港周辺では、様々な漁業振興施策を図りなが

ら、漁村留学等の取組みを活かし、地場産業の活性化

につなげていきます。 

 

■住居系土地利用 

・古くから形成されてきた漁村集落として、周辺の豊かな自然環境の維持に努めながら、良好な

定住環境の形成を図ります。 

・家屋も密集しており、増加しつつある空き家の除去や耐震診断・耐震改修、道路の拡幅等によ

り、安全な住環境の整備に努めます。 

 

表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 伊座利 町全体 指標の概要 

建築物倒壊危険性（建築物倒壊危険率） 15.4％ 13.4％
建築物の倒れやすさとして、数字が大きい

ほど危険性が高い。 

延焼危険性（木防率） 0.75 0.73

建物の燃えやすさとして、数字が高いほど

危険性が高い。安全の目安として、2/3

（0.75）以上が望ましい。 

閉塞危険性（避難確率） 0.981 －

地震や火事の際の逃げやすさとして、数字

が低いほど危険性が高い。安全の目安とし

て0.970以上が望ましい。 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

 

■自然系土地利用 

・伊座利の豊かな自然を活かしたカヌーや漁業体験等の

継続を図りつつ、豊かな海辺環境の保全・活用に努め

ます。 

・海・山・川の自然を楽しむことのできる倶楽部イザリ

～ノキャンプ場は、多くの来訪者が見受けられ、これ

らの豊かな自然環境の保全・活用に努めます。 

・海部郡最東端の集落で由岐地区の最高峰となる明神山

等の豊かな緑の保全・活用を図ります。 倶楽部イザリ～ノキャンプ場

イザリCafe 
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■適正な土地利用の規制・誘導に関する方針 

・周辺の自然環境等との調和を図りながら、限られた平野部の有効活用に努めます。 

 

■新たな拠点形成に関する土地利用の方針 

・南海トラフの巨大地震が発生した際には、甚大な被害が想定されることから、ハザードマップ

等による災害リスクの周知を図るとともに、「安全な場所に住む」という視点からのまちづく

りを検討していきます。 

 

■“負の側面”を有する資源の活用 

・漁村留学等の取組みにおける、交流・定住基盤としての空き家の活用を進めていきます。 

 

（２）道路・交通施設に関する方針 

 

■まちの利便性や活力を支える幹線道路の整備 

・主要地方道由岐大西線は、伊座利集落にとって唯一の

幹線道路であり、日常生活の基盤として、また災害時

の機能維持に向け、その整備・改良を関係機関に要望

していきます。 

 

■生活を支える道路の整備・改良 

・集落内の狭隘な道路は、空き家の除去によるオープン

スペースの確保や道路の拡幅等を図り、安全な道路空

間の形成に努めます。 

 

■災害に強い道路ネットワークの形成 

・大規模な災害時に道路が被災した際には、地域の孤立が懸念されることから、各道路網におけ

る法面対策や橋梁の耐震化等、災害に強い道づくりに努めます。 

・津波災害の発生時等における、主要な避難路となる生活道路については、橋梁長寿命化修繕計

画の策定や耐震化、沿道の空き家の除去等により、安全性を高める効果的な対策を検討してい

きます。 

 また、円滑な避難の条件整備として、照明や避難場所の誘導標識等の整備に努めます。 

 

■公共交通の充実 

・伊座利地域の公共交通は、徳島バス阿南（株）が運行するバスのみとなっており、公共交通サ

ービスの維持・存続を図るとともに、新たな公共交通のあり方を検討していきます。 

 

主要地方道由岐大西線 
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（３）住環境の整備に関する方針 

 

■公園・緑地の整備方針 

・空き家の除去等を通じて、地域住民の憩いややすらぎの場となる公園・緑地の確保等を検討し

ていきます。 

 

■河川・海岸整備の方針 

・集落の中央を流れる伊座利川は、テナガエビ等も採れ

る豊かな水辺空間であり、その保全を図るとともに、

河川改修や堆積土砂の浚渫等を関係機関に要望して

いきます。 

・伊座利漁港の防波堤改修や漁港施設の長寿命化対策事

業等に取組むとともに、多様な漁業振興施策の展開を

検討していきます。 

 

■上水道の整備方針 

・水道施設の耐震強化や配水池の更新等に取組み、災害

にも強いライフラインの構築をめざします。 

 

■汚水処理施設の整備方針 

・漁業集落排水施設の長寿命化計画の策定を行い、施設

の適切な管理や更新等に取組みます。 

 

（４）防災対策に関する方針 

 

■南海トラフの巨大地震に対する備え 

・津波到達時間が極めて短い状況を踏まえ、高台等の安全な避難

場所の確保に努めます。 

・主要な避難場所においては、雨露を凌ぐ建屋や照明の確保を行

うなど、避難時の一時的な滞在に対応する条件整備に努めます。 

・地域の孤立が懸念されるため、一定期間の滞在が可能となる指

定避難所の確保に努めます。 

・主要地方道由岐大西線沿いに、場外離着陸場（阿部場外）を設

置しており、ドクターヘリ、災害時の活動拠点として活用を図

ります。 

・指定緊急避難場所への避難や指定避難所への移動等、災害が発

生した際の避難者の行動を見据えながら、避難路等の整備・充

実に努めます。 

伊座利漁港 

伊座利漁業集落排水処理場

自主防災会が作成した 

伊座利地区津波避難計画
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・地域住民や来訪者の速やかな避難の実現に向け、地域住民の意向を踏まえつつ、避難場所の案

内看板や誘導標識等の必要な条件整備に取組みます。 

・地域の孤立が懸念されることから、自助・共助・公助の役割分担のもとで、備蓄倉庫の整備や

備蓄品の確保に努めます 

 

表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 伊座利 町全体 指標の概要 

津波浸水危険度 95.9％ 88.5％
集落内の建物のうち、津波浸水想定区域内にあ

る建物の比率 

健常者(1.0m/s) 97.9％ 90.5％避難可能圏域 

(10分圏内建物比率) 高齢者等(0.5m/s) 97.9％ 85.3％

10 分間で避難場所まで避難できる圏域に含まれ

る建物の比率 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

 

 

図 伊座利地域の津波浸水想定区域 

 

■内水対策の推進 

・内水被害の未然防止に向け、集落の中央を流れる伊座利川の河川改修や堆積土砂の浚渫等を関

係機関に要望していきます。 

 



第３章 地域別構想【伊座利地域】 
 

 
59

■土砂災害対策の推進 

・周囲を山に囲まれ、土砂災害の危険性が高い地域であることから、土砂災害対策の推進を関係

機関に要望していきます。 

・急傾斜地の対策とあわせて避難路や避難場所の確保を行うなど、安全なまちづくりをめざしま

す。 

 

■災害に対する住民の意識啓発 

・各種の避難訓練や地域独自の取組み等を通じて、地域

住民の災害に対する意識の向上に努めます。 

 

（５）自然環境保全の方針 

 

■森林の保全・活用 

・由岐地区の最高峰となる明神山等の豊かな緑の保全を

図ります。 

 

■水辺環境の保全・活用 

・伊座利の豊かな自然を活かしたカヌーや漁業体験等の

継続を図りつつ、豊かな海辺環境の保全・活用に努め

ます。 

 

（６）景観形成に関する方針 

 

■豊かな自然景観の保全・活用 

・伊座利の豊かな海辺は、本町の重要な資源の景観資源

として、その保全・活用に努めます。 

 

■歴史・文化的な景観の形成 

・新田八幡神社や極楽寺等の神社仏閣は、地域の歴史を

語り継ぐ資源として、その保全・活用に努めます。 

 

■生活・交流の場の景観の形成 

・漁村留学制度をはじめ、漁業・漁村体験等の多様な交

流活動を通じて、地域活力の創出や定住人口の確保に

つなげていきます。 

・交流拠点施設「にぎわいの館」を活用し、住民と来訪

者の様々な交流機会の充実を図ります。 

明神山からの眺望 

漁業体験 

極楽寺 

にぎわいの館 
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26
・明神山等の豊かな緑の

保全・活用

・豊かな海辺環境の保全・活用

・災害に強い道路網の形成
・橋梁長寿命化修繕計画の策定

や耐震化、空き家の除去等に
よる安全対策の検討

・土砂災害対策の推進

・イザリ Cafe をにぎわいの核とした
地域の活性化

・伊座利川の保全、河川改修や
堆積土砂の浚渫等

・公共交通サービスの維持・存続
・新たな公共交通のあり方の検討

・主要地方道由岐大西線等の
整備・改良

・自然を楽しむことのできる倶楽部
イザリ～ノキャンプ場をはじめ、
豊かな自然環境の保全・活用

・限られた平野部の有効活用
・良好かつ安全な定住環境の形成
・集落内の安全かつ快適な道路空間の形成

・伊座利漁港周辺での漁業振興施策
や漁村留学等の取組みを活かした
地場産業の活性化

・防波堤改修や漁港施設の長寿命化
対策事業等

・避難場所の確保や避難路の整備など、
南海トラフの巨大地震に対する備え

・交流・定住基盤としての空き家の活用

・漁業集落排水施設の長寿命化計画
の策定

新田八幡神社

にぎわいの館
伊座利校明神山

極楽寺

イザリCafe
蛭子神社

倶楽部イザリ～ノキャンプ場

凡　例

田園共生エリア

エリア区分

自然保全エリア

緑の軸

軸の形成

水の軸

地域資源

国道

主要地方道

一般県道

2000 1,000m

 

 

伊座利地域の整備構想図 
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 ２ 阿部地域 

 

２-１ 地域の概要 

（１）概況 

 阿部地域は、本町の北に位置する集落であり、人口244

人、世帯数121世帯（平成22年国勢調査）の漁村集落で

す。南側を海に、残りの三方を山に囲まれ、平地が殆ど

ない地形条件となっており、他地域との連携は主要地方道由岐大西線のみとなっています。 

 人口減少や高齢化が進む中で、2010年3月に由岐中学校阿部分校が、2011年3月には阿部小学

校が休校し、地域コミュニティの衰退が懸念されています。 

 

（２）まちの状況 

■将来推計人口 

 阿部地域における将来推計人口は、平成

22年の244人から、25年後の平成47年に

は112人となり、大幅な人口減少が懸念さ

れています。 

 

■道路網 

 阿部地域の道路をみると、主要地方道由

岐大西線が地区の北側を蛇行し、地区内の

道路網は町道によって構成されています。 

 幅員別の道路比率をみると、2m未満の道

路の比率が非常に高く、地域内は狭隘な道

路網によって構成されています。 

 

■建築物 

 阿部地域の建築物をみると、木造家屋の

比率が高く、建築年度の古い建物が多くな

っています。 

 

図 将来推計人口（阿部地域） 
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図 阿部地域の現況図 
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表 道路の幅員別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

2m未満 2～4m未満 4～6m未満 6～8m未満 8m以上 
 総延長 

延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 

阿部 3,773 1,500 39.8% 1,280 33.9% 748 19.8% 244 6.5% 0 0.0%

町全体 103,591 15,857 15.3% 35,621 34.4% 29,818 28.8% 12,846 12.4% 9,449 9.1%

 

表 建築物の構造別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

木造 非木造 その他 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

阿部 304 243 82.4% 52 17.6% 9 -

町全体 5,659 3,852 71.9% 1,506 28.1% 300 -

 

表 建築物の年代別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

昭和45年以前 昭和46年～56年 昭和57年以降 不明 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

阿部 304 120 50.4% 63 26.5% 55 23.1% 66 -

町全体 5,659 2,008 43.3% 1,204 25.9% 1,430 30.8% 1,017 -

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象（前頁参照） 

 

 

 

２-２ まちづくりの基本理念 

 

 

 阿部地域のまとまりのあるコミュニティ活動等の継続・発展に努め、地域で暮らす人々の夢や活

力が広がっていくようなまちづくりをめざします。 

 

人・夢・活力が広がるまちづくり 
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２-３ まちづくりの基本方針 

 

（１）土地利用の方針 

 

■産業系土地利用 

・孤立した漁村集落としての成り立ちを踏まえ、宅配・移

動販売等の新たなサービスに取組む事業者の支援等を検

討していきます。 

・阿部漁港周辺では、様々な漁業振興施策を図りながら、

漁業の維持・発展につなげていきます。 

 

■住居系土地利用 

・古くから形成されてきた漁村集落として、周辺の豊かな自然環境の維持に努めながら、良好な

定住環境の形成を図ります。 

・家屋も密集しており、増加しつつある空き家の除去や耐震診断・耐震改修、道路の拡幅等によ

り、安全な住環境の整備に努めます。 

 

表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 阿部 町全体 指標の概要 

建築物倒壊危険性（建築物倒壊危険率） 15.6％ 13.4％
建築物の倒れやすさとして、数字が大きい

ほど危険性が高い。 

延焼危険性（木防率） 0.83 0.73

建物の燃えやすさとして、数字が高いほど

危険性が高い。安全の目安として、2/3

（0.75）以上が望ましい。 

閉塞危険性（避難確率） 0.958 －

地震や火事の際の逃げやすさとして、数字

が低いほど危険性が高い。安全の目安とし

て0.970以上が望ましい。 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

 

■自然系土地利用 

・海岸線の屈曲は少ないものの、海部山脈が直接迫っているため、絶壁の荒磯等の特徴的な海岸

を形成しています。これらの豊かな海辺環境の保全・活用に努めます。 

・明神山を頂点とする海部山脈に囲まれた盆地であり、周囲の豊かな緑の保全・活用を図ります。 

 

■適正な土地利用の規制・誘導に関する方針 

・周辺の自然環境等との調和を図りながら、限られた平野部の有効活用に努めます。 

 

■新たな拠点形成に関する土地利用の方針 

・南海トラフの巨大地震が発生した際には、甚大な被害が想定されることから、ハザードマップ

等による災害リスクの周知を図るとともに、「安全な場所に住む」という視点からのまちづく

りを検討していきます。 

明神山から見た阿部集落
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（２）道路・交通施設に関する方針 

 

■まちの利便性や活力を支える幹線道路の整備 

・主要地方道由岐大西線は、阿部集落にとって唯一の幹線

道路であり、日常生活の基盤として、また災害時の機能

維持に向け、その整備・改良を関係機関に要望していき

ます。 

・桜街道と呼ばれる主要地方道由岐大西線沿いは、春先に

1,000 本の桜が咲き誇る見事な景観を見せることから、

その保全・活用に努めます。 

 

■生活を支える道路の整備・改良 

・集落内の狭隘な道路は、空き家の除去によるオープンス

ペースの確保や道路の拡幅等を図り、安全な道路空間の

形成に努めます。 

 

■災害に強い道路ネットワークの形成 

・大規模な災害時に道路が被災した際には、地域の孤立が懸念されることから、各道路網におけ

る法面対策や橋梁の耐震化、ヘリポートの整備等、災害に強いネットワークづくりに努めます。 

・津波災害の発生時等における、主要な避難路となる生活道路については、橋梁長寿命化修繕計

画の策定や耐震化、沿道の空き家の除去等により、安全性を高める効果的な対策を検討してい

きます。 

 また、円滑な避難の条件整備として、照明や避難場所の誘導標識等の整備に努めます。 

 

■公共交通の充実 

・阿部地域の公共交通は、徳島バス阿南（株）が運行するバスのみとなっており、公共交通サー

ビスの維持・存続を図るとともに、新たな公共交通のあり方を検討していきます。 

 

（３）住環境の整備に関する方針 

 

■公園・緑地の整備方針 

・空き家の除去等を通じて、地域住民の憩いややすらぎ

の場となる公園・緑地の確保等を検討していきます。 

 

■河川・海岸整備の方針 

・阿部東川・西川の河川改修や堆積土砂の浚渫、洗掘防

止等を関係機関に要望していきます。 

・由岐漁港（阿部地区）の漁港施設の改修等を関係機関に要望していくとともに、多様な漁業振

興施策の展開を検討していきます。 

桜街道（主要地方道由岐大西線）

集落内の狭隘な道路網

由岐漁港（阿部地区） 
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■上水道の整備方針 

・水道施設の耐震強化や配水池の更新等に取組み、災害にも強いライフラインの構築をめざしま

す。 

 

■汚水処理施設の整備方針 

・地域の実情に応じて、集落排水事業、合併処理浄化槽、コミュニティプラント等の整備を促し

ます。 

 

（４）防災対策に関する方針 

■南海トラフの巨大地震に対する備え  

・津波到達時間が極めて短い状況を踏まえ、高台等の安全

な避難場所の確保に努めます。 

・主要な避難場所においては、雨露を凌ぐ建屋や照明の確

保を行うなど、避難時の一時的な滞在に対応する条件整

備に努めます。 

・地域の孤立が懸念されるため、一定期間の滞在が可能と

なる指定避難所の確保に努めます。 

・主要地方道由岐大西線沿いに、場外離着陸場（阿部場外）

を設置しており、ドクターヘリ、災害時の活動拠点とし

て活用を図ります。 

・指定緊急避難場所への避難や指定避難所への移動等、災

害が発生した際の避難者の行動を見据えながら、避難路

等の整備・充実に努めます。 

・地域住民や来訪者の速やかな避難の実現に向け、地域住

民の意向を踏まえつつ、避難場所の案内看板や誘導標識

等の必要な条件整備に取組みます。 

・地域の孤立が懸念されることから、自助・共助・公助の役割分担のもとで、備蓄倉庫の整備や

備蓄品の確保に努めます 

 

表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 阿部 町全体 指標の概要 

津波浸水危険度 98.4％ 88.5％
集落内の建物のうち、津波浸水想定区域内にあ

る建物の比率 

健常者(1.0m/s) 98.4％ 90.5％避難可能圏域 

(10分圏内建物比率) 高齢者等(0.5m/s) 98.4％ 85.3％

10 分間で避難場所まで避難できる圏域に含まれ

る建物の比率 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

住民による避難路整備

阿部地区防災マップ
（自主防災会作成）
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図 阿部地域の津波浸水想定区域 

 

■内水対策の推進 

・内水被害の未然防止に向け、阿部東川・西川の河川改修や堆積土砂の浚渫、洗掘防止等を関係

機関に要望していきます。 

 

■土砂災害対策の推進 

・周囲を山に囲まれ、土砂災害の危険性が高い地域であることから、土砂災害対策の推進を関係

機関に要望していきます。 

・急傾斜地の対策とあわせて避難路や避難場所の確保を行うなど、安全なまちづくりをめざしま

す。 

 

■災害に対する住民の意識啓発 

・各種の避難訓練や地域独自の取組み等を通じて、地域住民の災害に対する意識の向上に努めま

す。 
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（５）自然環境保全の方針 

 

■森林の保全・活用 

・明神山を頂点とする海部山脈等の周囲の豊かな緑の保全・活用を図ります。 

 

■田園の保全・活用 

・集落に点在する農地は、地域の貴重な緑の空間として、

その存続・維持を図ります。 

 

■水辺環境の保全・活用 

・絶壁の荒磯等の特徴的な海岸の保全・活用に努めます。 

 

（６）景観形成に関する方針 

 

■豊かな自然景観の保全・活用 

・阿部の豊かな海辺は、本町の重要な自然の景観資源とし

て、その保全・活用に努めます。 

・桜街道と呼ばれる主要地方道由岐大西線沿いは、春先に

1,000 本の桜が咲き誇る見事な景観を見せることから、

その保全・活用に努めます。 

 

■歴史・文化的な景観の形成 

・阿部宮内神社や光明寺、持福寺、お水大師等の神社仏閣

は、地域の歴史を語り継ぐ資源として、その保全・活用

に努めます。 

・由岐の連続秋まつりの一つである阿部宮内神社の秋まつ

りは、地域色豊かな伝統文化として、その保全・活用に

努めます。 

 

■生活・交流の場の景観の形成 

・休校となった阿部校は、地域住民の活動拠点として、そ

の存続・活用を図ります。 

 

 

宮内神社 

お水大師 

阿部宮内神社秋まつり

阿部校 
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H

・明神山等の豊かな緑の
保全・活用

・災害に強い道路網の形成
・橋梁長寿命化修繕計画の策定

や耐震化、空き家の除去等に
よる安全対策の検討

・土砂災害対策の推進

・絶壁の荒磯等の特徴的な海岸の
保全・活用

・阿部東川・西川の河川改修や
堆積土砂の浚渫、洗掘防止等

・公共交通サービスの維持・存続
・新たな公共交通のあり方の検討

・主要地方道由岐大西線等の
整備・改良

・桜街道の保全・活用・地域の歴史を語り継ぐ阿部宮内
神社や光明寺、持福寺、お水大
師等の保全・活用

・限られた平野部の有効活用
・良好かつ安全な定住環境の形成
・集落内の安全かつ快適な道路空間の形成

・避難場所の確保や避難路の整備、
孤立化対策など、南海トラフの巨
大地震に対する備え

・地域の状況に応じた汚水処理施設
の整備促進

・阿部漁港周辺での漁業振興施
策による漁業の維持・発展、
防波堤改修等

宮内神社

明神山

お水大師

阿部校

光明寺 持福寺

凡　例

田園共生エリア

エリア区分

自然保全エリア

緑の軸

軸の形成

水の軸

ヘリポート

国道

主要地方道

一般県道

地域資源

H

4000 2,000m

 

