美波町
都市計画
マスタープラン
概要版
2014

徳島県美波町

美波町都市計画マスタープランとは
■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。

■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。

■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。

まちづくりの理念と目標
■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。

まちづくりの基本理念

豊かな自然に恵まれた、夢・希望を創るまち

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。
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まちづくりの理念と目標
■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

住民による避難路整備

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。
山河内産直市

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。
日和佐道路北河内交差点

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

乙姫米田植え交流会

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。

イザリ Cafe
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まちづくりの理念と目標
■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。

①安全・安心の実現による住みよいまちの創造

② 人口定着プロジェクト

③ 交流拡大プロジェクト

ゼロをめざす！

マイナスからプラスへ！

プラスから更なるプラスへ！

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。

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。

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。

■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。
ゾーン
形成

計画的な土地利用

拠点
形成

地域の特色を生かした拠点の形成

(1)

(2)

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。

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。

地域の一体化と町内外の交流・連帯を強化
軸の形成

(3)

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。

伊座利

阿部
志和岐
赤松

由岐湾内
田井

北河内
木岐

N

恵比須浜
西河内
日和佐都市計画区域

凡 例
山河内

エリア区分
拠点形成

田園共生エリア
自然保全エリア
都市拠点
定住拠点
広域連
広域連携軸
地域間連携軸
地域間

の形成
軸の形成

生活連
生活連携軸
緑の軸
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図

都市構造図

水の軸

まちづくりの理念と目標
■土地利用の方針
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。

日和佐の町並み

■道路・交通施設の整備方針
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
道の駅日和佐
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。

■住環境整備の方針
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。

美波町立病院イメージ

■防災対策に関する方針
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。

避難まつり

■自然環境保全の方針
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。

大浜海岸

■景観形成の方針
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。
円通寺のイチョウ
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まちづくりの推進方策
■協働のまちづくり

住民

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。

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。

企業

町

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。

■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。

■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。

■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。

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。

日和佐八幡神社秋祭り（日和佐市街地地域） サテライトオフィス（恵比須浜地域） 大戸の赤滝（北河内地域）

伊座利

明神山からの眺望（伊座利地域） 阿部宮内神社秋まつり（阿部地域）

阿部
志和岐
田井
北河内
由岐湾内
木岐

赤松

西河内

日和佐川（西河内地域）
山河内

千羽海崖（山河内地域）

赤松吹筒煙火（赤松地域）

恵比須浜

潮吹き岩（志和岐地域）

日和佐市街地

漁業体験（木岐地域）

地域別構想では、各地域の特性を踏まえたまちづくりの基本
理念（まちづくりのキャッチフレーズ）を掲げるとともに、各
地域の分野別方針や主な方針を示した整備構想図を整理してい
ます。
この概要版では、各地域の基本理念と整備構想図を示します。
なお、整備構想図の凡例は、右図の通りとなっています。
５

田井ノ浜の日の出（田井地域）

H

凡 例
地域資源
ヘリポート
国道
主要地方道
一般県道
都市計画区域

エリア区分
田園共生エリア
自然保全エリア
軸の形成
緑の軸
水の軸

由岐伊勢エビまつり（由岐湾内地域）

凡 例（都市計画区域のみ）
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
準工業地域

伊座利地域

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

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。
・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

整備構想図

・主要地方道由岐大西線等の
整備・改良
・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
・土砂災害対策の推進

・交流・定住基盤としての空き家
の活用

26

・明神山等の豊かな緑の保
全・活用
明神山

伊座利校

・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

にぎわいの館

極楽寺

・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

新田八幡神社

蛭子神社
イザリCafe

・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

倶楽部イザリ～ノキャンプ場

・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

・イザリCafeをにぎわいの核とし
た地域の活性化
・豊かな海辺環境の保全・活用

・漁業集落排水施設の長寿命化
計画の策定

阿部地域

人・夢・活力が広がるまちづくり

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。
・阿部東川・西川の河川改修や
堆積土砂の浚渫、洗掘防止等

整備構想図

・土砂災害対策の推進

・明神山等の豊かな緑の
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

明神山

・主要地方道由岐大西線等の
整備・改良
・桜街道の保全・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
H

光明寺

阿部校
持福寺
宮内神社

・絶壁の荒磯等の特徴的な
海岸の保全・活用
・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

26

お水大師

・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
・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

・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
６

志和岐地域

助け合いの心をもって、安心・安全に暮らせるまちづくり

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。
・志和岐川の水質環境の保全等

整備構想図

・豊かな緑の保全・活用
・主要地方道由岐大西線等の整
備・改良

・土砂災害対策の推進
26

・地域の歴史を語り継ぐ吉野神社
や荘厳寺等の保全・活用

・潮吹き岩をはじめとした豊かな
海辺環境の保全・活用
荘厳寺

・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

潮吹き岩

吉野神社

・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

・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

・漁業集落排水施設の
長寿命化計画の策定

・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

由岐湾内地域

次世代に安心して託せる地域づくり

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。

整備構想図

・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

・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

55

・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

25

・ぽっぽマリンや既存商店街を地
域のにぎわいの核とした地域の
活性化

26

・地域の状況に応じた汚水処理施
設の整備促進

由岐IC

由岐中学校
駅
岐
岡崎神社 由 ぽっぽマリン H 由岐小学校
194
由岐支所
西由岐八幡神社
般若寺
城山公園 天神社
長円寺
・城山公園等の活用と適正な維持
1
194