 

阿部地域の整備構想図 
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 ３ 志和岐地域 

 

３-１ 地域の概要 

（１）概況 

 志和岐地域は、由岐地区の中心となる由岐地域から北

東に位置する集落であり、人口212人、世帯数96世帯（平

成22年国勢調査）の漁村集落です。南側を海に、残りの

三方を山に囲まれ、平地が殆どない地形条件となっており、他地域との連携は主要地方道由岐大

西線のみとなっています。 

 明治25年7月、神戸からアメリカに向かっていたアメリカの貨物船ノース・アメリカン号が暴

風雨に巻き込まれ、志和岐田井ヶ浦の岩礁に

乗り上げたことから、志和岐住民が総出で決

死の救出作業にあたり、当時の大統領から金

一封やメダルが贈呈されたという逸話を持っ

た地域です。 

 

（２）まちの状況 

■将来推計人口 

 志和岐地域における将来推計人口では、

平成22年の212人から、25年後の平成47

年には118人となり、大幅な人口減少が懸

念されています。 

 

■道路網 

 志和岐地域の道路をみると、主要地方道

由岐大西線が地区の北側を通り、漁港まで

のアクセス道路として志和岐トンネルを通

過する臨港道路があり、地区内の道路網は

町道によって構成されています。 

 幅員別の道路比率をみると、2m未満の道

路の比率が非常に高く、地域内は狭隘な道

路網によって構成されています。 

 

■建築物 

 志和岐地域の建築物をみると、木造家屋

の比率が高く、建築年度の古い建物が多く

なっています。 

図 将来推計人口（志和岐地域） 
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図 志和岐地域の現況図 
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表 道路の幅員別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

2m未満 2～4m未満 4～6m未満 6～8m未満 8m以上 
 総延長 

延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 

志和岐 3,031 1,350 44.5% 586 19.3% 613 20.2% 211 7.0% 272 9.0%

町全体 103,591 15,857 15.3% 35,621 34.4% 29,818 28.8% 12,846 12.4% 9,449 9.1%

 

表 建築物の構造別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

木造 非木造 その他 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

志和岐 242 202 87.1% 30 12.9% 10 -

町全体 5,659 3,852 71.9% 1,506 28.1% 300 -

 

表 建築物の年代別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

昭和45年以前 昭和46年～56年 昭和57年以降 不明 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

志和岐 242 125 57.3% 50 22.9% 43 19.7% 24 -

町全体 5,659 2,008 43.3% 1,204 25.9% 1,430 30.8% 1,017 -

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象（前頁参照） 

 

 

 

３-２ まちづくりの基本理念 

 

 

志和岐集落において育まれてきた助け合いの精神をもって、生涯を通じて安心・安全に暮らせる

まちづくりをめざします。 

 

助け合いの心をもって、安心・安全に暮らせるまちづくり 
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３-３ まちづくりの基本方針 

 

（１）土地利用の方針 

■産業系土地利用 

・孤立した漁村集落としての成り立ちを踏まえ、宅配・移動販売等の新たなサービスに取組む事

業者の支援等を検討していきます。 

・志和岐漁港周辺では、様々な漁業振興施策を図りながら、漁業の維持・発展につなげていきま

す。 

 

■住居系土地利用 

・古くから形成されてきた漁村集落とし

て、周辺の豊かな自然環境の維持に努

めながら、良好な定住環境の形成を図

ります。 

・家屋も密集しており、増加しつつある空き家の除去や耐震診断・耐震改修、道路の拡幅等によ

り、安全な住環境の整備に努めます。 

 

表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 志和岐 町全体 指標の概要 

建築物倒壊危険性（建築物倒壊危険率） 16.0％ 13.4％
建築物の倒れやすさとして、数字が大きい

ほど危険性が高い。 

延焼危険性（木防率） 0.88 0.73

建物の燃えやすさとして、数字が高いほど

危険性が高い。安全の目安として、2/3

（0.75）以上が望ましい。 

閉塞危険性（避難確率） 0.973 －

地震や火事の際の逃げやすさとして、数字

が低いほど危険性が高い。安全の目安とし

て0.970以上が望ましい。 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

 

■自然系土地利用 

・屈曲した海岸線を有し、中ノ谷の海岸では御屋岩が右

側に突出し、田井ヶ浦の海岸では潮吹き岩が左側に突

出し、自然の防波堤の役割も果たしている特長的な海

岸を形成しています。これらの豊かな海辺環境の保

全・活用に努めます。 

・東・西・北の三方を小高い山に囲まれ、すりばち型の

地形を形成しており、北側の三頭山をはじめとした豊

かな緑の保全・活用を図ります。 

 

 

町並みの状況 

吉野神社から眺める太平洋
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■適正な土地利用の規制・誘導に関する方針 

・周辺の自然環境等との調和を図りながら、限られた平野部の有効活用に努めます。 

 

■新たな拠点形成に関する土地利用の方針 

・南海トラフの巨大地震が発生した際には、甚大な被害が想定されることから、ハザードマップ

等による災害リスクの周知を図るとともに、「安全な場所に住む」という視点からのまちづく

りを検討していきます。 

 

（２）道路・交通施設に関する方針 

 

■まちの利便性や活力を支える幹線道路の整備 

・志和岐集落内の道路網は町道によって構成されている

ことから、日常生活の基盤として、また災害時の機能

維持に向け、その整備・改良を進めていきます。 

・他の集落との連絡路は、主要地方道由岐大西線と臨港

道路となっており、日常生活や他地域との連携・交流

の基盤として、また災害時の機能維持に向け、その整

備・改良を関係機関に要望していきます。 

 

■生活を支える道路の整備・改良 

・集落内の狭隘な道路は、空き家の除去によるオープンスペースの確保や道路の拡幅等を図り、

安全な道路空間の形成に努めます。 

 また、集落内の中央を走る道路の下に走る水路は、高潮や津波による逆流の影響等が懸念され

ることから、長寿命化計画やその対策について、関係機関の協力を得ながら検討していきます。 

 

■災害に強い道路ネットワークの形成 

・大規模な災害時に道路が被災した際には、地域の孤立が懸念されることから、各道路網におけ

る法面対策や橋梁の耐震化等、災害に強い道づくりに努めます。 

・志和岐集落内から主要地方道由岐大西線へのアクセス確保が重要であり、臨港道路である志和

岐トンネルの定期的な点検や道路法面の対策等を促していきます。 

・津波災害の発生時等における、主要な避難路となる生活道路については、沿道の空き家の除去

等により、安全性を高める効果的な対策を検討していきます。 

 また、円滑な避難の条件整備として、照明や避難場所の誘導標識等の整備に努めます。 

 

■公共交通の充実 

・志和岐地域の公共交通は、徳島バス阿南（株）が運行するバスのみとなっており、公共交通サ

ービスの維持・存続を図るとともに、新たな公共交通のあり方を検討していきます。 

 

町の中心を縦断する町道 
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（３）住環境の整備に関する方針 

 

■公園・緑地の整備方針 

・空き家の除去等を通じて、地域住民の憩いややすらぎ

の場となる公園・緑地の確保等を検討していきます。 

 

■河川・海岸整備の方針 

・由岐漁港（志和岐地区）の漁港施設の改修等を関係機

関に要望していくとともに、多様な漁業振興施策の展

開を検討していきます。 

 

■上水道の整備方針 

・水道施設の耐震強化・更新等に取組み、災害にも強い

ライフラインの構築をめざします。 

 

■汚水処理施設の整備方針 

・漁業集落排水施設の長寿命化計画の策定を行い、施設

の適切な管理や更新等に取組みます。 

 

（４）防災対策に関する方針 

 

■南海トラフの巨大地震に対する備え 

・津波到達時間が極めて短い状況を踏まえ、高台等の安

全な避難場所の確保に努めます。 

・主要な避難場所においては、避難時の一時的な滞在に

対応する条件整備に努めます。 

・地域の孤立が懸念されるため、一定期間の滞在が可能

となる指定避難所の確保に努めます。 

・指定緊急避難場所への避難や指定避難所への移動等、

災害が発生した際の避難者の行動を見据えながら、避

難路等の整備・充実に努めます。 

・地域住民や来訪者の速やかな避難の実現に向け、地域住民の意向を踏まえつつ、避難場所の案

内看板や誘導標識等の必要な条件整備に取組みます。 

・地域の孤立が懸念されることから、自助・共助・公助の役割分担のもとで、備蓄倉庫の整備や

備蓄品の確保に努めます。 

 

由岐漁港（志和岐地区） 

志和岐漁業集落排水処理場

安政地震津波碑 
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■土砂災害対策の推進 

・周囲を山に囲まれ、土砂災害の危険性が高い地域であることから、土砂災害対策の推進を関係

機関に要望していきます。 

・急傾斜地の対策とあわせて避難路や避難場所の確保を行うなど、安全なまちづくりをめざしま

す。 

 

■災害に対する住民の意識啓発 

・各種の避難訓練や地域独自の取組み等を通じて、地域住民の災害に対する意識の向上に努めま

す。 

 

表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 志和岐 町全体 指標の概要 

津波浸水危険度 95.9％ 88.5％
集落内の建物のうち、津波浸水想定区域内にあ

る建物の比率 

健常者(1.0m/s) 97.9％ 90.5％避難可能圏域 

(10分圏内建物比率) 高齢者等(0.5m/s) 97.9％ 85.3％

10 分間で避難場所まで避難できる圏域に含まれ

る建物の比率 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

 

 

図 志和岐地域の津波浸水想定区域 
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（５）自然環境保全の方針 

 

■森林の保全・活用 

・周囲を山々に囲まれており、豊かな緑の保全・活用に

努めます。 

 

■田園の保全・活用 

・ 集落に点在する農地は、地域の貴重な緑の空間として、 

 その存続・維持を図ります。 

 

■水辺環境の保全・活用 

・十数メートルもの潮を吹き上げる勇壮な様を見せる潮

吹き岩等の更なる情報発信を図るなど、豊かな海辺環

境の保全・活用に努めます。 

・三頭山を源流とする志和岐川は、集落内にて水と親し

める空間は限られているものの、水質環境の保全等に

努めます。 

 

（６）景観形成に関する方針 

 

■豊かな自然景観の保全・活用 

・志和岐の豊かな海辺は、本町の重要な自然の景観資源

として、その保全・活用に努めます。 

・潮吹き岩を一望できる潮吹き展望台等、地域の特徴的

な景観を楽しめるスポットの充実や情報発信の強化

に努めます。 

 

■歴史・文化的な景観の形成 

・荘厳寺や吉野神社等の神社仏閣は、地域の歴史を語り

継ぐ資源として、その保全・活用に努めます。 

・吉野神社の秋まつり等は、地域色豊かな伝統文化とし

て、その保全・活用に努めます。 

 

 

潮吹き岩 

荘厳寺 

吉野神社 

志和岐神輿 
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26

・豊かな緑の保全・活用

・土砂災害対策の推進

・地域の歴史を語り継ぐ吉野神社
や荘厳寺等の保全・活用

・公共交通サービスの維持・存続
・新たな公共交通のあり方の検討

・主要地方道由岐大西線等の
整備・改良

・志和岐トンネルの定期的な点検
や道路法面の対策等による災害
に強い道路網の形成

・限られた平野部の有効活用
・良好かつ安全な定住環境の形成
・集落内の安全かつ快適な道路空間の形成

・志和岐漁港周辺での漁業振興施
策による漁業の維持・発展、防
波堤改修等

・潮吹き岩をはじめとした豊かな
海辺環境の保全・活用

・志和岐川の水質環境の保全等

・漁業集落排水施設の長寿命化計画
の策定

・避難場所の確保や避難路の整備など、
南海トラフの巨大地震に対する備え

吉野神社 潮吹き岩

荘厳寺

凡　例

田園共生エリア

エリア区分

自然保全エリア

緑の軸

軸の形成

水の軸

地域資源

国道

主要地方道

一般県道

1000 500m

 

 

志和岐地域の整備構想図 
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 ４ 由岐湾内地域 

 

４-１ 地域の概要 

（１）概況 

 由岐湾内地域は、東由岐、西の地、西由岐の３集落

から構成され、人口1,475人、世帯数627世帯（平成

22 年国勢調査）となっており、JR 由岐駅や美波町由

岐支所が位置するなど、旧由岐町内の中心となる地域です。由岐湾を取り囲むわずかな平地部

分に集落が広がり、漁業の盛んな地域となっています。由岐湾内の中心地から北西の位置に、

地域高規格道路である日和佐道路の由岐 IC が立地し、地域外との交通利便性は高い状況にあ

ります。なお、西由岐・東由岐地域は、重

点密集市街地に指定されており、災害に対

してまちの構造面が脆弱な状況にあるとい

えます。 

 

（２）まちの状況 

■将来推計人口 

 本検討における将来推計人口では、平成

22年の1,475人から、25年後の平成47年

には767人となり、大幅な人口減少が懸念

されています。 

 

■道路網 

 由岐湾内地域内の道路は、主要地方道日

和佐小野線や由岐大西線、一般県道由岐港

線が骨格を形成しています。幅員別の道路

比率をみると、由岐湾内全体では、美波町

全体の道路幅員別比率と比較して大きな差

は見受けられませんが、東由岐と西由岐で

は狭隘な道路の比率が高くなっています。 

 

■建築物 

 由岐湾内地域の建築物をみると、由岐湾

内全体では、美波町全体の構造別比率、建

築年別比率と大きな差は見受けられません

が、東由岐と西由岐では木造家屋の比率が

高く、建築年度の古い建物が多くなってい

ます。 

図 将来推計人口（由岐湾内地域） 
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図 由岐湾内地域の現況図 
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表 道路の幅員別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

2m未満 2～4m未満 4～6m未満 6～8m未満 8m以上 
 総延長 

延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 

由岐湾内 15,716 2,283 14.5% 5,492 34.9% 4,040 25.7% 3,127 19.9% 773 4.9%

町全体 103,591 15,857 15.3% 35,621 34.4% 29,818 28.8% 12,846 12.4% 9,449 9.1%

 

表 建築物の構造別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

木造 非木造 その他 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

由岐湾内 1,275 880 73.3% 320 26.7% 75 -

町全体 5,659 3,852 71.9% 1,506 28.1% 300 -

 

表 建築物の年代別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

昭和45年以前 昭和46年～56年 昭和57年以降 不明 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

由岐湾内 1,275 488 43.9% 330 29.7% 293 26.4% 164 

町全体 5,659 2,008 43.3% 1,204 25.9% 1,430 30.8% 1,017 -

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象（前頁参照） 

 

 

 

４-２ まちづくりの基本理念 

 

 

 

南海トラフの巨大地震による甚大な被害想定や人口減少・少子高齢化等の厳しい社会情勢を踏ま

えつつ、住んでいる人、訪れる人にとって、安心・快適な生活・交流空間の形成に取組み、持続発

展するまちづくりをめざします。 

 

次世代に安心して託せる地域づくり 
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４-３ まちづくりの基本方針 

 

（１）土地利用の方針 

 

■産業系土地利用 

・由岐地区の玄関口となる由岐駅前やぽっぽマリン等の

施設、既存商店街をにぎわいの核と位置づけ、地域の

活性化を図ります。 

・既存商店街が衰退を見せるなかで、地場産業との連携

等による活性化に向けた検討を進めていきます。 

・由岐支所が立地し、由岐地区の拠点となる地域として、

周辺の地域住民への日常サービスの提供が可能とな

る機能の充実をめざします。 

・由岐漁港（由岐地区）周辺では、様々な漁業振興施策を図りながら、漁業体験や由岐伊勢エビ

まつり等の取組みを活かし、地場産業の活性化につなげていきます。 

 

■住居系土地利用 

・古くから形成されてきた漁村集落として、周辺の豊か

な自然環境の維持に努めながら、良好な定住環境の形

成を図ります。 

・著しく危険な重点密集市街地として指定されている西

由岐・東由岐地区の解消をはじめ、増加しつつある空

き家の除去や耐震診断・耐震改修、道路の拡幅等に取

組み、安全な住環境の整備に努めます。 

 

 

表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 東由岐 西の地 西由岐 町全体 指標の概要 

建築物倒壊危険性 

（建築物倒壊危険率） 
14.8％ 11.3% 15.9% 13.4％ 

建築物の倒れやすさとして、数字

が大きいほど危険性が高い。 

延焼危険性（木防率） 0.82 0.63 0.84 0.73 

建物の燃えやすさとして、数字が

高いほど危険性が高い。安全の目

安として、2/3（0.75）以上が望ま

しい。 

閉塞危険性（避難確率） 0.971 0.989 0.978 － 

地震や火事の際の逃げやすさとし

て、数字が低いほど危険性が高い。

安全の目安として 0.970 以上が望

ましい。 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

ぽっぽマリン（町HP）

まち並みの様子 



第３章 地域別構想【由岐湾内地域】 
 

 
80

 

表 重点密集市街地の評価指標  

危険性判断指標 延焼危険性に関する指標データ 
 面積(ha) 

延焼危険性 閉塞危険性 戸数密度(戸/ha) 木防率(%) 不燃領域率(%) 接道不良住宅割合

西由岐 3.0 住宅戸数密度 OK 103.7 83 7.5 56.6 

東由岐 3.3 住宅戸数密度 3 83.3 74 12.6 77.5 

 

■自然系土地利用 

・由岐湾に広がる太平洋の南方海上に浮かぶ箆野島
ぬ の し ま

をはじめ、豊かな海辺環境の保全・活用に努

めます。 

 

■適正な土地利用の規制・誘導に関する方針 

・周辺の自然環境等との調和を図りながら、限られた平野部の有効活用に努めます。 

 

■新たな拠点形成に関する土地利用の方針 

・由岐地区の拠点施設である由岐支所において、民間活力の活用や公的施設の集積等の有効活用

策を検討し、拠点機能の強化による地域の活性化や住民サービスの向上に努めます。 

・南海トラフの巨大地震が発生した際には、甚大な被害が想定されることから、ハザードマップ

等による災害リスクの周知を図るとともに、「安全な場所に住む」という視点からのまちづく

りを検討していきます。 

・美波町立病院の整備に伴い、由岐病院の跡地利用が課題となることから、津波の浸水想定区域

内にある災害リスクへの配慮や地域住民の意向等を踏まえつつ、地域の活性化につながる跡地

利用や災害廃棄物の仮置き場等の利用方法を検討していきます。 

・由岐 IC 付近の高規格道路沿いに場外離着陸場を設置しており、災害時の活動拠点としての活 

 用を図ります。 

 

（２）道路・交通施設に関する方針 

 

■まちの利便性や活力を支える幹線道路の整備 

・主要地方道日和佐小野線、由岐大西線、一般県道由岐

港線等の幹線道路は、日常生活の基盤として、また災

害時の機能維持に向け、その整備・改良を関係機関に

要望していきます。 

 

■生活を支える道路の整備・改良 

・集落内の狭隘な道路は、空き家の除去によるオープン

スペースの確保や道路の拡幅等を図り、安全な道路空

間の形成に努めます。 

西由岐 

西の地 
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■災害に強い道路ネットワークの形成 

・日和佐道路や主要地方道日和佐小野線（美波町由岐支所～阿南市）等が徳島県緊急輸送道路に

指定されており、これらの道路ネットワークを軸としながら、災害時の救援・救助、物資の輸

送等を支える災害に強い道路ネットワークの形成に努めます。 

・津波災害の発生時等における、主要な避難路となる生活道路については、橋梁長寿命化修繕計

画の策定や耐震化、沿道の空き家の除去等により、安全性を高める効果的な対策を検討してい

きます。 

 また、円滑な避難の条件整備として、照明や避難場所の誘導標識等の整備に努めます。 

 

■公共交通の充実 

・由岐地域の公共交通は、JR牟岐線の由岐駅と徳島バス阿南（株）が運行するバスとなっており、

公共交通サービスの維持・存続を図るとともに、新たな公共交通のあり方を検討していきます。 

・市街地の中を走るJRの構造物等について、関係機関に対して、老朽施設の更新や地震災害時の

安全性の確保を要請していきます。 

 

（３）住環境の整備に関する方針 

 

■公園・緑地の整備方針 

・城山公園等は、地域住民の憩いややすらぎの空間として、

更なる活用を促すとともに、適正な維持管理に努めます。 

・空き家の除去等を通じて、地域住民の憩いややすらぎの

場となる公園・緑地の確保等を検討していきます。 

 

■河川・海岸整備の方針 

・由岐漁港の漁港施設の改修等を関係機関に要望していく

とともに、多様な漁業振興施策の展開を検討していきま

す。 

 

■上水道の整備方針 

・水道施設の耐震強化や配水池の更新等に取組み、災害に

も強いライフラインの構築をめざします。 

 

■汚水処理施設の整備方針 

・地域の実情に応じて、特定環境保全公共下水道、合併処理浄化槽、コミュニティプラント等の

整備を促します。 

 

城山公園 

由岐漁港 
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（４）防災対策に関する方針 

 

■南海トラフの巨大地震に対する備え 

・津波到達時間が極めて短い状況を踏まえ、高台等の安全

な避難場所の確保に努めます。 

・主要な避難場所においては、雨露を凌ぐ建屋や照明の確

保を行うなど、避難時の一時的な滞在に対応する条件整

備に努めます。 

・特別養護老人ホーム等の災害時要援護者の確実な避難の

実現のため、新たな避難場所の確保等に努めます。 

・町内では人口が多い地域として、多くの避難者が生じる

可能性があることから、適切な指定避難所の確保に努め

ます。 

・指定緊急避難場所への避難や指定避難所への移動等、災

害が発生した際の避難者の行動を見据えながら、避難路

等の整備・充実に努めます。 

・地域住民や来訪者の速やかな避難の実現に向け、地域住

民の意向を踏まえつつ、避難場所の案内看板や誘導標識

等の必要な条件整備に取組みます。 

・旧由岐町の中心として、発災後の応急対策、復旧・復興活動の拠点となることから、自助・共

助・公助の役割分担のもとで、備蓄倉庫の整備や備蓄品の確保に努めます。 

・由岐中学校体育館西側通学路から県道への避難階段等を活用し、定期的な避難訓練の継続等に

より、児童・生徒の安全確保に努めます。 

・災害時の拠点となるべき由岐支所において、甚大な津波浸水被害が想定されていることから、

公共施設の再配置等も含めて安全を確保する手段の検討を進めていきます。 

・災害時にも安全な高台への公共施設や居住空間の移転等について、関係機関の協力を得ながら

検討していきます。 

 

表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 東由岐 西の地 西由岐 町全体 指標の概要 

津波浸水危険度 99.8％ 98.8% 100.0% 88.5％ 
集落内の建物のうち、津波浸水想

定区域内にある建物の比率 

健常者(1.0m/s) 96.3％ 94.2% 99.7% 90.5％ 避難可能圏域 

(10分圏内建物比率) 高齢者等(0.5m/s) 95.4％ 90.2% 99.7% 85.3％ 

10 分間で避難場所まで避難でき

る圏域に含まれる建物の比率 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

東由岐地域防災拠点施設

中由岐 
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図 由岐湾内地域の津波浸水想定区域 

 

■土砂災害対策の推進 

・周囲を山に囲まれ、土砂災害の危険性が高い地域であ

ることから、土砂災害対策の推進を関係機関に要望し

ていきます。 

・急傾斜地の対策とあわせて避難路や避難場所の確保を

行うなど、安全なまちづくりをめざします。 

 

■災害に対する住民の意識啓発 

・各種の避難訓練や地域独自の取組み等を通じて、地域住民の災害に対する意識の向上に努めま

す。 

 特に、西の地・西由岐防災会が共催イベントとして開催している「避難まつり」等、地域住民

が主体となった活動の継続・発展に努めます。 

 

避難まつり 
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（５）自然環境保全の方針 

 

■田園の保全・活用 

・集落に点在する農地は、地域の貴重な緑の空間として、

その存続・維持を図ります。 

 

■水辺環境の保全・活用 

・由岐湾に広がる豊かな海辺環境の保全・活用に努めま

す。 

 

（６）景観形成に関する方針 

 

■豊かな自然景観の保全・活用 

・由岐の豊かな海辺は、本町の重要な自然の景観資源と

して、その保全・活用に努めます。 

・由岐の市街地を一望できる城山公園や愛宕山等、地域

の特徴的な景観を楽しめるスポットの充実や情報発

信の強化に努めます。 

 

■歴史・文化的な景観の形成 

・由岐漁港の左右に分かれ漁村集落が形成されており、

風情ある町並みの保全・活用に努めます。 

・天神社や長円寺、住吉神社、八幡神社、般若寺等の神

社仏閣は、地域の歴史を語り継ぐ資源として、その保

全・活用に努めます。 

・由岐の連続秋まつりの一つである西由岐八幡神社の秋

まつりや西の地岡崎神社秋まつり等は、地域色豊かな

伝統文化として、その保全・活用に努めます。 

 

■生活・交流の場の景観の形成 

・由岐伊勢エビまつりは、多くの来訪者を集め、本町の

PRにもつながっていることから、今後も継続・発展に

努めます。 

 

 

愛宕山 

天神社 

西由岐八幡神社の秋まつり

由岐伊勢エビまつり 
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H

・城山公園等の活用と適
正な維持管理

・箆野島をはじめとした豊かな海
辺環境の保全・活用

・緊急輸送道路に指定されている
日和佐道路や主要地方道日和佐
小野線などを軸とした災害に強
い道路網の形成

・ぽっぽマリンや既存商店街をにぎ
わいの核とした地域の活性化

・公共交通サービスの維持・存続
・新たな公共交通のあり方の検討
・ＪＲの老朽施設の更新や地震災

害時の安全確保の要請

・主要地方道日和佐小野線、
由岐大西線等の整備・改良

・地域の歴史を語り継ぐ天神社や
長円寺、住吉神社、八幡神社、
般若寺等の保全・活用

・災害に強い道路網の形成
・橋梁長寿命化修繕計画の策定や

耐震化、空き家の除去等による
安全対策の検討

・良好かつ安全な定住環境の形成
・集落内の安全かつ快適な道路空間の形成
・重点密集市街地（西由岐・東由岐）の解消

・由岐漁港周辺での漁業振興施策や伊
勢エビまつり等の取組みを活かした
地場産業の活性化

・由岐漁港の防波堤改修等

・避難場所の確保や避難路の整備など、
南海トラフの巨大地震に対する備え

・由岐病院跡地の利用方法の検討

・地域の状況に応じた汚水処理施
設の整備促進

由岐支所

岡崎神社
由

岐
駅

由岐IC

ぽっぽマリン

城山公園 天神社

住吉神社

貴井神社

箆野島

長円寺

西由岐八幡神社

般若寺

愛宕山

由岐中学校

由岐小学校

凡　例

田園共生エリア

エリア区分

自然保全エリア

緑の軸

軸の形成

水の軸

ヘリポート

国道

主要地方道

一般県道

地域資源

H

2000 1,000m

 

由岐湾内地域の整備構想図 
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 ５ 田井地域 

 

５-１ 地域の概要 

（１）概況 

 田井地域は、由岐地区の中心となる由岐地域から南西

に位置する集落であり、人口199人、世帯数68世帯（平

成22年国勢調査）の農村集落です。南側を海に、残りの

三方を山に囲まれ、平野部に農地や集落が広がり、海岸沿いを走る主要地方道日和佐小野線によ

って、隣接する由岐地域や木岐地域とつながっています。地域の東側には、地域高規格道路であ

る日和佐道路の由岐ICが立地し、地域の中央を日和佐道路の高架橋が横断しています。南側に広

がる田井ノ浜海水浴場は西日本屈指の水質

を誇り、７月上旬から８月中旬にかけては

JR田井ノ浜臨時駅が開設されるなど、多く

の観光客を集めています。 

 

（２）まちの状況 

■将来推計人口 

 田井地域における将来推計人口では、

平成22年の199人から、25年後の平成

47年には127人となり、大幅な人口減少

が懸念されています。 

 

■道路網 

 田井地域の道路をみると、主要地方道

日和佐小野線が海岸線を通り、地区内の

道路網は町道によって構成されています。

幅員別の道路比率をみると、2m未満の細

街路の比率は低く、2～6m の道路の比率

が高くなっています。なお、6m以上の広

幅員の道路は限られた状況にあります。 

 

■建築物 

 田井地域の建築物をみると、町全体よ

りは木造家屋の比率が高くなっています。

また、比較的、建築年度の新しい建物が

多くなっています。 

 

図 将来推計人口（田井地域） 
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図 田井地域の現況図 
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表 道路の幅員別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

2m未満 2～4m未満 4～6m未満 6～8m未満 8m以上 
 総延長 

延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 

田井 7,059 407 5.8% 3,080 43.6% 3,159 44.8% 413 5.9% 0.0 0.0%

町全体 103,591 15,857 15.3% 35,621 34.4% 29,818 28.8% 12,846 12.4% 9,449 9.1%

 

表 建築物の構造別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

木造 非木造 その他 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

田井 203 139 74.7% 47 25.3% 17 -

町全体 5,659 3,852 71.9% 1,506 28.1% 300 -

 

表 建築物の年代別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

昭和45年以前 昭和46年～56年 昭和57年以降 不明 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

田井 203 64 37.0% 33 19.1% 76 43.9% 30 -

町全体 5,659 2,008 43.3% 1,204 25.9% 1,430 30.8% 1,017 -

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象（前頁参照） 

 

 

 

５-２ まちづくりの基本理念 

 

 

延長1kmの白砂の広がる田井ノ浜は、海岸線から上る日の出が西日本で2番目に美しいといわれ

ています。このような特徴的な資源を活かしながら、地域住民や来訪者の一人ひとりにとって、一

番となるまちづくりをめざしていきます。 

 

西日本で２番目に美しい日の出のまちで、 

一番住みよい・一番訪れたいまちづくり 
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５-３ まちづくりの基本方針 

 

（１）土地利用の方針 

 

■産業系土地利用 

・地域内の商店が衰退するなかで、宅配・移動販売等の新たなサービスに取組む事業者の支援等

を検討していきます。 

 

■住居系土地利用 

・農村集落としての成り立ちを踏まえ、周辺の自然・田園環境との調和に配慮しながら、ゆとり

のある住環境の形成を図ります。 

 

■田園居住系土地利用 

・集落の周囲に広がる農地と調和した生活基盤の充実等により、快適な居住空間の形成に努めま

す。 

 
まちの状況 

表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 田井 町全体 指標の概要 

建築物倒壊危険性（建築物倒壊危険率） 12.2％ 13.4％
建築物の倒れやすさとして、数字が大きい

ほど危険性が高い。 

延焼危険性（木防率） 0.77 0.73

建物の燃えやすさとして、数字が高いほど

危険性が高い。安全の目安として、2/3

（0.75）以上が望ましい。 

閉塞危険性（避難確率） － －

地震や火事の際の逃げやすさとして、数字

が低いほど危険性が高い。安全の目安とし

て0.970以上が望ましい。 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

 

■自然系土地利用 

・田井ノ浜海水浴場は、西日本屈指の水質を誇り、多くの

観光客を集めており、これらの豊かな海辺環境の保全・

活用に努めます。 

・三方を山に囲まれ、山あいの渓流の堆積作用で沖積平野

となった集落であり、周囲の豊かな緑の保全・活用を図

ります。 
田井ノ浜から見る日の出
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■適正な土地利用の規制・誘導に関する方針 

・周辺の自然環境等との調和を図りながら、限られた平野部の有効活用に努めます。 

 

■新たな拠点形成に関する土地利用の方針 

・南海トラフの巨大地震が発生した際には、甚大な被害

が想定されることから、ハザードマップ等による災害

リスクの周知を図るとともに、「安全な場所に住む」

という視点からのまちづくりを検討していきます。 

・由岐 IC 付近に整備が進められている美波町立病院周 

辺については、地域の新たな拠点として、周辺整備に

取組んでいきます。 

 

（２）道路・交通施設に関する方針 

 

■まちの利便性や活力を支える幹線道路の整備 

・主要地方道日和佐小野線は、田井集落にとって唯一の幹線道路であり、日常生活の基盤として、

また災害時の機能維持に向け、その整備・改良を関係機関に要望していきます。 

 

■生活を支える道路の整備・改良 

・集落内の道路は、空き家の除去によるオープンスペースの確保や道路の拡幅等を図り、安全な

道路空間の形成に努めます。 

 

■災害に強い道路ネットワークの形成 

・大規模な災害時に道路が被災した際には、地域の孤立が懸念されることから、各道路網におけ

る法面対策や橋梁の耐震化等、災害に強い道づくりに努めます。 

・津波災害の発生時等における、主要な避難路となる生活道路については、橋梁長寿命化修繕計

画の策定や耐震化等により、安全性を高める効果的な対策を検討していきます。 

 また、円滑な避難の条件整備として、照明や避難場所の誘導標識等の整備に努めます。 

 

■公共交通の充実 

・田井地域の公共交通は、JR牟岐線の臨時駅である田井

ノ浜駅のみとなっており、日常における公共交通機関

が不足している地域となっており、新たな公共交通の

あり方を検討していきます。 

 高齢化を踏まえ、デマンドバスやデマンドタクシー等

の町内の住民が利用しやすい交通手段の確保を検討

していきます。 

 

美波町立病院イメージ図

田井ノ浜駅 
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（３）住環境の整備に関する方針 

 

■公園・緑地の整備方針 

・空き家の除去等を通じて、地域住民の憩いややすらぎの場となる公園・緑地の確保等を検討し

ていきます。 

 

■上水道の整備方針 

・水道施設の耐震強化や配水池の更新等に取組み、災害にも強いライフラインの構築をめざしま

す。 

 

■汚水処理施設の整備方針 

・地域の実情に応じて、特定環境保全公共下水道、合併処理浄化槽、コミュニティプラント等の

整備を促します。 

 

（４）防災対策に関する方針 

 

■南海トラフの巨大地震に対する備え 

・津波到達時間が極めて短い状況を踏まえ、高台等の安

全な避難場所の確保に努めます。 

・主要な避難場所においては、雨露を凌ぐ建屋や照明の

確保を行うなど、避難時の一時的な滞在に対応する条

件整備に努めます。 

・地域の孤立が懸念されるため、一定期間の滞在が可能

となる指定避難所の確保に努めます。 

・指定緊急避難場所への避難や指定避難所への移動等、

災害が発生した際の避難者の行動を見据えながら、避

難路等の整備・充実に努めます。 

・地域住民や来訪者の速やかな避難の実現に向け、地域

住民の意向を踏まえつつ、避難場所の案内看板や誘導

標識等の必要な条件整備に取組みます。 

・地域の孤立が懸念されることから、自助・共助・公助

の役割分担のもとで、備蓄倉庫の整備や備蓄品の確保

に努めます。 

 

 

緊急避難場所（由岐IC下）

海水浴場での避難場所の情報発信
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表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 田井 町全体 指標の概要 

津波浸水危険度 83.7％ 88.5％
集落内の建物のうち、津波浸水想定区域内にあ

る建物の比率 

健常者(1.0m/s) 79.8％ 90.5％避難可能圏域 

(10分圏内建物比率) 高齢者等(0.5m/s) 72.4％ 85.3％

10 分間で避難場所まで避難できる圏域に含まれ

る建物の比率 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

 

 

図 田井地域の津波浸水想定区域 

 

■土砂災害対策の推進 

・周囲を山に囲まれ、土砂災害の危険性が高い地域であることから、土砂災害対策の推進を関係

機関に要望していきます。 

・急傾斜地の対策とあわせて避難路や避難場所の確保を行うなど、安全なまちづくりをめざしま

す。 

 

■災害に対する住民の意識啓発 

・各種の避難訓練や地域独自の取組み等を通じて、地域住民の災害に対する意識の向上に努めま

す。 
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（５）自然環境保全の方針 

 

■森林の保全・活用 

・周囲を山々に囲まれており、豊かな緑の保全・活用に努めます。 

 

■田園の保全・活用 

・集落の周囲に広がる農地は、様々な農業振興施策に基づき、その存続・維持を図ります。 

 

■水辺環境の保全・活用 

・田井ノ浜海水浴場は、西日本屈指の水質を誇り、多く

の観光客を集めており、これらの豊かな海辺環境の保

全・活用に努めます。 

 なお、砂浜の減少が進んでいることから、砂浜の再生

に向けた対策を検討していきます。 

 

（６）景観形成に関する方針 

 

■豊かな自然景観の保全・活用 

・田井ノ浜海水浴場をはじめとした豊かな海辺は、本町の重要な自然の景観資源として、その再

生・活用に努めます。 

・田井の海岸は、夏季の遊泳やサーフィン等の多様な利

用が行われています。豊かな海辺環境の保全を前提に、

地域の代表的な資源としての情報発信等に努め、地域

の活性化につなげていきます。 

 

■歴史・文化的な景観の形成 

・白鳥神社等の神社仏閣は、地域の歴史を語り継ぐ資源

として、その保全・活用に努めます。 

・西日本で類例が少ない縄文時代前期末から中期前半に

かけての土器が、多数の石器を伴って出土した田井遺

跡は、長い歴史を物語る資源として、その保全・活用

に努めます。 

 

■生活・交流の場の景観の形成 

・由岐B&G海洋センターは、様々なイベント・大会の会

場にもなる運動施設として、多くの利用者があること

から、住民や来訪者の活動や交流拠点として活用を図ります。 

・多くの来訪者が訪れる田井ノ浜海水浴場等を活かし、地域の活性化につなげていきます。 

田井ノ浜海水浴場 

白鳥神社 

田井遺跡 
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・周囲の豊かな緑の保全・活用

・土砂災害対策の推進

・住民や来訪者の活動や交流拠点
として由岐Ｂ＆Ｇ等の活用

・災害に強い道路網の形成
・橋梁長寿命化修繕計画の策定や耐

震化等による安全対策の検討

・多様な農業振興施策による農地
の存続・維持

・日常における公共交通機関の不
足を踏まえた新たな公共交通の
あり方の検討

・主要地方道日和佐小野線等
の整備・改良

・地域の歴史を語り継ぐ白鳥神社
や田井遺跡等の保全・活用

・限られた平野部の有効活用
・良好かつ安全な定住環境の形成
・集落内の安全かつ快適な道路空間の形成

・西日本屈指の水質を誇る田井ノ浜
海水浴場をはじめとした海辺環境
の保全・活用

・田井ノ浜海水浴場の砂浜の再生

・避難場所の確保や避難路の整備など、
南海トラフの巨大地震に対する備え

・地域の新たな拠点としての周辺整備

・地域の状況に応じた汚水処理施設
の整備促進

美波町立病院

由岐B&G

田井ノ浜海水浴場

白鳥神社

田井遺跡

田井ノ浜駅

凡　例

田園共生エリア

エリア区分

自然保全エリア

緑の軸

軸の形成

水の軸

ヘリポート

国道

主要地方道

一般県道

地域資源

H

1000 500m

 

 

田井地域の整備構想図 
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 ６ 木岐地域 

 

６-１ 地域の概要 

（１）概況 

 木岐地域は、木岐、木岐奥、木岐白浜の３集落から構

成され、人口629人、世帯数261世帯（平成22年国勢調

査）となっており、JR木岐駅が位置するなど、由岐湾内

地域とともに旧由岐町内の中心となる地域です。木岐漁港周辺の漁村集落と木岐奥・木岐白浜に

広がる農村集落によって構成されています。木岐防災会や木岐奥町内会・防災会、木岐白浜町内

会・防災会の自治組織、わいわいkikiや木岐奥次世代会議のまちづくり団体等から構成される木

岐まちづくり協議会が設立されており、地域住民主体のまちづくり活動が活発な地域となってい

ます。 

 

（２）まちの状況 

■将来推計人口 

 木岐地域における将来推計人口では、

平成22年の629人から、25年後の平成

47年には363人となり、大幅な人口減少

が懸念されています。 

 

■道路網 

 木岐地域内の道路は、主要地方道日和佐小野線や由岐大西線が骨格を形成しています。幅員

別の道路比率をみると、木岐全体では、美波町全体の道路幅員別比率と比較して大きな差は見

受けられません。 

 

■建築物 

 木岐地域の建築物をみると、木岐地域全体で木造比率が高く、木岐では8割以上、木岐白浜

では9割以上と高い値を示しています。また、建築年度の比率をみると、木岐と木岐白浜で昭

和45年以前の建物が5割以上を占めるなど、建築年度の古い建物が多くなっています。 

 

 

表 道路の幅員別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

2m未満 2～4m未満 4～6m未満 6～8m未満 8m以上 
 総延長 

延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 

木岐 10,351 2,706 26.1% 4,262 41.2% 2,257 21.8% 1,056 10.2% 71.1 0.7%

町全体 103,591 15,857 15.3% 35,621 34.4% 29,818 28.8% 12,846 12.4% 9,449 9.1%

 

図 将来推計人口（木岐地域） 

771 719
629

567
511

456 406 363

0.364
0.408

0.4530.453
0.485 0.499

0.478
0.441 0.427

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47

人
口

（
人

）

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

6
5
歳
以
上
人
口
比
率

総人口（実績） 総人口（将来推計）

65歳以上人口比率（実績） 65歳以上人口比率（将来推計）

北河内
赤松

西河内

山河内
日和佐市街地

恵比須浜

由岐湾内

志和岐

伊座利

阿部

木岐

田井



第３章 地域別構想【木岐地域】 
 

 
95

 