・由岐病院跡地の利用方法の検討

管理

愛宕山

住吉神社
貴井神社

・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
・箆野島をはじめとした豊かな海
辺環境の保全・活用
７

・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

箆野島

・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

田井地域

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

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。
・地域の新たな拠点としての周辺
整備

整備構想図 ・周囲の豊かな緑の保全・活用
・多様な農業振興施策による農地
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
耐震化等による安全対策の検討

・土砂災害対策の推進

・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

美波町立病院
194

田井遺跡

駅
ノ浜

・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

H

白鳥神社 田井

55

由岐B&G

・地域の状況に応じた汚水処理施
設の整備促進

田井ノ浜海水浴場

・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

・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

・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

・主要地方道日和佐小野線等の整
備・改良

木岐地域

・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

グローカル・アルカディア“ｋｉｋｉ”

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。

整備構想図

・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

・木岐川、徳竹川の河川改修や堆
積土砂の浚渫等

・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
・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

55
289

聖ヶ丘計画地

延命寺
木岐駅
日吉神社

・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

・土砂災害対策の推進

・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等
の整備・改良

25

木岐八幡神社
木岐小学校
満石神社

・地域の状況に応じた汚水処理施
設の整備促進
・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

・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

・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

８

恵比須浜地域

キラリと光る海辺のまち

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。
・土砂災害対策の推進

整備構想図
・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

・周囲に広がる農地と調和した
居住空間の形成
・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

55

・地域の歴史を語り継ぐ八坂
神社等の保全・活用

・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

25

・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

八坂神社
サテライトオフィス

・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

・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

恵比須浜漁港
（亀井港）
恵比須浜キャンプ村

・地域の状況に応じた汚水処理施設
の整備促進

・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

・都市計画区域内の計画的な
土地利用の促進
・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

日和佐市街地地域

阿瀬比ノ鼻

・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

豊かな自然と歴史、都市機能が調和したまちづくり

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。

整備構想図

・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

・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
・薬王寺や門前町の風情ある町並みの保全・活用

294

25

・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

道の駅日和佐

・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

９

・国道55号、主要地方道日和
佐小野線等の整備・改良

日和佐地方合同庁舎

日和佐城城山公園
日和佐駅
徳島県南部総合県民局 H 日和佐幼稚園・日和佐保育園

・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

・日和佐うみがめまつりやト
ライアスロンの継続・発展

恋人岬 恵比須洞
日和佐小学校 八幡神社
H
うみがめ博物館カレッタ
保健センター（仮称）計画地
H
美波町役場
大浜海岸
薬王寺
195

・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
・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

日和佐国道出張所
竜宮公園

55
日和佐総合体育館

・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

・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

・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
147

・行政機能の集積を活かした都市機能の立地
・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

北河内地域

豊かな自然に抱かれた快適なまちづくり

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。
・大戸の赤滝や御世山等の
自然環境の保全・活用

整備構想図

・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

御世山

・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

大戸の赤滝

・土砂災害対策の推進
新田神社

・国道55号、一般県道赤松由岐線等の
整備・改良
・国道55号の事前通行規制区間の解消

・多様な農業振興施策に基づく農地
の存続・維持
・周辺環境に配慮した畜産や養鶏等
の振興

289

・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

55

・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

289

八坂神社

・北河内谷川の河川改修や
堆積土砂の浚渫等

大影山

山神社

55

・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

西河内地域

河
北

・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

内

駅

・都市計画区域内の計画的な
土地利用の促進

・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

19

里山、清流、田園の調和したまち

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。

整備構想図

・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

・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

・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

・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

・土砂災害対策の推進
大影山

・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

・日和佐川や丹前谷川の河川改修
や堆積土砂の浚渫等

・都市計画区域内の計画
的な土地利用の促進
55
H

玉厨子山

日和佐中学校

36

・地域の状況に応じた汚水処理施
設の整備促進

294

医療機関
福祉施設
玉木八幡神社

・日和佐川の豊かな水辺を活かした
親水空間の整備・活用
・主要地方道日和佐上那賀線等の整
備・改良
・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

配水池

・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
・地域の歴史を語り継ぐ玉木八幡神社
等の保全・活用
10

山河内地域

美しき水が広がる郷づくり

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。

整備構想図

・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

・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、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

・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
36

・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

玉厨子山

八郎山

泰仙寺

大越渓谷
H

吉野神社

・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

玉厨子農村公園

山河内駅

55

千羽海岸

・ひわさうみがめトライ
アスロンの継続・発展

・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

・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

・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

赤松地域

・多様な農業振興施策に基づく農
地の存続・維持

・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

できたん！どしたん！輝き続ける赤松

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。

整備構想図

・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

・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
・土砂災害対策の推進

・赤松吹筒花火や神踊り等の
伝統文化の継承・発展

・鉢ノ山、赤松川等の自然
環境の保全・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、災害時の拠点となる
施設整備の検討
赤松神社

鉢ノ山

円通寺

・赤松川の豊かな水辺を活かした
親水空間の整備・活用
290

289

防災基地

19

・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

11

・多様な農業振興施策に基づく農
地の存続・維持

・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