表 建築物の構造別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

木造 非木造 その他 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

木岐 575 455 79.1% 82 14.3% 38 -

町全体 5,659 3,852 71.9% 1,506 28.1% 300 -

 

表 建築物の年代別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

昭和45年以前 昭和46年～56年 昭和57年以降 不明 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

木岐 575 238 41.1% 111 19.3% 125 21.7% 101 -

町全体 5,659 2,008 43.3% 1,204 25.9% 1,430 30.8% 1,017 -

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象（下図参照） 

 

 

図 木岐地域の現況図 

 

６-２ まちづくりの基本理念 

 

地球規模（グローバル）の視点で物事を捉えつつ、地域（ローカル）に根付いた活動に取組み、

地域住民や来訪者にとっての理想郷を創造していくことをめざします。 

 

グローカル・アルカディア“ｋｉｋｉ” 
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６-３ まちづくりの基本方針 

 

（１）土地利用の方針 

 

■産業系土地利用 

・整備が進められている農林漁業体験施設をにぎわいの核と位置づけ、地域の活性化を図ります。 

・地域内の商店が衰退するなかで、宅配・移動販売等の新たなサービスに取組む事業者の支援等

を検討していきます。 

・木岐漁港周辺では、様々な漁業振興施策を図りながら、漁業体験等の取組みを活かし、地場産

業の活性化につなげていきます。 

 

■住居系土地利用 

・漁村集落と農村集落が共存する地域として、周辺の豊かな自然環境の維持に努めながら、良好

な定住環境の形成を図ります。 

・著しく危険な重点密集市街地として指定されている木

岐地区の解消をはじめ、増加しつつある空き家の除去

や耐震診断・耐震改修、道路の拡幅等に取組み、安全

な住環境の整備に努めます。 

 

 

 

 

表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 木岐 木岐奥 木岐白浜 町全体 指標の概要 

建築物倒壊危険性 

（建築物倒壊危険率） 
15.7％ 13.0% 16.7% 13.4％

建築物の倒れやすさとして、数字が大

きいほど危険性が高い。 

延焼危険性（木防率） 0.86 0.81 0.91 0.73 

建物の燃えやすさとして、数字が高い

ほど危険性が高い。安全の目安として、

2/3（0.75）以上が望ましい。 

閉塞危険性（避難確率） 0.978 － － － 

地震や火事の際の逃げやすさとして、

数字が低いほど危険性が高い。安全の

目安として0.970以上が望ましい。 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

 

表 重点密集市街地の評価指標  

危険性判断指標 延焼危険性に関する指標データ 
 面積(ha) 

延焼危険性 閉塞危険性 戸数密度(戸/ha) 木防率(%) 不燃領域率(%) 接道不良住宅割合

木岐 3.9 接道割合 OK 74.3 90.6 16.6 53.7 

 

まち並みの様子 
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■田園居住系土地利用 

・木岐奥や木岐白浜集落では、周囲に広がる農地と調和した生活基盤の充実等により、快適な居

住空間の形成に努めます。 

 

■自然系土地利用 

・豊かな海を活かした定置網漁体験等の取組みの継続を

図りつつ、海辺環境の保全・活用に努めます。 

・東部は田井に接し、北と西は山地に囲まれ、東西に長

い海岸線を以って太平洋に接するとともに、山間に開

けた平地では果樹園・田園風景が広がっています。こ

れら多様な特性を有する緑や水辺の保全・活用を図り

ます。 

 

■適正な土地利用の規制・誘導に関する方針 

・周辺の自然環境等との調和を図りながら、限られた平野部の有効活用に努めます。 

 

■新たな拠点形成に関する土地利用の方針 

・南海トラフの巨大地震が発生した際には、甚

大な被害が想定されることから、ハザードマ

ップ等による災害リスクの周知を図るとと

もに、「安全な場所に住む」という視点から

のまちづくりを検討していきます。 

・平成26年度に完成予定の木岐奥「聖ヶ丘」農

林業体験施設は、地域住民や来訪者の体験・

交流施設として日常的な利用を通じて産業

振興につなげる拠点施設としての活用を図

ります。また、災害時には、地域住民等の避

難滞在施設としての活用も見据えます。 

 

（２）道路・交通施設に関する方針 

 

■まちの利便性や活力を支える幹線道路の整備 

・主要地方道日和佐小野線、一般県道赤松由岐線等の幹線道路は、日常生活の基盤として、また

災害時の機能維持に向け、その整備・改良を関係機関に要望していきます。 

 

■生活を支える道路の整備・改良 

・集落内の狭隘な道路は、空き家の除去によるオープンスペースの確保や道路の拡幅等を図り、

安全な道路空間の形成に努めます。 

木岐奥「聖ヶ丘」計画イメージ図

漁業体験 
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■災害に強い道路ネットワークの形成 

・大規模な災害時に道路が被災した際には、地域の孤立が懸念されることから、各道路網におけ

る法面対策や橋梁の耐震化等、災害に強い道づくりに努めます。 

・津波災害の発生時等における、主要な避難路となる生活道路については、橋梁長寿命化修繕計

画の策定や耐震化、沿道の空き家の除去等により、安全性を高める効果的な対策を検討してい

きます。 

 また、円滑な避難の条件整備として、照明や避難場所の誘導標識等の整備に努めます。 

 

■公共交通の充実 

・木岐地域の公共交通は、JR牟岐線の木岐駅のみとなっ

ており、公共交通サービスの維持・存続を図るととも

に、新たな公共交通のあり方を検討していきます。 

・市街地の中を走るJRの構造物等について、関係機関に

対して、老朽施設の更新や地震災害時の安全性の確保

を要請していきます。 

 

（３）住環境の整備に関する方針 

 

■公園・緑地の整備方針  

・空き家の除去等を通じて、地域住民の憩いややすらぎの場となる公園・緑地の確保等を検討し

ていきます。 

 

■河川・海岸整備の方針 

・木岐川、徳竹川の河川改修や堆積土砂の浚渫等を関係

機関に要望していきます。 

・由岐漁港（木岐地区）の漁港施設の改修等を関係機関

に要望していくとともに、多様な漁業振興施策の展開

を検討していきます。 

 

■上水道の整備方針 

・水道施設の耐震強化や配水池の更新等に取組み、災害

にも強いライフラインの構築をめざします。 

 

■汚水処理施設の整備方針 

・地域の実情に応じて、特定環境保全公共下水道、合併

処理浄化槽、コミュニティプラント等の整備を促しま

す。 

 

木岐駅 

由岐漁港（木岐地区） 

木岐配水池 
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（４）防災対策に関する方針 

 

■南海トラフの巨大地震に対する備え 

・津波到達時間が極めて短い状況を踏まえ、高台等の安

全な避難場所の確保に努めます。 

・主要な避難場所においては、雨露を凌ぐ建屋や照明の

確保を行うなど、避難時の一時的な滞在に対応する条

件整備に努めます。 

・町内では人口が多い地域として、多くの避難者が生じ

る可能性があることから、適切な指定避難所の確保に

努めます。 

・指定緊急避難場所への避難や指定避難所への移動等、

災害が発生した際の避難者の行動を見据えながら、避

難路等の整備・充実に努めます。 

・地域住民や来訪者の速やかな避難の実現に向け、地域

住民の意向を踏まえつつ、避難場所の案内看板や誘導

標識等の必要な条件整備に取組みます。 

・地域の孤立が懸念されることから、自助・共助・公助

の役割分担のもとで、備蓄倉庫の整備や備蓄品の確保

に努めます。 

・木岐小学校は老朽化しており、小学校の再編も見据えながら、適切な施設の維持管理に努めま

す。 

・学校から県道への避難路が2箇所整備されており、定期的な避難訓練の継続等により、児童の

安全確保に努めます。 

・平成26年度完成予定の木岐奥「聖ヶ丘」農林漁業体験施設は、日常的な利用を前提としつつ、

発災後の避難施設としての活用を図ります。 

・大規模な災害が発生した際には、耕作放棄地等を応急仮設住宅の建設用地として活用すること

を検討していきます。 

・人口が集中した地域であり、安全な場所で暮らす視点が重要であることから、耕作放棄地等を

活かし、建設工事の残土を利用して安全な高台の確保を図るなど、多様な手法を検討していき

ます。 

 

表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 木岐 木岐奥 木岐白浜 町全体 指標の概要 

津波浸水危険度 100％ 91.4% 98.7% 88.5％ 
集落内の建物のうち、津波浸水

想定区域内にある建物の比率 

健常者(1.0m/s) 97.7％ 87.1% 84.4% 90.5％ 避難可能圏域 

(10分圏内建物比率) 高齢者等(0.5m/s) 97.0％ 78.6% 64.9% 85.3％ 

10分間で避難場所まで避難でき

る圏域に含まれる建物の比率 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

昭和南海地震津波最高潮位標識

高規格道路・緊急輸送路 
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図 木岐地域の津波浸水想定区域 

 

■内水対策の推進 

・内水被害の未然防止に向け、木岐川・徳竹川の河川改修や堆積土砂の浚渫等を関係機関に要望

していきます。 

 

■土砂災害対策の推進 

・周囲を山に囲まれ、土砂災害の危険性が高い地域であることから、土砂災害対策の推進を関係

機関に要望していきます。 

・急傾斜地の対策とあわせて避難路や避難場所の確保を行うなど、安全なまちづくりをめざしま

す。 

 

■災害に対する住民の意識啓発 

・各種の避難訓練や地域独自の取組み等を通じて、地域住民の災害に対する意識の向上に努めま

す。 
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（５）自然環境保全の方針 

 

■田園の保全・活用 

・木岐奥や木岐白浜集落の周囲に広がる農地は、様々な農業振興施策に基づき、その存続・維持

を図ります。 

 

■水辺環境の保全・活用 

・豊かな海を活かした定置網漁体験等の取組みの継続を

図りつつ、海辺環境の保全・活用に努めます。 

・木岐白浜の海岸は、サーフィン等の多様な利用が行わ

れています。豊かな海辺環境の保全を前提に、地域の

代表的な資源としての情報発信等に努め、地域の活性

化につなげていきます。 

 

■自然環境にやさしいまちづくり 

・木岐まちづくり協議会にて、沿岸域や港周りの清掃、

JRホーム下斜面の草刈等に取組んでおり、住民が主体

となった環境にやさしいまちづくりに向け、活動の継

続・発展に努めます。 

 

（６）景観形成に関する方針 

 

■豊かな自然景観の保全・活用 

・木岐の豊かな海辺は、本町の重要な自然の景観資源と

して、その保全・活用に努めます。 

 

■歴史・文化的な景観の形成 

・満石神社や八幡神社、延命寺等の神社仏閣は、地域の

歴史を語り継ぐ資源として、その保全・活用に努めま

す。 

・由岐の連続秋まつりの一つである木岐八幡神社秋まつ

り等は、地域色豊かな伝統文化として、その保全・活

用に努めます。 

 

■生活・交流の場の景観の形成 

・平成26年度に完成予定の木岐奥「聖ヶ丘」農林漁業体

験施設は、地域住民の活動拠点や来訪者との交流の場

として、その活用を図ります。 

漁業体験 

満石神社 

木岐八幡神社秋まつり 

木岐八幡神社 
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25

289
55

・背後地の山々、果樹園・
田園風景等の多様な緑や
水辺の保全・活用

・土砂災害対策の推進

・木岐聖ヶ丘農林漁業体験施設
をにぎわいの核とした地域の
活性化

・木岐川、徳竹川の河川改修や
堆積土砂の浚渫等

・公共交通サービスの維持・存続
・新たな公共交通のあり方の検討
・ＪＲの老朽施設の更新や地震災

害時の安全確保の要請
・災害に強い道路網の形成
・橋梁長寿命化修繕計画の策定や耐

震化、空き家の除去等による安全
対策の検討

・主要地方道日和佐小野線等
の整備・改良

・地域の歴史を語り継ぐ満石
神社や八幡神社、延命寺等
の保全・活用

・良好かつ安全な定住環境の形成
・集落内の安全かつ快適な道路空間の形成
・重点密集市街地（木岐）の解消

・木岐漁港周辺での漁業振興施策や
漁業体験等の取組みを活かした地
場産業の活性化、防波堤改修等

・避難場所の確保や避難路の整備など、
南海トラフの巨大地震に対する備え

・地域の状況に応じた汚水処理施設
の整備促進

木岐八幡神社

延命寺

日吉神社

木岐駅聖ヶ丘計画地

満石神社

木岐小学校

凡　例

田園共生エリア

エリア区分

自然保全エリア

緑の軸

軸の形成

水の軸

地域資源

国道

主要地方道

一般県道

2000 1,000m

 

 

木岐地域の整備構想図 
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 ７ 恵比須浜地域 

 

７-１ 地域の概要 

（１）概況 

 恵比須浜地域は、恵比須浜と日和佐田井の２集落から

構成され、人口158人、世帯数52世帯（平成22年国勢

調査）となっています。旧日和佐町における東端に位置

する集落であり、湾内の東側に恵比須浜集落、北側に日和佐田井集落が広がり、漁村集落と農村

集落によって構成されています。海岸沿いに恵比須浜キャンプ村が立地し、多くの来訪者が見ら

れる地域となっているとともに、旧老人ホームを活用したサテライトオフィスにおける企業の進

出が見られるなど、特徴的なまちづくりが進められています。 

 

（２）まちの状況 

■将来推計人口 

 本検討における将来推計人口では、平成

22年の158人から、25年後の平成47年に

は117人となり、大幅な人口減少が懸念さ

れています。ただし、町内の他集落に比べ

て、人口減少の傾向は緩やかな状況となっ

ています。 

 

■道路網 

 恵比須浜地域内の道路は、主要地方道日

和佐小野線と恵比須浜集落の海岸沿いを走

る恵比須浜臨港道路が骨格を形成していま

す。幅員別の道路比率をみると、恵比須浜

地域全体では、狭隘な道路の比率が高くな

っています。 

 

■建築物 

 恵比須浜地域の建築物をみると、木造家

屋の比率が低くなっています。また、建築

年度の比率は、概ね美波町全体と同程度の

比率となっていますが、日和佐田井集落で

は建築年度の新しい建物の比率が高くなっ

ています。 

北河内
赤松

西河内

山河内
日和佐市街地

恵比須浜

由岐湾内

志和岐

伊座利

阿部

木岐

田井

図 将来推計人口（恵比須浜地域）
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図 恵比須浜地域の現況図 
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表 道路の幅員別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

2m未満 2～4m未満 4～6m未満 6～8m未満 8m以上 
 総延長 

延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 

恵比須浜 5,618 1,138 20.3% 2,463 43.8% 964 17.1% 848 15.1% 206 3.7%

町全体 103,591 15,857 15.3% 35,621 34.4% 29,818 28.8% 12,846 12.4% 9,449 9.1%

 

表 建築物の構造別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

木造 非木造 その他 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

恵比須浜 196 97 52.7% 87 47.3% 12 -

町全体 5,659 3,852 71.9% 1,506 28.1% 300 -

 

表 建築物の年代別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

昭和45年以前 昭和46年～56年 昭和57年以降 不明 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

恵比須浜 196 60 42.0% 36 25.2% 47 32.9% 53 -

町全体 5,659 2,008 43.3% 1,204 25.9% 1,430 30.8% 1,017 -

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象（前頁参照） 

 

 

 

７-２ まちづくりの基本理念 

 

 

町の中心部に近い立地特性の中で、サテライトオフィスや恵比須浜キャンプ村等の“キラリ”と

光る地域資源を活かしながら、魅力のあるまちづくりをめざしていきます。 

 

キラリと光る海辺のまち 
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７-３ まちづくりの基本方針 

 

（１）土地利用の方針 

 

■産業系土地利用 

・市街地へ近接した集落であり、豊かな自然と生活利便

性の両立した地域をめざしていきます。 

・既存のサテライトオフィスは、町内の新たな産業創出

の象徴となることから、更なる拡大をめざしていきま

す。 

 また、地域住民の雇用創出につながるような仕組みづ

くりも検討していきます。 

・恵比須浜漁港（亀井港）周辺では、様々な漁業振興施策を図りながら、漁業の維持・発展につ

なげていきます。 

・恵比須浜漁港は、台風時の一時的な避難等において、恵比須浜地域以外の漁業者も利用するこ

とから、その条件整備等に取組みます。 

 

■住居系土地利用 

・古くから形成されてきた漁村集落として、周辺の豊かな自然環境の維持に努めながら、良好な

定住環境の形成を図ります。 

・恵比須浜は家屋も密集しており、増加しつつある空き家の除去や耐震診断・耐震改修、道路の

拡幅等により、安全な住環境の整備に努めます。 

 

表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 恵比須浜 日和佐田井 町全体 指標の概要 

建築物倒壊危険性 

（建築物倒壊危険率） 
11.8％ 10.0% 13.4％ 

建築物の倒れやすさとして、数字が大

きいほど危険性が高い。 

延焼危険性（木防率） 0.58 0.53 0.73 

建物の燃えやすさとして、数字が高い

ほど危険性が高い。安全の目安として、

2/3（0.75）以上が望ましい。 

閉塞危険性（避難確率） 0.984  － 

地震や火事の際の逃げやすさとして、

数字が低いほど危険性が高い。安全の

目安として0.970以上が望ましい。 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

 

■田園居住系土地利用 

・集落の周囲に広がる農地と調和した生活基盤の充実等により、快適な居住空間の形成に努めま

す。 

 

 

サテライトオフィス 
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■自然系土地利用 

・美しい海岸のそばで自然とふれあえる恵比須浜キャン

プ村は、多くの来訪者が見受けられ、これらの豊かな

海辺環境の保全・活用に努めます。 

・三方を山地に囲まれ、田井地域は田井川沿いに田園風

景が広がり、恵比須浜地域には阿瀬比ノ鼻ハイキング

コース等の自然豊かな空間が広がっています。これら

の豊かな緑の保全・活用を図ります。 

 

■適正な土地利用の規制・誘導に関する方針 

・恵比須浜地域は、都市計画区域内に位置することから、計画的な土地利用を促していきます。 

 

■新たな拠点形成に関する土地利用の方針 

・南海トラフの巨大地震が発生した際には、甚大な被害が想定されることから、ハザードマップ

等による災害リスクの周知を図るとともに、「安全な場所に住む」という視点からのまちづく

りを検討していきます。 

 

（２）道路・交通施設に関する方針 

 

■まちの利便性や活力を支える幹線道路の整備 

・主要地方道日和佐小野線は、恵比須浜地域にとって他地域と連絡する唯一の幹線道路であり、

日常生活の基盤として、また災害時の機能維持に向け、その整備・改良を関係機関に要望して

いきます。 

・主要地方道日和佐小野線のバイパス整備の推進を図り、地域住民や来訪者の利便性向上を図り

ます。 

 なお、バイパス整備に伴う残土処理については、周辺地域の理解と協力を得ながら、残土を活

用した高台整備も含め処理場の確保を検討します。 

 

■生活を支える道路の整備・改良 

・集落内の狭隘な道路は、空き家の除去によるオープンスペースの確保や道路の拡幅等を図り、

安全な道路空間の形成に努めます。 

 

■災害に強い道路ネットワークの形成 

・大規模な災害時に道路が被災した際には、地域の孤立が懸念されることから、各道路網におけ

る法面対策や橋梁の耐震化等、災害に強い道づくりに努めます。 

・津波災害の発生時等における、主要な避難路となる生活道路については、橋梁長寿命化修繕計

画の策定や耐震化、沿道の空き家の除去等により、安全性を高める効果的な対策を検討してい

きます。 

 また、円滑な避難の条件整備として、照明や避難場所の誘導標識等の整備に努めます。 

恵比須浜キャンプ村 
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■公共交通の充実 

・恵比須浜地域は、公共交通の空白地帯として、現在、タクシー助成制度の対象区域となってお

り、新たな公共交通のあり方を検討していきます。 

 

（３）住環境の整備に関する方針 

 

■公園・緑地の整備方針 

・空き家の除去等を通じて、地域住民の憩いややすらぎの場となる公園・緑地の確保等を検討し

ていきます。 

 

■河川・海岸整備の方針 

・田井川の河川改修や堆積土砂の浚渫等を関係機関に要望していきます。また、その河口に位置

する亀井港の航路・泊地利用を円滑にするため、堆積土砂の浚渫等に努めます。 

・恵比須浜漁港の防波堤改修や漁港施設の長寿命化等に取組むとともに、多様な漁業振興施策の

展開を検討していきます。 

 

■上水道の整備方針 

・水道施設の耐震強化や配水池の更新等に取組み、災害にも強いライフラインの構築をめざしま

す。 

 

■汚水処理施設の整備方針 

・地域の実情に応じて、合併処理浄化槽、コミュニティプラント等の整備を促します。 

 

（４）防災対策に関する方針 

 

■南海トラフの巨大地震に対する備え 

・津波到達時間が極めて短い状況を踏まえ、高台等の安全な避難場所の確保に努めます。 

・主要な避難場所においては、雨露を凌ぐ建屋や照明の確保を行うなど、避難時の一時的な滞在

に対応する条件整備に努めます。 

・地域の孤立が懸念されるため、一定期間の滞在が可能となる指定避難所の確保に努めます。 

・指定緊急避難場所への避難や指定避難所への移動等、災害が発生した際の避難者の行動を見据

えながら、避難路等の整備・充実に努めます。 

・地域住民や来訪者の速やかな避難の実現に向け、地域住民の意向を踏まえつつ、避難場所の案

内看板や誘導標識等の必要な条件整備に取組みます。 

・地域の孤立が懸念されることから、自助・共助・公助の役割分担のもとで、備蓄倉庫の整備や

備蓄品の確保に努めます。 
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表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 恵比須浜 日和佐田井 町全体 指標の概要 

津波浸水危険度 100％ 93.3% 88.5％ 
集落内の建物のうち、津波浸水想定

区域内にある建物の比率 

健常者(1.0m/s) 99.1％ 84.4% 90.5％ 避難可能圏域 

(10分圏内建物比率) 高齢者等(0.5m/s) 99.1％ 75.6% 85.3％ 

10 分間で避難場所まで避難できる

圏域に含まれる建物の比率 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

 

 

図 恵比須浜地域の津波浸水想定区域 

 

■内水対策の推進 

・内水被害の未然防止に向け、田井川の河川改修や堆積土砂の浚渫等を関係機関に要望していき

ます。 

 

■土砂災害対策の推進 

・周囲を山に囲まれ、土砂災害の危険性が高い地域であることから、土砂災害対策の推進を関係

機関に要望していきます。 

・急傾斜地の対策とあわせて避難路や避難場所の確保を行うなど、安全なまちづくりをめざしま

す。 
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■災害に対する住民の意識啓発 

・各種の避難訓練等を通じて、地域住民の災害に対する意識の向上に努めます。 

 

（５）自然環境保全の方針 

 

■田園の保全・活用 

・集落の周囲に広がる農地は、様々な農業振興施策に基づき、その存続・維持を図ります。 

 

■水辺環境の保全・活用 

・美しい海岸のそばで自然とふれあえる恵比須浜キャン

プ村は、多くの来訪者が見受けられ、これらの豊かな

海辺環境の保全・活用に努めます。 

・恵比須浜の海岸は、夏季の遊泳・サーフィンにおける

利用者をはじめ、様々な魚種に恵まれていることから

釣り客も多く、多様な利用が行われています。豊かな

海辺環境の保全を前提に、地域の代表的な資源として

の情報発信等に努め、地域の活性化につなげていきま

す。 

 

（６）景観形成に関する方針 

 

■豊かな自然景観の保全・活用 

・恵比須浜・日和佐田井の豊かな海辺は、本町の重要な自然の景観資源として、その保全・活用

に努めます。 

 

■歴史・文化的な景観の形成 

・日和佐田井八坂神社等の神社仏閣は、地域の歴史を語

り継ぐ資源として、その保全・活用に努めます。 

 

■生活・交流の場の景観の形成 

・日和佐田井に位置するサテライトオフィスは、本町に

おける新たな活力の象徴となるものであり、その周辺

整備に努めます。 

恵比須浜キャンプ村前の海岸

八坂神社 
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25

55

・都市計画区域内の計画的な
土地利用の促進

・土砂災害対策の推進

・豊かな自然と生活利便性の両立
した地域の形成

・新たな産業創出の象徴となるサ
テライトオフィスの更なる拡大

・田井川の河川改修や堆積土砂の
浚渫等

・亀井港の航路・泊地利用を円滑
にするための堆積土砂の浚渫等

・公共交通機関の空白地帯として
新たな公共交通のあり方の検討

・災害に強い道路網の形成
・橋梁長寿命化修繕計画の策定や耐

震化、空き家の除去等による安全
対策の検討

・主要地方道日和佐小野線等
の整備・改良

・主要地方道日和佐小野線の
バイパス整備の推進

・地域の歴史を語り継ぐ八坂神社
等の保全・活用

・良好かつ安全な定住環境の形成
・集落内の安全かつ快適な道路空間の形成

・恵比須浜漁港周辺での漁業振興施策
による漁業の維持・発展

・恵比須浜漁港の防波堤改修や漁港施
設の長寿命化等

・自然とふれあえる恵比須浜キャン
プ村をはじめ、豊かな海辺環境の
保全・活用

・背後地の山々、田井川沿いの田園風
景、阿瀬比ノ鼻ハイキングコース等
の多様な緑の保全・活用

・避難場所の確保や避難路の整備など、
南海トラフの巨大地震に対する備え

・周囲に広がる農地と調和した
居住空間の形成

・地域の状況に応じた汚水処理施設
の整備促進

サテライトオフィス

恵比須浜キャンプ村

阿瀬比ノ鼻

八坂神社

恵比須浜漁港
（亀井港）

凡　例

田園共生エリア

エリア区分

自然保全エリア

緑の軸

軸の形成

水の軸

地域資源

国道

主要地方道

一般県道

都市計画区域

2000 1,000m

 

 

恵比須浜地域の整備構想図 
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北河内
赤松

西河内

山河内
日和佐市街地

恵比須浜

由岐湾内

志和岐

伊座利

阿部

木岐

田井

 ８ 日和佐市街地地域 

 

８-１ 地域の概要 

（１）概況 

 日和佐市街地地域は、日和佐都市計画区域の大部分を

占め、本町の中心となる地域として、人口2,634人、世

帯数1,161世帯（平成22年国勢調査）となっています。 

 美波町役場や日和佐国道出張所、日和佐地方合同庁舎、徳島県南部総合県民局等の行政機能、

JR日和佐駅や道の駅日和佐等の交通結節点が立地するとともに、ウミガメの産卵地として名高い

大浜海岸や四国霊場第23番札所薬王寺等、全国的にも知名度の高い観光地を有しています。 

 

（２）まちの状況 

■将来推計人口 

 日和佐市街地地域における将来推計人口

では、平成22年の2,634 人から、25年後

の平成47年には1,419人となり、大幅な人

口減少が懸念されています。まちの中心部

で、人口が最も大きい地域であり、日和佐

市街地地域における人口減少は、町全体に

大きな影響を与えることとなります。 

 

■道路網 

 日和佐市街地地域の道路をみると、国道 55 号を中心に、県道や町道が結ばれており、まと

まりのある市街地を形成しています。 

 幅員別の道路比率をみると、地域内を国道55号が走っていることから、幅員8m以上の道路

比率が高くなっています。しかしながら、日和佐都市計画区域内の古くからのまちにおいては、

狭隘な道路網で構成された市街地が広がる状況も見受けられます。 

 

■建築物 

 地域内の建築物をみると、町内の4割の建物が立地していることもあり、町の平均値と同程

度であり、木造比率が高く、古い建築年度の建物が多くなっています。 

 

表 道路の幅員別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

2m未満 2～4m未満 4～6m未満 6～8m未満 8m以上 
 総延長 

延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 

日和佐市街地 43,756 4,926 11.3% 13,940 31.9% 13,904 31.8% 5,035 11.5% 5,951 13.6%

町全体 103,591 15,857 15.3% 35,621 34.4% 29,818 28.8% 12,846 12.4% 9,449 9.1%

 

図 将来推計人口（日和佐市街地地域）
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表 建築物の構造別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

木造 非木造 その他 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

日和佐市街地 2,358 1,563 69.7% 680 30.3% 115 -

町全体 5,659 3,852 71.9% 1,506 28.1% 300 -

 

表 建築物の年代別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

昭和45年以前 昭和46年～56年 昭和57年以降 不明 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

日和佐市街地 2,358 803 42.2% 484 25.5% 614 32.3% 457 -

町全体 5,659 2,008 43.3% 1,204 25.9% 1,430 30.8% 1,017 -

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象（前頁参照） 

 

 

図 日和佐市街地地域の現況図 

 

 

８-２ まちづくりの基本理念 

 

 

アカウミガメの産卵地として名高い大浜海岸や四国霊場第 23 番札所薬王寺等を有し、本町の中

心となる地域として、自然や歴史、都市機能が調和した、活力あるまちづくりをめざします。 

 

豊かな自然と歴史、都市機能が調和したまちづくり 
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８-３ まちづくりの基本方針 

 

（１）土地利用の方針 

 

■産業系土地利用 

・日和佐駅周辺や桜町商店街等は、本町の商業・業務系

施設の核となる地域として、既存商店街の活動支援や

町並み保全に努めるとともに、新たな商業・業務施設

の誘致等に努めます。 

・既存の商店街は衰退傾向がみられるものの、官民協働

の取組により、にぎわいのある門前町の再興をめざし

ます。 

・町役場や日和佐国道出張所、日和佐地方合同庁舎、徳

島県南部総合県民局等の行政機能の集積を活かし、

様々な都市機能の立地をめざします。 

・日和佐港周辺では、様々な漁業振興施策を図りながら、

市街地という立地特性を活かし、住民や来訪者に対す

る新鮮な食を提供する仕組み作りを検討するなど、地

場産業の活性化につなげていきます。 

 

■沿道商業系土地利用 

・国道55号沿道は、活力やにぎわいの軸として、道の駅日和佐や既存商店等の立地を踏まえなが

ら、新たな商店や沿道サービス業等の立地を促します。 

 

■住居系土地利用 

・本町の中心となる地域として、周辺の豊かな自然環境の維持に努めながら、良好な定住環境の

形成を図ります。 

 また、若者の定住促進を図るため、安全な高台等における新たな宅地・住宅地等の確保を検討

していきます。 

・本町の中心となる地域であるものの、空き家の増加や

狭隘な道路網で構成された町並みが形成されているこ

とから、特に、著しく危険な重点密集市街地として指

定されている日和佐浦地区を主に、空き家の除去や耐

震診断・耐震改修、道路の拡幅等に取組み、安全な住

環境の整備に努めます。 

 

日和佐の町並み 

国道55号沿道（道の駅日和佐）

市街地の状況 
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表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 東町 戎町 中村町 奥河町 本町 西町 天神町  

建築物倒壊危険性 

（建築物倒壊危険率） 
15.2％ 15.9% 17.2% 15.8% 16.0% 12.6% 15.1% 

 

延焼危険性（木防率） 0.80 0.84 0.89 0.85 0.79 0.71 0.76  

閉塞危険性（避難確率） 0.966 0.984 0.980 0.966 0.989 0.967 0.994  

 

指標名 桜町 弁才天 奥潟 寺込 外磯 ひばりケ丘 井ノ上 町全体

建築物倒壊危険性 

（建築物倒壊危険率） 
11.8% 9.1% 11.1% 12.9% 4.7% 4.1% 15.7% 13.4% 

延焼危険性（木防率） 0.62 0.51 0.61 0.69 0.64 0.62 0.74 0.73 

閉塞危険性（避難確率） 0.980 - - - 0.994 - 0.994 - 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

 

表 重点密集市街地の評価指標  

危険性判断指標 延焼危険性に関する指標データ 
 面積(ha) 

延焼危険性 閉塞危険性 戸数密度(戸/ha) 木防率(%) 不燃領域率(%) 接道不良住宅割合

日和佐浦 14.1 接道割合 3 60.0 85.6 30.6 57.0 

 

■自然系土地利用 

・アカウミガメの産卵地として知られる大浜海岸や幻想的

な恵比須洞、大浜海岸を一望できる恋人岬等の更なる情

報発信を図り、豊かな海辺環境の保全・活用に努めます。 

 なお、大浜海岸における砂浜の減少が進んでいることか

ら、砂浜の再生に向けた対策を検討していきます。 

・日和佐川・北河内谷川・奥潟川が日和佐港に流れ、合流

する河口地域で町の中心部が形成され、豊かな田園風景

も有しています。また、三方を小高い山に囲まれており、

豊かな自然と調和した都市機能の充実をめざしていきま

す。 

 

■適正な土地利用の規制・誘導に関する方針 

・都市計画区域内の用途地域内では、用途

地域の指定に応じた適正な土地利用を促

していきます。また、用途地域内におい

て、用途指定の状況と現況に乖離が生じ

ている場合は、必要に応じて用途地域の

見直しを検討していきます。 

 

大浜海岸（日本の渚百選）

日和佐都市計画用途地域図 
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■新たな拠点形成に関する土地利用の方針 

・日和佐高校跡地に整備が進められている医療保健セ

ンターの周辺については、地域の新たな拠点として、

周辺整備に取組んでいきます。 

・医療保健センターは、住民同士の多様な活動・交流

拠点として整備・充実を図り、人づくりがまちの活

性化や地域の防災力の強化につながるとの認識のも

と、元気な高齢者づくりや住民の生きがいづくりの

場としての活用に努めます。 

・地域全体が津波浸水するような被害が生じる可能性があることを踏まえ、町全体の速やかな復

旧・復興に向けた、災害廃棄物の仮置き場等の確保を検討していきます。 

・南海トラフの巨大地震が発生した際には、日和佐市街地には甚大なる被害が想定されるため、

日和佐保育園や幼稚園をはじめとした公共施設や住宅地等の高台移転構想等も含めて、安全・

安心なまちづくりの実現を検討していきます。 

 また、ハザードマップ等による災害リスクの周知を図るとともに、「安全な場所に住む」という

視点からのまちづくりを検討していきます。 

 

（２）道路・交通施設に関する方針 

 

■まちの利便性や活力を支える幹線道路の整備 

・阿南安芸自動車道の延伸に向け、関係機関への要望に努めます。 

・阿南安芸自動車道の整備動向や災害リスクへの対応等を踏まえつつ、土地利用のあり方や公共

施設の配置等の検討を進めていきます。 

・国道55号、主要地方道日和佐小野線、一般県道日和佐港線、北河内奥河内線等の幹線道路は、

日常生活の基盤として、また災害時の機能維持に向け、その整備・改良を関係機関に要望して

いきます。 

 

■生活を支える道路の整備・改良 

・集落内の狭隘な道路は、空き家の除去によるオープンスペースの確保や道路の拡幅等を図り、

安全な道路空間の形成に努めます。 

 

■都市計画道路の整備推進 

・未整備の都市計画道路については、地域住民の理解と協力を得ながら、より実現性の高い整備

手法等を検討し、その早期整備に努めます。 

 

■災害に強い道路ネットワークの形成 

・日和佐道路や国道55号、主要地方道日和佐小野線（美波町役場～国道55号）等が徳島県緊急

輸送道路に指定されており、これらの道路ネットワークを軸としながら、災害時の救援・救助、

美波町医療保健センター整備イメージ
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物資の輸送等を支える災害に強い道路ネットワークの形成に努めます。 

・津波災害の発生時等における、主要な避難路となる生活道路については、橋梁長寿命化修繕計

画の策定や耐震化、沿道の空き家の除去等により、安全性を高める効果的な対策を検討してい

きます。 

 また、円滑な避難の条件整備として、照明や避難場所の誘導標識等の整備に努めます。 

 

■公共交通の充実 

・日和佐市街地地域の公共交通は、JR牟岐線の日和佐駅、

徳島バス南部（株）が運行するバスとなっており、公

共交通サービスの維持・存続を図るとともに、新たな

公共交通のあり方を検討していきます。 

・市街地の中を走るJRの構造物等について、関係機関に

対して、老朽施設の更新や地震災害時の安全性の確保

を要請していきます。 

  

（３）住環境の整備に関する方針 

 

■公園・緑地の整備方針 

・日和佐川親水公園や日和佐城、龍宮公園等は、地域住

民の憩いややすらぎの空間として、更なる活用を促す

とともに、適正な維持管理に努めます。 

・空き家の除去等を通じて、地域住民の憩いややすらぎ

の場となる公園・緑地の確保等を検討していきます。 

 

■河川・海岸整備の方針 

・老朽化した大浜防潮堤の改修をはじめ、日和佐港防波

堤や港内防潮堤の整備等を関係機関に要望していき

ます。 

・日和佐港の防波堤改修や港湾施設の長寿命化等につい

て、関係機関に要望していきます。 

  

■上水道の整備方針 

・水道施設の耐震強化・更新等に取組み、災害にも強いライフラインの構築をめざします。 

・上水道の未普及地区については、住民の生活や社会経済活動に不可欠の重要なライフラインと

して、需要や投資効果を勘案しながら、その解消をめざします。 

 

■汚水処理施設の整備方針 

・住環境の改善と定住基盤の確立として、計画的な公共下水道・合併浄化槽等の整備を推進しま

す。 

日和佐駅 

日和佐親水公園 

竜宮公園（トレイルラン）
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（４）防災対策に関する方針 

 

■南海トラフの巨大地震に対する備え 

・津波到達時間が極めて短い状況を踏まえ、高台等の安

全な避難場所の確保に努めます。特に、市街地におけ

る津波避難困難地域の解消に向け、津波避難ビルの指

定や津波避難タワーの整備を検討します。 

・主要な避難場所においては、雨露を凌ぐ建屋や照明の

確保を行うなど、避難時の一時的な滞在に対応する条

件整備に努めます。 

・本町の中心となる地域として、多くの避難者が生じる

可能性があることから、適切な指定避難所の確保に努

めます。 

・指定緊急避難場所への避難や指定避難所への移動等、

災害が発生した際の避難者の行動を見据えながら、避

難路等の整備・充実に努めます。 

・災害時の拠点となる美波町役場等の施設への道路啓開

を早期に行うなど、地域の維持・存続に向けた検討を

進めていきます。 

・地域住民や来訪者の速やかな避難の実現に向け、地域住民の意向を踏まえつつ、避難場所の案

内看板や誘導標識等の必要な条件整備に取組みます。 

・町の中心部であり、発災後の応急対策、復旧・復興活動の拠点となることから、自助・共助・

公助の役割分担のもとで、備蓄倉庫の整備や備蓄品の確保に努めます。 

・日和佐小学校では、グラウンドから裏山への避難階段を整備しており、定期的な避難訓練等に

より、児童の安全確保に努めます。 

・日和佐中学校は、津波浸水想定区域外となっているものの、目の前の日和佐川からの遡上等も

懸念されることから、定期的な避難訓練等により、生徒の安全確保に努めます。 

・災害時の拠点となるべき美波町役場において津波浸水等の被災の懸念があることから、周辺地

域を含めて、早期の復旧・復興に向けた新たな災害時の活動拠点の整備を検討していきます。 

 

 

避難路の整備（小学校裏）

新宝木橋横避難階段 
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表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 東町 戎町 中村町 奥河町 本町 西町 天神町  

津波浸水危険度 95.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 90.8% 100.0%  

健常者

(1.0m/s) 
97.6% 100.0% 100.0% 96.1% 94.6% 94.4% 97.6% 

 

避難可能圏域 

(10分圏内建物比率) 高齢者等

(0.5m/s) 
97.6% 100.0% 100.0% 96.1% 94.6% 88.7% 97.6% 

 

 

指標名 桜町 弁才天 奥潟 寺込 外磯 ひばりヶ丘 井ノ上 町全体

津波浸水危険度 100.0% 92.2% 60.0% 74.3% 99.0% 92.9% 4.8% 88.5% 

健常者

(1.0m/s) 
94.6% 85.0% 22.9% 84.4% 100.0% 92.9% 97.6% 90.5% 

避難可能圏域 

(10分圏内建物比率) 高齢者等

(0.5m/s) 
84.6% 62.7% 22.9% 84.4% 86.6% 88.1% 97.6% 85.3% 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

 

 

図 日和佐市街地地域の津波浸水想定区域 
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■内水対策の推進 

・内水被害の未然防止に向け、日和佐川、奥潟川等の河川改修や堆積土砂の浚渫等を関係機関に

要望していきます。また、寺込川や外ノ磯川の改修・浚渫等にも努めていきます。 

・老朽化した大浜防潮堤の改修をはじめ、日和佐港防波堤や港内防潮堤の整備等を関係機関に要

望していきます。 

・日和佐港へ流れ込む雨水路は、高潮や津波による逆流の影響が懸念されるため、改修に向けて

関係機関に要望していきます。 

 

■土砂災害対策の推進 

・周囲を山に囲まれ、土砂災害の危険性が高い地域であることから、土砂災害対策の推進を関係

機関に要望していきます。 

・急傾斜地の対策とあわせて避難路や避難場所の確保を行うなど、安全なまちづくりをめざしま

す。 

 

■防災設備の維持・更新 

・都市施設として整備されている寺前ポンプ場については、雨水管渠の延伸及び長寿命化計画等

をもとにした適正管理に努めるとともに、集中豪雨等が頻発する状況を踏まえ、新たな内水排

除施設の確保等を検討していきます。 

・外ノ磯排水機場の長寿命化計画の策定、排水機場の増設等を関係機関に要望していきます。 

 

■災害に対する住民の意識啓発 

・各種の避難訓練等を通じて、地域住民の災害に対する意識の向上に努めます。 

 

（５）自然環境保全の方針 

 

■田園の保全・活用 

・集落に点在する農地は、地域の貴重な緑の空間として、その存続・維持を図ります。 

 

■水辺環境の保全・活用 

・アカウミガメの産卵地として知られる大浜海岸や幻想

的な恵比須洞、大浜海岸を一望できる恋人岬等の更な

る情報発信を図り、豊かな海辺環境の保全・活用に努

めます。 

 

恵比須洞 
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（６）景観形成に関する方針 

 

■豊かな自然景観の保全・活用 

・大浜海岸や恵比須洞をはじめとした豊かな海辺は、本町の重要な自然の景観資源として、その

保全・活用に努めます。 

・日和佐の市街地を一望できる日和佐城公園等、地域の特徴的な景観を楽しめるスポットの充実

や情報発信の強化に努めます。 

 

■歴史・文化的な景観の形成 

・四国霊場第23番札所薬王寺や門前町である桜町商店街は、風

情ある町並みを形成しており、その保全・活用を図ります。 

・日和佐八幡神社で行われる秋祭りは、本町の歴史を語り継ぐ

祭りとして、その情報発信等に努めます。 

・車が通れないような狭い路地からなる日和佐浦地区の市街地

は「あわえ」と呼ばれ、風情あるまち並みを形成しています。

これらの町並みについて、災害に対する安全性等との調整を

図りながら、保全・活用に努めます。 

 

■生活・交流の場の景観の形成 

・多くの来訪者が訪れる日和佐うみがめ博物館カレッタ

や道の駅日和佐等の交流拠点を活かし、地域の活性化

につなげていきます。 

・日和佐うみがめまつりやひわさうみがめトライアスロ

ンは、多くの来訪者を集め、本町の PR にもつながっ

ていることから、今後も継続・発展に努めます。 

 

 

 

 

薬王寺 

日和佐八幡神社秋祭り 

ひわさうみがめトライアスロン
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・安全な高台等における新たな宅
地・住宅地等の確保の検討

・安全・安心なまちづくりの実現
に向けた高台移転構想の検討

・薬王寺や門前町の風情ある
町並みの保全・活用

・日和佐駅周辺や桜町商店街等
を本町の商業・業務系施設の
核とした地域の活性化

・地域の新たな拠点となる医療保健
センター ( 仮称 ) の周辺整備

・土砂災害対策の推進

・活力やにぎわいの軸となる
国道 55 号への沿道サービ
ス業等の立地促進

・日和佐川や奥潟川等の河川改
修や堆積土砂の浚渫等

・公共交通サービスの維持・存続
・新たな公共交通のあり方の検討
・ＪＲの老朽施設の更新や地震災

害時の安全確保の要請
・国道 55 号、主要地方道日

和佐小野線等の整備・改良

・良好かつ安全な定住環境の形成
・集落内の安全かつ快適な道路空間の形成
・重点密集市街地（日和佐浦）の解消

・日和佐八幡神社秋祭りの情報発信等
・カレッタや道の駅日和佐等の交流拠

点を活かした地域の活性化

・大浜海岸や恵比須洞、恋人
岬等をはじめとした豊かな
海辺環境の保全・活用

・大浜海岸の砂浜の再生

・未整備の都市計画道路の
早期整備

・公共下水道の整備推進、
寺前ポンプ場の適正管理

・阿南安芸自動車道の延伸に
向けた関係機関への要望

・新たな土地利用の検討

・都市計画区域内の計画的
な土地利用の促進

・必要に応じて用途地域の
見直しの検討

・緊急輸送道路に指定されている
国道 55 号や主要地方道日和佐
小野線などを軸とした災害に強
い道路網の形成

・大浜防潮堤の改修、日和
佐港防波堤や港内防潮堤
等の整備

・日和佐港の防波堤改修や
港湾施設の長寿命化等

・避難場所の確保や避難路の整備など、
南海トラフの巨大地震に対する備え

・行政機能の集積を活かした
都市機能の立地

・日和佐うみがめまつりやト
ライアスロンの継続・発展

恵比須洞

恋人岬

うみがめ博物館カレッタ

大浜海岸

八幡神社

美波町役場

薬王寺

道の駅日和佐

徳島県南部総合県民局

日和佐城城山公園

日和佐地方合同庁舎

日和佐駅

保健センター（仮称）
計画地

日和佐小学校

竜宮公園

日和佐総合体育館

日和佐幼稚園
日和佐保育園

日和佐国道出張所

凡　例

田園共生エリア

エリア区分

自然保全エリア

緑の軸

軸の形成

水の軸

ヘリポートH

地域資源

国道

主要地方道

一般県道

都市計画区域

第一種高層住居専用地域

都市計画道路

第一種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域
2000 1,000m

 

 

日和佐市街地地域の整備構想図 
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 ９ 北河内地域 

 

９-１ 地域の概要 

（１）概況 

 北河内地域は、人口574人、世帯数213世帯（平成22

年国勢調査）となっています。日和佐市街地の北部に位

置する農村集落であり、地域内には地域高規格道路であ

る日和佐道路のＩＣをはじめ、ＪＲ北河内駅等の公共交通施設が立地し、広域交通網へのアクセ

スが容易で利便性の高い地域です。 

 一方、北部の集落は、国道55号や県道沿いに点在して立地している状況にあります。  

 

（２）まちの状況 

■将来推計人口 

 本検討における将来推計人口では、平

成22年の574人から、25年後の平成47

年には411人となり、大幅な人口減少が

懸念されています。ただし、町内の他集

落に比べて、人口減少の傾向は緩やかな

状況となっています。 

 

■道路網 

 北河内地域の道路は、国道 55 号や一般県道北河内奥河内線等の幹線道路に町道が接続し、

地域の骨格を形成しています。市街地に近い範囲における幅員別の道路比率をみると、美波町

全体と比較して 2m 未満の道路の割合が低く、8m 以上の道路の割合が高くなっており、比較的

狭隘な道路の少ない地域であることが伺えます。 

 

■建築物 

 北河内地域の建築物をみると、美波町全体に対して木造家屋の比率が低くなっています。ま

た、建築年度の比率は、美波町全体と比較すると新しい建物の比率が高くなっています。 

 

 

表 道路の幅員別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

2m未満 2～4m未満 4～6m未満 6～8m未満 8m以上 
 総延長 

延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 

北河内 7,700 196 2.5% 2,766 35.9% 2,398 31.1& 939 12.2% 1,401 18.2%

町全体 103,591 15,857 15.3% 35,621 34.4% 29,818 28.8% 12,846 12.4% 9,449 9.1%

 

 

図 将来推計人口（北河内地域） 
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表 建築物の構造別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

木造 非木造 その他 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

北河内 232 126 54.3% 92 39.7% 14 -

町全体 5,659 3,852 71.9% 1,506 28.1% 300 -

 

表 建築物の年代別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

昭和45年以前 昭和46年～56年 昭和57年以降 不明 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

北河内 232 43 18.5% 41 17.7% 84 36.2% 64 -

町全体 5,659 2,008 43.3% 1,204 25.9% 1,430 30.8% 1,017 -

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象（下図参照） 

 

 

図 北河内地域の現況図 

 

 

９-２ まちづくりの基本理念 

 

 

周囲の豊かな自然環境のもと、日和佐道路の日和佐出入口や JR 北河内駅等の交通利便性の高い

地域特性を活かし、住みよい快適なまちづくりをめざします。 

 

豊かな自然に抱かれた快適なまちづくり 
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９-３ まちづくりの基本方針 

 

（１）土地利用の方針 

 

■産業系土地利用 

・孤立した農村集落としての成り立ちを踏まえ、宅配・移動販売等の新たなサービスに取組む事

業者の支援等を検討していきます。 

 

■沿道商業系土地利用 

・高規格道路日和佐道路の北河内交差点周辺は、交通利便

性の高い地域として、町の活性化や安心・安全につなが

る土地利用を検討していきます。 

 

■住居系土地利用 

・農村集落としての成り立ちを踏まえ、周辺の自然・田園

環境との調和に配慮しながら、ゆとりのある住環境の形

成を図ります。 

 

表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 北河内 大久保団地 町全体 指標の概要 

建築物倒壊危険性 

（建築物倒壊危険率） 
10.9％ 1.0% 13.4％ 

建築物の倒れやすさとして、数字が大

きいほど危険性が高い。 

延焼危険性（木防率） 0.61 0.00 0.73 

建物の燃えやすさとして、数字が高い

ほど危険性が高い。安全の目安として、

2/3（0.75）以上が望ましい。 

閉塞危険性（避難確率） -  － 

地震や火事の際の逃げやすさとして、

数字が低いほど危険性が高い。安全の

目安として0.970以上が望ましい。 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

 

■田園居住系土地利用 

・集落の周囲に広がる農地と調和した生活基盤の充実等に

より、快適な居住空間の形成に努めます。 

 また、畜産や養鶏等の盛んな地域として、周辺環境に配

慮した営農の継続を促します。 

・限界集落が発生する可能性があることの危機感を持ち、

住民の生活を維持していくための仕組みを検討していき

ます。 

 

日和佐道路北河内交差点付近

周辺の農地 
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■自然系土地利用 

・赤い岩盤の上をいくつかの筋に分かれて流れ落ちる大戸の赤滝をはじめ、後世山等の豊かな

山々や北河内谷川沿いの田園風景が広がり、それらの自然環境の保全・活用に努めます。 

 

■適正な土地利用の規制・誘導に関する方針 

・北河内集落の一部は、都市計画区域内に位置することから、計画的な土地利用を促していきま

す。 

 

（２）道路・交通施設に関する方針 

 

■まちの利便性や活力を支える幹線道路の整備 

・国道55号、一般県道赤松由岐線等の幹線道路は、日常

生活の基盤として、また災害時の機能維持に向け、そ

の整備・改良を関係機関に要望していきます。 

・国道55号の事前通行規制区間（阿南市福井町日の地～

美波町北河内）の解消に向け、その整備・改良を関係

機関に要望していきます。 

 

■生活を支える道路の整備・改良 

・集落内の道路網は、地域住民の生活を支えるものであり、道路の拡幅や危険箇所の解消等を図

り、安全で快適な生活道路の整備に努めます。 

 

■災害に強い道路ネットワークの形成 

・大規模な災害時に道路が被災した際には、地域の孤立が懸念されることから、各道路網におけ

る法面対策や橋梁の耐震化等、災害に強い道づくりに努めます。 

 特に、災害時等における日和佐道路の重要な役割を踏まえ、そのアクセス確保等の視点から周

辺の道路整備に取組みます。 

・津波災害の発生時等における、主要な避難路となる生活道路については、橋梁長寿命化修繕計

画の策定や耐震化等により、安全性を高める効果的な対策を検討していきます。 

 また、円滑な避難の条件整備として、照明や避難場所の誘導標識等の整備に努めます。 

 

■公共交通の充実 

・北河内地域の公共交通は、JR牟岐線の北河内駅、徳島バス南部（株）が運行するバスとなって

おり、公共交通サービスの維持・存続を図るとともに、新たな公共交通のあり方を検討してい

きます。 

・地域を通過するJRの構造物等について、関係機関に対して、老朽施設の更新や地震災害時の安

全性の確保を要請していきます。 

国道55号（事前通行規制区間）
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（３）住環境の整備に関する方針 

 

■公園・緑地の整備方針 

・地域住民の憩いややすらぎの場となる公園・緑地の確保等を検討していきます。 

 

■河川・海岸整備の方針 

・北河内谷川の河川改修や堆積土砂の浚渫等を関係機関に要望していきます。 

 

■上水道の整備方針 

・水道施設の耐震強化・更新等に取組み、災害にも強いライフラインの構築をめざします。 

・上水道の未普及地区については、住民の生活や社会経済活動に不可欠の重要なライフラインと

して、需要や投資効果を勘案しながら、その解消をめざします。 

 

■汚水処理施設の整備方針 

・地域の実情に応じて、合併処理浄化槽・コミュニティプラント等の整備を促します。 

 

（４）防災対策に関する方針 

 

■南海トラフの巨大地震に対する備え 

・津波到達時間が極めて短い状況を踏まえ、高台等の安

全な避難場所の確保に努めます。 

・主要な避難場所においては、雨露を凌ぐ建屋や照明の

確保を行うなど、避難時の一時的な滞在に対応する条

件整備に努めます。 

・日和佐市街地に近い地域として、市街地からの避難者

の受入も含め、一定期間の滞在が可能となる指定避難

所の確保に努めます。 

・指定緊急避難場所への避難や指定避難所への移動等、災害が発生した際の避難者の行動を見据

えながら、避難路等の整備・充実に努めます。 

・地域住民や来訪者の速やかな避難の実現に向け、地域住民の意向を踏まえつつ、避難場所の案

内看板や誘導標識等の必要な条件整備に取組みます。 

・日和佐市街地に近い地域として、市街地からの避難者の受入も含め、自助・共助・公助の役割

分担のもとで、備蓄倉庫の整備や備蓄品の確保に努めます。 

・高規格道路阿南安芸自動車道の延伸の動向を踏まえながら、道路整備とあわせた高台造成等に

よる避難場所や災害時の対応拠点、安全な居住地の確保等について、関係機関の協力を得なが

ら検討を進めます。 

 

緊急避難場所 
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表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 北河内 町全体 指標の概要 

津波浸水危険度 3.5％ 88.5％ 
集落内の建物のうち、津波浸水想定区域内にあ

る建物の比率 

健常者(1.0m/s) 68.4％ 90.5％ 避難可能圏域 

(10分圏内建物比率) 高齢者等(0.5m/s) 40.3％ 85.3％ 

10 分間で避難場所まで避難できる圏域に含ま

れる建物の比率 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

 

図 北河内地域の津波浸水想定区域 

 

■内水対策の推進 

・内水被害の未然防止に向け、北河内谷川の河川改修や

堆積土砂の浚渫等を関係機関に要望していきます。 

 

■土砂災害対策の推進 

・周囲を山に囲まれ、土砂災害の危険性が高い地域であ

ることから、土砂災害対策の推進を関係機関に要望し

ていきます。 

 特に、障がい者地域生活自立支援センターや県立養護学校等の背後地については、早急な対策

を求めていきます。 

・津波浸水想定区域内周辺では、急傾斜地の対策とあわせて避難路や避難場所の確保を行うなど、

安全なまちづくりをめざします。 

 

■災害に対する住民の意識啓発 

・各種の避難訓練等を通じて、地域住民の災害に対する意識の向上に努めます。 

北河内谷川（JR付近） 
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（５）自然環境保全の方針 

 

■森林の保全・活用 

・赤い岩盤の上をいくつかの筋に分かれて流れ落ちる大戸の赤滝をはじめ、後世山等の豊かな山々

が広がり、それらの自然環境の保全・活用に努めます。 

 

■田園の保全・活用 

・集落の周囲に広がる農地は、耕作放棄地等の増加が生じていることから、様々な農業振興施策

に基づき、その存続・維持を図ります。 

 また、畜産や養鶏等の盛んな地域として、周辺環境に配慮した営農の継続を促します。 

 

■水辺環境の保全・活用 

・北河内谷川の豊かな水辺を活かした親水空間の整備等を図り、交流人口の確保等につなげてい

きます。 

 

（６）景観形成に関する方針 

 

■豊かな自然景観の保全・活用 

・山間に水音響く大戸の赤滝や後世山等の豊かな自然は、

本町の重要な自然の景観資源として、その保全・活用

に努めます。 

 

■歴史・文化的な景観の形成 

・北分八坂神社や新田神社、山神社等の神社仏閣は、地

域の歴史を語り継ぐ資源として、その保全・活用に努

めます。 

 

 

 

 

 

大戸の赤滝 

山神社 
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・土砂災害対策の推進

・日和佐道路の北河内交差点周辺に
おける新たな土地利用の検討

・都市計画区域内の計画的な土
地利用の促進

・大戸の赤滝や御世山等の自然環
境の保全・活用

・北河内谷川の河川改修や堆積
土砂の浚渫等

・橋梁長寿命化修繕計画の策定や
耐震化、沿道の空き家の助教等
による安全対策の検討

・地域の歴史を語り継ぐ八坂
神社や新田神社、山神社等
の保全・活用

・上水道の未普及地区の解消
・地域の状況に応じた汚水処
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区間の解消

・周辺の自然・田園環境と調和
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鶏等の振興

・公共交通サービスの維持・存続
・新たな公共交通のあり方の検討
・ＪＲの老朽施設の更新や地震災

害時の安全確保の要請

・避難場所の確保や避難路の整
備など、南海トラフの巨大地
震に対する備え
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北河内地域の整備構想図 
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 １０ 西河内地域 

 

１０-１ 地域の概要 

（１）概況 

 西河内地域は、日和佐市街地から北西に位置する集落

であり、人口740人、世帯数166世帯（平成22年国勢調

査）の農村集落です。地域の中央を日和佐川が流れ、河

川沿いの平地に集落が点在しています。河川沿いには主要地方道日和佐上那賀線が走り、国道55

号とつながっています。 

 地域内には医療・福祉施設があり、高齢者の人口が増加している地域です。 

 

（２）まちの状況 

■将来推計人口 

 西河内地域における将来推計人口では、

平成22年の740人から、25年後の平成47

年には560人となり、人口減少が懸念され

ています。ただし、町内の他集落に比べて、

人口減少の傾向は緩やかな状況となってい

ます。 

 

■道路網 

 西河内地域の道路をみると、日和佐川沿いを通る主要地方道日和佐上那賀線や南北に通る国

道 55 号を中心に、その他の町道によって地区内の道路網は構成されています。市街地に近い

範囲における幅員別の道路比率をみると、4m 未満の細街路の比率は低く、4m 以上の道路の比

率が高くなっています。特に、6m以上の広幅員の道路網が他地域に比べ充実しています。 

 

■建築物 

 西河内地域の建築物をみると、非木造家屋の比率が高く、町全体や日和佐地区と比較しても、

その率が高くなっています。また、昭和 57 年以降に建築された建物が半数を占めており、他

地区に比べて割合が多くなっています。 

 

 

表 道路の幅員別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

2m未満 2～4m未満 4～6m未満 6～8m未満 8m以上 
 総延長 

延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 延長(m) 割合 

西河内 3,653 425 11.6% 534 14.6% 1,103 30.2% 815 22.3% 776 21.2%

町全体 103,591 15,857 15.3% 35,621 34.4% 29,818 28.8% 12,846 12.4% 9,449 9.1%
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図 将来推計人口（西河内地域） 

北河内
赤松

西河内

山河内
日和佐市街地

恵比須浜

由岐湾内

志和岐

伊座利

阿部

木岐

田井



第３章 地域別構想【西河内地域】 
 

 
131

 

表 建築物の構造別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

木造 非木造 その他 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

西河内 146 52 38.0% 85 62.0% 9 -

町全体 5,659 3,852 71.9% 1,506 28.1% 300 -

 

表 建築物の年代別比率 出典：災害危険度判定調査結果 

昭和45年以前 昭和46年～56年 昭和57年以降 不明 
 総延長 

建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 建物棟数 割合 

西河内 146 12 9.8% 39 32.0% 71 58.2% 24 -

町全体 5,659 2,008 43.3% 1,204 25.9% 1,430 30.8% 1,017 -

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象（下図参照） 

 

 

図 西河内地域の現況図 

 

 

１０-２ まちづくりの基本理念 

 

 

日和佐川の清流沿いに広がる里山・田園風景を守り、育てることで、自然豊かな生活空間の形成

をめざしていきます。 

 

里山・清流・田園の調和したまち 
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１０-３ まちづくりの基本方針 

 

（１）土地利用の方針 

 

■産業系土地利用 

・医療機関や福祉施設の立地を活かし、生涯を通じて安心して暮らせる地域づくりに努めます。 

・孤立した農村集落としての成り立ちを踏まえ、宅配・移動販売等の新たなサービスに取組む事

業者の支援等を検討していきます。 

 

■住居系土地利用 

・農村集落としての成り立ちを踏まえ、周辺の自然・田園環境との調和に配慮しながら、ゆとり

のある住環境の形成を図ります。 

 

表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 西河内 町全体 指標の概要 

建築物倒壊危険性（建築物倒壊危険率） 6.8％ 13.4％
建築物の倒れやすさとして、数字が大きい

ほど危険性が高い。 

延焼危険性（木防率） 042 0.73

建物の燃えやすさとして、数字が高いほど

危険性が高い。安全の目安として、2/3

（0.75）以上が望ましい。 

閉塞危険性（避難確率） － －

地震や火事の際の逃げやすさとして、数字

が低いほど危険性が高い。安全の目安とし

て0.970以上が望ましい。 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

■田園居住系土地利用 

・集落の周囲に広がる農地と調和した生活基盤の充実等により、快適な居住空間の形成に努めま

す。 

 

■自然系土地利用 

・地域の北側に大影山等の山々が広がり、日和佐川の清

流沿いには田園風景が広がっています。また、旧日和

佐町のほぼ中心に位置する宝珠形をした玉厨子山が

あり、ハイキングコース等の自然豊かな空間が広がっ

ており、その保全・活用に努めます。 

 

■適正な土地利用の規制・誘導に関する方針 

・西河内集落の一部は、都市計画区域内に位置することから、計画的な土地利用を促していきま

す。 

・周辺の自然環境等との調和を図りながら、限られた平野部の有効活用に努めます。 

 

玉厨子山 
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（２）道路・交通施設に関する方針 

 

■まちの利便性や活力を支える幹線道路の整備 

・主要地方道日和佐上那賀線等の幹線道路は、日常生活

の基盤として、また災害時の機能維持に向け、その整

備・改良を関係機関に要望していきます。 

 

■生活を支える道路の整備・改良 

・集落内の道路網は、地域住民の生活を支えるものであ

り、道路の拡幅や危険箇所の解消等を図り、安全で快適な生活道路の整備に努めます。 

  

■災害に強い道路ネットワークの形成 

・大規模な災害時に道路が被災した際には、地域の孤立が懸念されることから、各道路網におけ

る法面対策や橋梁の耐震化等、災害に強い道づくりに努めます。 

・津波災害の発生時等における、主要な避難路となる生活道路については、橋梁長寿命化修繕計

画の策定や耐震化等により、安全性を高める効果的な対策を検討していきます。 

 また、円滑な避難の条件整備として、照明や避難場所の誘導標識等の整備に努めます。 

 

■公共交通の充実 

・西河内地域は、公共交通の空白地帯として、現在、タクシー助成制度の対象区域となっており、

新たな公共交通のあり方を検討していきます。 

 

（３）住環境の整備に関する方針 

 

■公園・緑地の整備方針 

・空き家の除去等を通じて、地域住民の憩いややすらぎの場となる公園・緑地の確保等を検討し

ていきます。 

 

■河川・海岸整備の方針 

・日和佐川の河川改修や堆積土砂の浚渫等を関係機関に

要望していきます。 

 

■上水道の整備方針 

・水道施設の耐震化や配水池の更新等に取組み、災害に

強いライフラインの構築をめざします。 

 

■汚水処理施設の整備方針 

・地域の実情に応じて、公共下水道、合併処理浄化槽、コミュニティプラント等の整備を促しま

す。 

 

主要地方道日和佐上那賀線

日和佐川 
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（４）防災対策に関する方針 

 

■南海トラフの巨大地震に対する備え 

・津波到達時間が極めて短い状況を踏まえ、高台等の安

全な避難場所の確保に努めます。 

・主要な避難場所においては、雨露を凌ぐ建屋や照明の

確保を行うなど、避難時の一時的な滞在に対応する条

件整備に努めます。 

・特別養護老人ホーム等の災害時要援護者の確実な避難

の実現のため、新たな避難場所の確保等に努めます。 

・日和佐市街地に近い地域として、市街地からの避難者

の受入も含め、一定期間の滞在が可能となる指定避難所の確保に努めます。 

・指定緊急避難場所への避難や指定避難所への移動等、災害が発生した際の避難者の行動を見据

えながら、避難路等の整備・充実に努めます。 

・地域住民や来訪者の速やかな避難の実現に向け、地域住民の意向を踏まえつつ、避難場所の案

内看板や誘導標識等の必要な条件整備に取組みます。 

・日和佐市街地に近い地域として、市街地からの避難者の受入も含め、自助・共助・公助の役割

分担のもとで、備蓄倉庫の整備や備蓄品の確保に努めます。 

・津波被害の少ない集落であることから、大規模な災害が発生した際には、耕作放棄地等を応急

仮設住宅の建設用地として活用することを検討していきます。 

 また、その条件整備として、住民の理解と協力を得ながら、残土処分場として活用する適地選

定を検討していきます。 

 

表 危険度判定指標結果 出典：災害危険度判定調査結果 

指標名 西河内 町全体 指標の概要 

津波浸水危険度 56.8％ 88.5％ 
集落内の建物のうち、津波浸水想定区域内にあ

る建物の比率 

健常者(1.0m/s) 56.2％ 90.5％ 避難可能圏域 

(10分圏内建物比率) 高齢者等(0.5m/s) 18.5％ 85.3％ 

10 分間で避難場所まで避難できる圏域に含ま

れる建物の比率 

※道路網・建築物は、災害危険度判定調査の集計範囲を対象 

 

避難場所：配水池 
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図 西河内地域の津波浸水想定区域 

 

■内水対策の推進 

・内水被害の未然防止に向け、日和佐川・丹前谷川の河川改修や堆積土砂の浚渫等を関係機関に

要望していきます。 

 

■土砂災害対策の推進 

・周囲を山に囲まれ、土砂災害の危険性が高い地域であることから、土砂災害対策の推進を関係

機関に要望していきます。 

・津波浸水想定区域内周辺では、急傾斜地の対策とあわせて避難路や避難場所の確保を行うなど、

安全なまちづくりをめざします。 

 

■災害に対する住民の意識啓発 

・各種の避難訓練等を通じて、地域住民の災害に対する意識の向上に努めます。 
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（５）自然環境保全の方針 

 

■森林の保全・活用 

・地域の北側に大影山等の山々が広がり、その保全・活

用に努めます。 

 

■田園の保全・活用 

・集落の周囲に広がる農地は、耕作放棄地等の増加が生

じていることから、都市農村交流等の様々な農業振興

施策に基づき、その存続・維持を図ります。 

 

■水辺環境の保全・活用 

・日和佐川の豊かな水辺を活かした親水空間の整備等を

図り、交流人口の確保等につなげていきます。 

 

（６）景観形成に関する方針 

 

■豊かな自然景観の保全・活用 

・大影山や宝珠形をした玉厨子山等の山々、日和佐川の

清流は、本町の重要な自然の景観資源として、その保

全・活用に努めます。 

 

■歴史・文化的な景観の形成 

・玉木八幡神社等の神社仏閣は、地域の歴史を語り継ぐ

資源として、その保全・活用に努めます。 

 

 

 

 

 

 

大影山 

乙姫米田植え交流会 

日和佐川 

玉木八幡神社 
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36

294

55
H

・土砂災害対策の推進

・日和佐川や丹前谷川の河川改
修や堆積土砂の浚渫等

・主要地方道日和佐上那賀線
等の整備・改良

・日和佐川の豊かな水辺を活か
した親水空間の整備・活用

・地域の状況に応じた汚水処理
施設の整備促進

・公共交通機関の空白地帯として
新たな公共交通のあり方の検討

・都市計画区域内の計画的な
土地利用の促進

・地域の歴史を語り継ぐ玉木
八幡神社等の保全・活用

・都市農村交流等をはじめ、
多様な農業振興施策に基づ
く農地の存続・維持

・災害に強い道路網の形成
・橋梁長寿命化修繕計画の策定や

耐震化、空き家の除去等による
安全対策の検討

・大影山や玉厨子山、日和佐川
沿いの田園風景等の自然環境
の保全・活用

・避難場所の確保や避難路の整
備など、南海トラフの巨大地
震に対する備え

・日和佐市街地からの避難者の
受入等の検討

・生涯を通じて安心して暮らせる
地域づくり

・周辺の自然・田園環境と調和し
たゆとりある住環境の形成

・集落内の安全かつ快適な道路空
間の形成

・水道施設の耐震化や配水池の
更新等による災害に強いライ
フラインの構築

玉木八幡神社

大影山

玉厨子山

福祉施設

医療機関

日和佐中学校

配水池

凡　例

田園共生エリア

エリア区分

自然保全エリア

緑の軸

軸の形成

水の軸

地域資源

国道

主要地方道

一般県道

都市計画区域

ヘリポートH

4000 2,000m

 

 

西河内地域の整備構想図 
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 １１ 山河内地域 

 

１１-１ 地域の概要 

（１）概況 

 山河内地域は、本町の西端に位置する集落であり、

人口307人、世帯数106世帯（平成22年国勢調査）の

農村集落です。 

 海岸から山間部まで広がる地域であり、国道55号沿いや日和佐川・山河内谷川沿いの限られた

平地部に集落が点在しています。 

   

（２）まちの状況 

■将来推計人口 

 山河内地域における将来推計人口は、

平成22年の307人から、25年後の平成

47年には220人となり、大幅な人口減少

が懸念されています。 

 

■道路網 

 地域の中央を国道 55 号が東西に横断

し、北側の日和佐川沿いには主要地方道

日和佐上那賀線、南側には風景街道に認

定された南阿波サンラインが走っています。 

 

 

１１-２ まちづくりの基本理念 

 

 

南阿波サンラインや日和佐川の源流を有する地域として、本町を代表する美しき郷づくりに取組

み、住んでいる人・訪れる人がやすらぎや潤いを感じるまちづくりをめざします。 

 

 

 

美しき水が広がる郷づくり 
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１１-３ まちづくりの基本方針 

 

（１）土地利用の方針 

 

■産業系土地利用 

・国道55号沿いに民間経営の産直市・レストラン等が立地

しており、にぎわいの核と位置づけ、地域の活性化を図

ります。 

・孤立した農村集落としての成り立ちを踏まえ、宅配・移

動販売等の新たなサービスに取組む事業者の支援等を検

討していきます。 

 

■沿道商業系土地利用 

・国道55号沿道は、活力やにぎわいを形成する軸として、商店や沿道サービス業等の立地を促し

ます。 

 

■住居系土地利用 

・農村集落としての成り立ちを踏まえ、周辺の自然・田園環境との調和に配慮しながら、ゆとり

のある住環境の形成を図ります。 

 

■田園居住系土地利用 

・集落の周囲に広がる農地と調和した生活基盤の充実等により、快適な居住空間の形成に努めま

す。 

・限界集落が発生する可能性があることの危機感を持ち、住民の生活を維持していくための仕組

みを検討していきます。 

 

■自然系土地利用 

・海岸線を走る南阿波サンラインは、延長16.5kmの観光道

路であり、千羽海崖をはじめとした室戸阿南海岸国定公

園の豊かな自然・景観を楽しむことのできる動線として、

その保全・活用に努めます。 

・地域の北東に玉厨子山等の山々が広がり、豊かな緑を活

かした林業間伐体験等の取組みの継続を図りつつ、山林

の保全・活用に努めます。 

 また、日和佐川や山河内谷川の源流となる地域として、大越渓谷等の豊かな自然環境の保全・

活用に努めます。 

山河内産直市 

千羽海崖 
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■適正な土地利用の規制・誘導に関する方針 

・周辺の自然環境等との調和を図りながら、限られた平野部の有効活用に努めます。 

 

■新たな拠点形成に関する土地利用の方針 

・国道55号沿いにある玉厨子農村公園に場外離着陸場を設置しており、ドクターヘリや災害時の

活動拠点としての活用を図ります。 

 

（２）道路・交通施設に関する方針 

 

■まちの利便性や活力を支える幹線道路の整備 

・阿南安芸自動車道の延伸に向け、関係機関への要望に努

めるとともに、阿南安芸自動車道の整備動向や災害リス

クへの対応等を踏まえつつ、土地利用のあり方や公共施

設の配置等の検討を進めていきます。 

・国道55号、一般県道日和佐牟岐線（南阿波サンライン）

等の幹線道路は、日常生活の基盤として、また災害時の

機能維持に向け、その整備・改良を関係機関に要望して

いきます。 

・国土交通省の風景街道に、「～オーシャンビュー～ 南阿波サンライ

ン・風景海道」として認定された南阿波サンライン（一般県道日和佐

牟岐線）は、豊かな景観を楽しむことのできる観光道路として、その

保全・活用に努めます。 

 

■生活を支える道路の整備・改良 

・集落内の道路網は、地域住民の生活を支えるものであり、道路の拡幅

や危険箇所の解消等を図り、安全で快適な生活道路の整備に努めます。 

 

■災害に強い道路ネットワークの形成 

・大規模な災害時に道路が被災した際には、地域の孤立が懸念されることから、各道路網におけ

る法面対策や橋梁の耐震化等、災害に強い道づくりに努めます。 

 

■公共交通の充実 

・山河内地域の公共交通は、JR牟岐線の山河内駅のみとなっており、公共交通サービスの維持・

存続を図るとともに、新たな公共交通のあり方を検討していきます。 

 特に、国道55号沿いから離れた集落等において、公共交通へのアクセスが不便な状況にあるこ

とから、その対策を検討していきます。 

・地域を通過するJRの構造物等について、関係機関に対して、老朽施設の更新や地震災害時の安

全性の確保を要請していきます。 

南阿波サンライン

国道55号 
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（３）住環境の整備に関する方針 

 

■公園・緑地の整備方針 

・玉厨子農村公園等は、地域住民の憩いややすらぎの空

間として、更なる活用を促すとともに、適正な維持管

理に努めます。 

 

■上水道の整備方針 

・地域全体が上水道の未普及地区であり、住民の生活や

社会経済活動に不可欠の重要なライフラインとして、

需要や投資効果を勘案しながら、その解消をめざしま

す。 

 

■汚水処理施設の整備方針 

・地域の実情に応じて、合併処理浄化槽・コミュニティプラント等の整備を促します。 

 

（４）防災対策に関する方針 

 

■南海トラフの巨大地震に対する備え 

・津波被害が想定されていない地域として、各地域の避難者の受入施設の確保等を検討していき

ます。 

・津波被害が想定されていない地域として、各地域の避難者の受入も見据えながら、自助・共助・

公助の役割分担のもとで、備蓄倉庫の整備や備蓄品の確保に努めます。 

・津波被害が想定されていない集落であることから、大規模な災害が発生した際には、耕作放棄

地等を応急仮設住宅の建設用地として活用することを検討していきます。 

 また、その条件整備として、住民の理解と協力を得ながら、残土処分場として活用する適地選

定を検討していきます。 

 

■土砂災害対策の推進 

・周囲を山に囲まれ、土砂災害の危険性が高い地域であることから、土砂災害対策の推進を関係

機関に要望していきます。 

 

■災害に対する住民の意識啓発 

・各種の避難訓練等を通じて、地域住民の災害に対する意識の向上に努めます。 

 

玉厨子農村公園 
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（５）自然環境保全の方針 

 

■森林の保全・活用 

・地域の北東に玉厨子山等の山々が広がり、豊かな緑を活かした林業間伐体験等の取組みの継続

を図りつつ、山林の保全・活用に努めます。 

 また、日和佐川の源流となる大越渓谷をはじめとした豊かな自然環境の保全・活用に努めます。 

 

■田園の保全・活用 

・集落の周囲に広がる農地は、耕作放棄地等の増加が生じていることから、都市農村交流等の様々

な農業振興施策に基づき、その存続・維持を図ります。 

 

■水辺環境の保全・活用 

・海岸線を走る南阿波サンラインは、延長16.5kmの観光道路であり、千羽海崖をはじめとした室

戸阿南海岸国定公園の豊かな自然・景観を楽しむことのできる動線として、その保全・活用に

努めます。 

・日和佐川・山河内谷川の豊かな水辺を活かした親水空間の整備等を図り、交流人口の確保等に

つなげていきます。 

 

■自然環境にやさしいまちづくり 

・日和佐川の源流を守る会等の地域住民が主体となった活動の育成・強化を図ります。 

 

（６）景観形成に関する方針 

 

■豊かな自然景観の保全・活用 

・千羽海崖や通り岩をはじめとした豊かな海辺、日和佐川源流の大越渓谷等の水辺環境は、本町

の重要な自然の景観資源として、その保全・活用に努めます。 

・国土交通省の風景街道に、「～オーシャンビュー～ 南阿波サンライン・風景海道」として認定

された南阿波サンライン（一般県道日和佐牟岐線）は、豊かな景観を楽しむことのできる観光

道路として、その保全・活用に努めます。 

 雄大な景色を眺めることのできる展望台については、自然公園法による規制を踏まえつつ、適

切な維持管理に努めるとともに、情報発信の強化に努めます。 
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■歴史・文化的な景観の形成 

・薬王寺奥の院の泰仙寺や吉野神社等の神社仏閣は、地域の歴史を

語り継ぐ資源として、その保全・活用に努めます。 

・山河内の彦之進音頭と芸題踊は、地域の伝統文化として引き継が

れており、その継承・発展に努めます。 

 

■生活・交流の場の景観 

・ひわさうみがめトライアスロンは、多くの来訪者を集め、本町の

PRにもつながっていることから、今後も継続・発展に努めます。 

・国道55号沿いの産直市は、地域住民同士、地域住民と来訪者の交

流の場として、活用を図ります。 

・黒潮と原生林に囲まれた美波町体験活動施設「南阿波サンライン

モビレージ」等の活用を図り、交流・定住の拡大につなげていき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芸題踊り 

ひわさうみがめトライアスロン

泰仙寺 
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147

36

55

・土砂災害対策の推進

・ひわさうみがめトライ
アスロンの継続・発展

・多様な農業振興施策に基づ
く農地の存続・維持

・豊かな自然・景観を楽しむこ
とのできる南阿波サンライン
の保全・活用

・阿南安芸自動車道の延伸に
向けた関係機関への要望

・新たな土地利用の検討

・玉厨子山、日和佐川や山
河内谷川、大越渓谷等の
自然環境の保全・活用

・公共交通サービスの維持・存続
・新たな公共交通のあり方の検討
・ＪＲの老朽施設の更新や地震災

害時の安全確保の要請

・周辺の自然・田園環境と調和し
たゆとりある住環境の形成

・集落内の安全かつ快適な道路空
間の形成

・上水道の未普及地区（地域全
体）の解消

・地域の状況に応じた汚水処理
施設の整備促進

・津波被害が想定されていない
地域として、各地域からの受
入施設の確保等の検討

・耕作放棄地等を応急仮設住宅
の建設用地として活用するこ
との検討

・玉厨子農村公園の活用と
適正な維持管理

・災害時の活動拠点等とし
ての活用

・産直市・レストラン等を地域のにぎわい
の核とした地域の活性化

・活力やにぎわいの軸となる国 道 55 号へ
の沿道サービス業等の立地促進

泰仙寺

大越渓谷

玉厨子農村公園

山河内駅

千羽海岸

吉野神社

八郎山 玉厨子山

凡　例

田園共生エリア

エリア区分

自然保全エリア

緑の軸

軸の形成

水の軸

ヘリポート

国道

主要地方道

一般県道

地域資源

H

H

5000 2,500m

 

 

山河内地域の整備構想図 
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 １２ 赤松地域 

  

１２-１ 地域の概要 

（１）概況 

 赤松地域は、本町の北西に位置する集落であり、人口

498人、世帯数185世帯（平成22年国勢調査）の農村集

落です。 

 本町の北西端に位置し、赤松川沿いの限られた平地部に集落が点在しています。 

 

（２）まちの状況 

■将来推計人口 

 赤松地域における将来推計人口は、平成

22年の498人から、25年後の平成47年に

は276人となり、大幅な人口減少が懸念さ

れています。 

 

■道路網 

 日和佐市街地方面とつながる主要地方道

阿南鷲敷日和佐線が地区を南北に縦断し、

地域の中心部付近から西側に向けて一般県

道日浦野田線が延び、地域の骨格を形成し

ています。 

 

 

１２-２ まちづくりの基本理念 

 

 

赤松神社奉納吹筒花火の「できたん どしたん」の掛け声が受け継がれてきたように、危機に立

っても「どしたん！」、好機に立って「できたん！」を合言葉に、現状に満足することなく、地域

の幼児から高齢者までの全ての人々がまちづくりに積極的に参加し、人づくりやまちづくりに取組

みます。 

 

 

「できたん！どしたん！！」輝き続ける赤松 

図 将来推計人口（赤松地域） 
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１２-３ まちづくりの基本方針 

 

（１）土地利用の方針 

■産業系土地利用 

・孤立した農村集落としての成り立ちを踏まえ、宅配・移動販売等の新たなサービスに取組む事

業者の支援等を検討していきます。 

 

■沿道商業系土地利用 

・主要地方道阿南鷲敷日和佐線沿道は、新たな活力やにぎわいの軸の形成をめざし、商店や沿道

サービス業等の立地を促します。 

 

■住居系土地利用 

・農村集落としての成り立ちを踏まえ、周辺の自然・田園環境との調和に配慮しながら、ゆとり

のある住環境の形成を図ります。 

・旧赤松小学校教職員住宅を定住促進住宅に改修し、有

効活用を図っており、定住に向けた様々な施策を検討

していきます。 

 

■田園居住系土地利用 

・集落の周囲に広がる農地と調和した生活基盤の充実等

により、快適な居住空間の形成に努めます。 

 

■自然系土地利用 

・地域の北側に鉢ノ山、西側に八郎山等の山々が連なり、八郎山を源流とした赤松川沿いには侵

食・堆積による小規模な耕地が広がるとともに、中央部には盆地状の平野が広がっています。

これらの豊かな緑と水の保全・活用に努めます。 

 

■適正な土地利用の規制・誘導に関する方針 

・周辺の自然環境等との調和を図りながら、限られた平野部の有効活用に努めます。 

 

■新たな拠点形成に関する土地利用の方針 

・南海トラフの巨大地震による津波被害が想定されていない地域として、災害時の拠点となる機

能を有する施設整備を検討していきます。 

 

田園（寺野地区） 
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（２）道路・交通施設に関する方針 

 

■まちの利便性や活力を支える幹線道路の整備 

・主要地方道阿南鷲敷日和佐線、一般県道赤松由岐線、日浦野田線等の幹線道路は、日常生活の

基盤として、また災害時の機能維持に向け、その整備・改良を関係機関に要望していきます。 

■生活を支える道路の整備・改良 

・集落内の道路網は、地域住民の生活を支えるものであり、道路の拡幅や危険箇所の解消等を図

り、安全で快適な生活道路の整備に努めます。 

 

■災害に強い道路ネットワークの形成 

・主要地方道阿南鷲敷日和佐線（国道195号～国道55号）等が徳島県緊急輸送道路に指定されて

おり、これらの道路ネットワークを軸としながら、災害時の救援・救助、物資の輸送等を支え

る災害に強い道路ネットワークの形成に努めます。 

 

■公共交通の充実 

・赤松地域の公共交通は、徳島バス南部（株）が運行するバスのみとなっており、公共交通サー

ビスの維持・存続を図るとともに、新たな公共交通のあり方を検討していきます。 

 特に、主要地方道阿南鷲敷日和佐線から離れた集落等において、公共交通へのアクセスが不便

な状況にあることから、その対策を検討していきます。 

 

（３）住環境の整備に関する方針 

 

■上水道の整備方針 

・上水道の未普及地区については、住民の生活や社会経済活動に不可欠の重要なライフラインと

して、需要や投資効果を勘案しながら、その解消をめざします。 

 

■汚水処理施設の整備方針 

・地域の実情に応じて、合併処理浄化槽・コミュニティプラント等の整備を促します。 

 

（４）防災対策に関する方針 

 

■南海トラフの巨大地震に対する備え 

・津波被害が想定されていない地域として、各地域の避難者の受入施設の確保等を検討していき

ます。 

・津波被害が想定されていない地域として、 各地域の避難者の受入も見据えながら、自助・共助・

公助の役割分担のもとで、備蓄倉庫の整備や備蓄品の確保に努めます。 
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・本町の中心となる日和佐市街地や由岐市街地が浸水想

定区域内にあることから、早期の復旧・復興に向けた

災害時の活動拠点を確保するため、旧赤松小学校等へ

の防災拠点機能の整備を検討していきます。 

・津波被害の想定されていない集落であることから、大

規模な災害が発生した際には、独立したライフライン

（電気・水道）を活かし、耕作放棄地等を応急仮設住

宅の建設用地として活用することを検討していきま

す。 

 また、その条件整備として、住民の理解と協力を得ながら、残土処分場として活用する適地選

定を検討していきます。 

 

■土砂災害対策の推進 

・周囲を山に囲まれ、土砂災害の危険性が高い地域であることから、土砂災害対策の推進を関係

機関に要望していきます。 

 

■災害に対する住民の意識啓発 

・各種避難訓練や津波浸水想定区域にある集落との交流・地域間協定の締結の検討等を通じて、

地域住民の災害に対する意識の向上に努めます。 

 

 （５）自然環境保全の方針 

 

■森林の保全・活用 

・地域の北側に鉢ノ山、西側に八郎山等の山々が広がり、その豊かな緑の保全・活用に努めます。 

 

■田園の保全・活用 

・集落の周囲に広がる農地は、耕作放棄地等の増加が生

じていることから、都市農村交流等の様々な農業振興

施策に基づき、その存続・維持を図ります。 

 

■水辺環境の保全・活用 

・赤松川の豊かな水辺を活かした親水空間の整備等を図

り、交流人口の確保等につなげていきます。 

 

赤松地区の防災基地整備構想

赤松川（潜水橋） 
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（６）景観形成に関する方針 

 

■豊かな自然景観の保全・活用 

・赤松地域は、美しい日本のむら景観百選（農林水産省 

平成3年）に選ばれた農山村集落であり、その豊かな

景観の保全・活用に努めます。 

・円通寺のイチョウは、季節ごとに見事な姿を見せる地

域のシンボルとなる景観といえ、その保全・活用に努

めます。 

 

■歴史・文化的な景観の形成 

・赤松神社で行われる「赤松吹筒煙火」の奉納は、地域

の伝統文化として引き継がれており、その継承・発展

に努めます。 

・神踊りは、地域の伝統文化として引き継がれており、

その継承・発展に努めます。 

 

赤松吹筒煙火 

棚田（新発谷） 

円通寺のイチョウ 
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19

289

290

・土砂災害対策の推進

・津波被害が想定されていない地
域として、災害時の拠点となる
施設整備の検討

・公共交通サービスの維持・存続
・新たな公共交通のあり方の検討

・緊急輸送道路に指定されている主
要地方道阿南鷲敷日和佐線等を軸
とした災害に強い道路網の形成

・主要地方道阿南鷲敷日和佐
線沿道における新たな活力
やにぎわいの軸の形成

・主要地方道阿南鷲敷日和佐
線や一般県道赤松由岐線、
日浦野田線等の整備・改良

・上水道の未普及地区の解消
・地域の状況に応じた汚水処理

施設の整備促進

・赤松吹筒花火や神踊り等の
伝統文化の継承・発展

・多様な農業振興施策に基づ
く農地の存続・維持

・鉢ノ山、赤松川等の自然環
境の保全・活用

・赤松川の豊かな水辺を活かし
た親水空間の整備・活用

・周辺の自然・田園環境と調和し
たゆとりある住環境の形成

・集落内の安全かつ快適な道路空
間の形成

・津波被害が想定されていない地域
として、各地域からの受入施設の
確保等の検討

・耕作放棄地等を応急仮設住宅の建
設用地として活用することの検討

赤松神社鉢ノ山

防災基地円通寺

凡　例

田園共生エリア

エリア区分

自然保全エリア

緑の軸

軸の形成

水の軸

地域資源

国道

主要地方道

一般県道

5000 2,500m

 
 

赤松地域の整備構想図 
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 第４章 まちづくりの推進方策 

 

 本計画に示したまちづくりを推進していくために、以下の３つの視点を重視して、計画的・効率

的なまちづくりに取組みます。 

 

 １ 協働のまちづくり 

 

 本計画に掲げたまちづくりの将来像や目標等を実現していくために、住民、企業、行政等が目標

を共有し、各々が適切な役割分担のもとに協力し合う「協働」によるまちづくりを推進していきま

す。 

 

住住民民  
 まちづくりの主役は住民であり、住民がまちづくりに積極的に参加するこ

とが求められます。 

 

企企業業  
 企業は、周辺の環境や調和に配慮しながら事業活動を継続するとともに、

まちづくりに積極的に貢献することが求められます。 

 

町町  
 町は、まちづくりの推進にあたり、積極的な情報発信を行うとともに、住

民や企業の意見聴取、調整を図ることが求められます。 

 

 

 ２ 民間活力の導入 

 

 財源負担の軽減化や事業の効率化を図るため、公的施設の整備や都市施設の維持管理をはじめ、

様々な分野において、民間企業のノウハウや資本等の導入を積極的に検討していきます。 
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 ３ 都市計画制度等の活用 

 

 本計画に定めたまちづくりの方針等に従い、多様な都市計画の制度・事業を活用・実施していく

ために、法に基づいた都市計画決定手続きを適切に行います。 

 また、本町における都市計画区域は限られた範囲であり、本計画は、幅広いまちづくりの計画と

して定めたものであることから、都市計画制度に囚われることなく、様々な制度・事業の活用を図

り、まちづくりの将来像や目標等の実現を図っていくこととします。 

 

 

 ４ 計画の進捗管理 

 

 本計画は、本町の都市計画行政やまちづくりの指針として、各種の制度や事業を活用しながら進

めていくこととなりますが、進捗状況を定期的に確認し、計画の適切な管理を行っていきます。 

 また、本計画の計画期間は長期にわたることから、法制度の改正や社会経済情勢の変化、住民意

向等を踏まえ、適切な時期に見直しを行っていきます。 

 

PlanPlan（計画）（計画） DoDo（実行）（実行）

ActionAction（改善）（改善） CheckCheck（点検）（点検）

住民

都市計画マスタープランの策定都市計画マスタープランの策定
まちづくりの理念と目標まちづくりの理念と目標
分野別の方針分野別の方針
地域別構想地域別構想

都市計画・まちづくりの実践都市計画・まちづくりの実践
土地利用の規制、誘導土地利用の規制、誘導
都市計画事業等都市計画事業等

進捗状況の整理進捗状況の整理
成果・課題の把握成果・課題の把握

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見直し

参加・実践

意見意見

参加
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 参考資料  

 

 計画策定に関する資料 

 

■策定の経緯 

開催日 会議名称等 主な議題 

平成25年 8月28日（水） 第1回 検討委員会 

○委員長等の選任 

○計画策定に関する留意事項等 

○美波町の特性と課題 

平成25年 8月28日（水） 第1回 庁内検討会 
○計画策定に関する留意事項等 

○美波町の特性と課題 

平成25年10月11日（金） 第2回 庁内検討会 

○まちづくりの理念、目標 

○まちづくりの基本目標（分野別方針） 

○地域別の個別課題や方策 

平成25年10月18日（金） 第2回 検討委員会 
○まちづくりの理念、目標 

○まちづくりの基本目標（分野別方針） 

平成25年11月14日（木） 
地域別懇談会 

（赤松） 

○地域の現状・課題 

○まちづくりの目標 

平成25年11月15日（金） 
地域別懇談会 

（山河内） 

○地域の現状・課題 

○まちづくりの目標 

平成25年11月19日（火） 第3回 庁内検討会 
○全体構想（素案） 

○地域別構想（素案） 

平成25年12月 5日（木） 第3回 検討委員会 
○全体構想（素案） 

○地域別構想（素案） 

平成26年 1月17日（金）

～平成26年2月20日（木） 
パブリックコメント ○幅広い住民からの意見募集 

平成26年 2月25日（火） 第4回 庁内検討会 
○パブリックコメントの結果 

○美波町都市計画マスタープラン（案） 

平成26年 2月28日（金） 
第4回 検討委員会 

都市計画審議会 

○パブリックコメントの結果 

○美波町都市計画マスタープランの決定 

※山河内・赤松地域以外の地域では、平成 24 年度にて、津波浸水が想定されている地域を対象と

した地域別懇談会を実施している。 
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■美波町都市計画マスタープラン検討委員会設置要綱 
 

(設置) 

第１条 美波町都市計画マスタープラン（以下「マスタープラン」という。）の策定に関し、都市

計画法（昭和43年法律第100号）第18条の２第２項に基づいて、多方面 から広く住民

の意見を聴取し、マスタープランをより充実したものとするため、美波町都市計画マスタ

ープラン検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 
 

（掌握事務） 

第２条 検討委員会は、マスタープランの素案に対して自由に意見を述べ、重要事項について審議

し、検討した内容をまとめ、町長に提言するものとする。 
 

（構成） 

第３条 検討委員会は、委員8名以内で構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（1） 学識経験のある者 

（2） 町議会の議員 

（3） 関係行政機関の職員 

（4） その他町長が適当と認める者 
 

（任期） 

第４条 委員の任期は、マスタープランが公表されるまでとする。 
 

（委員長等） 

第５条 検討委員会に委員長を置き、委員長は互選によって定める。 

２ 副委員長は、委員長が指名する。 
 

（職務） 

第６条 委員長は、検討委員会を総括する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 
 

（意見の聴取等） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、検討委員会に出席させて意見を求

め、または資料の提出を求めることができる。 
 

（庶務） 

第８条 検討委員会に関する庶務は、建設課において処理する。 
 

（必要事項） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２５年８月８日から施行する。 
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■美波町都市計画マスタープラン検討委員名簿 

（順不同、敬称略） 

役 職 所    属 氏  名 備考 

委 員 長 美波町商工会会長 中東  覚  

副委員長 阿南工業高等専門学校 准教授 加藤 研二  

委  員 美波町議会議員 総務産業建設委員長 江本  昇  

委  員 美波町議会議員 防災対策特別委員長 舛田 邦人  

委  員 国土交通省 日和佐国道出張所長 原田  豊  

委  員 徳島県南部県民局 美波庁舎 副部長 高橋 正夫  

委  員 美波町町内会連合会 会長 延原 敏雄  
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 用語解説 

 

【あ行】 

インターチェンジ

（IC） 

高速道路や自動車専用道路の出入口。 

NPO 「Non Profit Organization」の略で、様々な社会貢献活動を行い、団体の

構成員に対し収益を分配することを目的としない団体。 

延焼遮断帯 火事が火元から他へ燃え広がることを防ぐための広幅員の道路、緑地など、

市街地における火災の延焼を防止する役割を担う施設。 

オープンスペース 公園・広場等、建物が建っていない土地や敷地内の空地。 

 

 

【か行】 

合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水をまとめて処理する浄化槽であり、河川等公共水域の汚

濁を軽減する効果がある。 

既存ストック このマスタープランにおいては、これまでに建設された小学校、中学校、

文化施設などの公共施設、建築物などの蓄積のことを指す。 

狭隘道路 日常生活や緊急車両の通行に支障をきたすおそれのある道幅が４ｍ未満の

狭い道路（細路地）。 

協働 市民、企業、行政等の複数の主体が目標を共有し、共に力を合わせて活動

すること。 

区域区分 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るた

め、市街化区域と市街化調整区域とに区分すること（都市計画法第７条）。

いわゆる「線引き」のことを示す。 

景観計画 都市、農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域における良好な

景観の形成を促進するために定められる計画。 

公共下水道 主として市街地における下水を排除し、または処理するため、市町村が管

理する施設。道路等に埋設される下水管のほか、汚水を浄化する処理場や

雨水を排除する雨水ポンプ場などがある。 

交通結節点 様々な異なる交通手段（場合によっては同じ交通手段）が交わる地点。 

 

交流人口 通勤や通学、観光、レジャー等を目的に、その地域に訪れる人々のこと。 
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国勢調査 人口・世帯等の実態を明らかにする国の最も基本的な統計調査。日本国内

に住んでいる全ての人・世帯を対象として５年ごとに実施されている。 

コミュニティプラン

ト 

環境省が所轄する地域し尿処理施設事業により、市町村が設置し維持管理

する生活排水処理施設。 

 

【さ行】 

細街路 日常生活や緊急車両の通行に支障をきたすおそれのある道幅が４ｍ未満の

狭い道路（狭隘道路）。 

市街地開発事業 都市計画法に定められる事業で、土地区画整理事業や市街地再開発事業な

どがある。計画的な市街地形成を図るため、公共施設の整備と合わせて宅

地の利用増進、建築物の整備を一体的かつ総合的に進める事業。 

自主防災組織 自らが生活している地域の防災のため、火災時の初期消火や住民の避難誘

導等を行う地域住民による任意の防災組織。 

親水公園 河川に沿って遊歩道を作ったり、川底に自然石を置いたり、滝や水遊びの

できる場所などを設けて水辺に親しめるように作られた公園。 

総合計画 地方自治体が策定する自治体のすべての計画の基本となる行政運営の総合

的な指針で、将来のまちづくりの基本理念や将来像、その将来像を実現す

るための具体的施策などを取りまとめた計画。 

ゾーン まちづくりなどにおいて、空間を用途や機能に応じて区分した範囲のこと。

 

 

【た行】 

耐震化 建築物や道路、水道管等のライフラインに対して、地震時に大きな被害を

受けないように補強を行うこと。 

地域高規格道路 全国的な幹線道路ネットワークである高規格幹線道路と一体となって、地

域発展の核となる都市圏の形成や地域相互の交流促進、空港・港湾などの

広域交流拠点との連結等に資する道路。 

地球温暖化 人間活動の拡大で、二酸化炭素・メタン・亜鉛化窒素などの温室効果ガス

の濃度が増加することで、地球の表面温度が上昇すること。温室効果ガス

の増加の原因は、産業革命以降の石炭や石油といった化石燃料の大量消費

という人為的な活動に起因するといわれている。 
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地区計画 建築物の建築形態、公共施設の配置等から、それぞれの地区の特性にふさ

わしい良好な環境を整備、保全するための計画で、建物用途、建ぺい率、

容積率、高さ等を定めることができる。都市計画区域において定めること

ができ、用途地域が定められていない区域も含まれる。 

地産地消 地域の消費者ニーズに即応した農業生産と、生産された農産物を地域で消

費しようとする活動を通じて、農業者と消費者を結びつける取組。 

デマンドバス 利用者の要求（デマンド）に対応して、迂回路線や乗降時刻、場所を指定

することができる運行形態のバス。 

都市機能 都市のもつさまざまな働きやサービスのことで、業務、商業、居住、工業、

交通、政治、行政、教育等の諸活動によって担われるもの。 

都市基盤 道路、公園、下水道など、都市の諸活動を支える基盤。 

 

都市計画区域 機能的な都市活動を確保するため、一体の都市として総合的に整備、開発

及び保全する必要があるとして都道府県が定める区域（都市計画法第５

条）。 

都市計画区域マスタ

ープラン 

都道府県が定める都市計画区域の整備、開発及び保全の方針であり、その

区域における都市計画の基本的な方向性を示すもの。（都市計画法第６条の

２） 

都市計画公園 良好な都市環境の形成や市民の憩いの場として都市計画で定めた公園。 

 

都市計画道路 快適な都市活動や良好な市街地環境を形成するため配置される都市の骨格

となる都市計画決定した道路。 

都市計画法 都市の無秩序な開発を防止し、計画的な都市づくりを推進するため、都市

計画の内容や手続、土地利用等の制限、都市計画事業等を定めた法律。 

都市計画マスタープ

ラン 

市町村の都市計画に関する基本的な方針であり、総合計画及び都市計画区

域マスタープランに即して定める。（都市計画法第18条の2） 

都市構造 都市の骨格的な自然要素や土地利用をもとに、都市機能の配置の概念を表

したもの。 

都市施設 道路、公園、下水道、河川、その他公共公益施設等で、都市生活を営む上

での主要な施設。（都市計画法第11条） 

都市的土地利用 住宅地、商業、工業地等、市街地として利用されている土地の利用形態。 
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土地区画整理事業 一定の範囲で道路や公園等の公共施設の整備、改善と宅地の利用増進を図

るために行われるものであり、宅地の区画形状を整えることにより、土地

の利用価値を高め、安全で快適な市街地の形成を図る事業。 

 

【な行】 

内水被害 川が増水して水位が上昇するため堤内地（堤防により洪水から守られてい

る土地）に降った雨が自然に川へ排水できなくなるため、堤内地の水路が

あふれ出したり、下水道のマンホールの蓋から下水が噴き出したりする内

水氾濫による被害。 

南海トラフの巨大地

震 

静岡県の駿河湾から九州沖に延びる海底のくぼみ「南海トラフ」の一帯を

震源域とする地震。 

農用地区域 農振法に基づき市町村が農業振興地域整備計画において定める集団的に存

する農用地等のこと。 

 

【は行】 

排水機場 河川の氾濫を防止するため、ポンプにより強制的に排水する河川施設。 

 

バリアフリー 高齢者や障害者等が社会生活をする上で障害となる段差等の物理的障害及

び心理的障害を取り除いた環境。 

避難場所 地震等の災害が発生したとき、又は発生するおそれがある場合において、

安全に避難を行う場所・施設のことであり、緊急的・一時的に避難する場

所を「緊急避難場所」（一時避難場所・一次避難所）、被災者等が避難生活

を過ごす場所・施設を「避難所」（避難収容施設、２次避難所）と区別して

いる。 

ボランティア 自発的に社会奉仕活動などに無報酬で参加する人を示す言葉。活動するこ

とを含め全般を示す場合もある。 

 

【ま行】 

未利用地 適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用

されていない土地。 

門前町 寺院・神社の周辺に形成された町。 
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【や行】 

優良農地 一団のまとまりのある農地や生産性が高い農地など良好な営農条件を備え

た保全を促進すべき農地。 

ユニバーサルデザイ

ン 

特定の人を対象とせず、すべての人が利用可能であるように、製品、建物、

環境等に配慮した設計（デザイン）を行うこと。 

用途地域 市街地における建築物の用途等を規制することで、住居、商業、工業等の

良好な市街地環境の形成を目指すため指定する地域。 

 

【ら行】 

ライフライン 電力・ガス・上下水等の供給・処理施設、電話等の通信施設、道路・鉄道

等の交通施設等。現代の都市的な生活を送るうえで、地域の「生命線」と

してなくてはならないもの。 

リアス式海岸 出入りの複雑な海岸線を示し、入江や湾に富む海岸。開析された山地が沈

水してできたと考えられ、三陸海岸の南半部、若狭湾などに見られます。

呼称はスペイン北西部ガリシア地方のリア（ria 入江）の多い海岸に由来

しています。 
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