
御坊市都市計画マスタープラン 御坊市都市計画マスタープラン 

平成16年3月 

御　坊　市 

自然と歴史文化豊かな活気あふれる中核都市「御坊」 

〈 概 要 版 〉 
目指すべき都市像 

　　　　　　 まちづくりの基本理念 
　■海・川・緑の豊かな自然のある都市 

　■歴史文化の香り高い高質な生活環境のある都市 

　■魅力ある都市機能が充実した賑わいと交流のある都市 



　

●中心地活性化の方針 
・ニーズに対応した都市機能の充実・高度化と
利用環境の形成 
・歩いて暮らせる快適な既成住宅地の形成 

●駅前地区の整備方針 
・公共交通結節機能の充実とポテンシャルを活
かした市街地整備の検討 

●広域幹線沿道・交通拠点の整備方針 
・国道42号・県道御坊美山線沿道を広域商業地
として必要な都市基盤の整備推進 
・御坊I.Cに至る県道沿いは、周辺との調和を図
る法規制を検討 

●港湾地区の整備方針 
・日高港湾と工業団地の連携と全体構想の整備 

●住宅地の整備方針 
・開発による住宅地の住環境を形成するため、
まちづくりルールや法規制の導入を検討 
・白地地域の規制誘導等による集落環境の形成 

●農業振興地の整備方針 
・産業の育成と住み良い環境のある農住共生地
の形成 

＜都市的土地利用の区域＞ 
御坊、名屋、薗、島、財部、小松原、吉田南側、藤井、
富安南側、丸山、岩内、南塩屋西側、北塩屋東側（西部） 

＜自然的土地利用の区域＞ 
楠井、上野、野島、野口、熊野、明神川、南塩屋東側、 
北塩屋東側（東部）、吉田北側、富安北側 

＜区域設定のポイント＞ 

●野口地区の土地利用の方針 
・都市計画区域と一体的な都市を形成するため、一
定の規制誘導を行う準都市計画区域を検討する。 

●熊野地区の土地利用の方針 
・自然的土地利用の区域として設定するが、市街化
の状況等に応じて土地利用方針を検討する。 

　市街地の整備方針 

　各地区が担うべき機能を明確に示し、都市
の整備・充実を行うことで、合理的かつ効率
的な都市機能分担を図ります。 

　市域を「都市的土地利用」と「自然的土地
利用」に区分した上で、土地利用方針に基づ
いて用途地域等により適切な土地利用の規制
誘導を図ります。 

　土地利用の方針 

　全体構想　　　市全域の将来の都市整備方針や土地利用の方向性を定めます 

◆市街地整備方針図 
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　都市施設の整備方針 

●公共下水道区域 
・御坊処理区：薗、島、御坊、湯川、藤田 

●特定環境保全公共下水道区域 
・塩屋処理区：天田、湊、北塩屋、南塩屋、岩内、 

　　　　　　　猪野々、森岡 

●農業集落排水区域 
・富安処理区：上富安、下富安、小谷団地（事業完了） 
・野島処理区：野島（事業完了） 
・上野・楠井処理区：上野、楠井（事業完了） 
・加尾処理区：加尾（事業中） 
・吉田処理区：北吉田 
・野口処理区：野口 

◆交通ネットワークの整備方針 
　快適に移動し、円滑な経済活動を行う都市
基盤となる交通ネットワークを形成するため
に、道路網・公共交通施設を体系的に整備し
ます。 

◆公園緑地の整備方針 
　「歩いて行ける身近な公園」をテーマに、

潤いのある快適な生活環境を形成するために

適正な公園の配置を目指します。 

＜公園の整備目標＞ 

公園整備目標面積39.1ha〔公園面積17㎡／人］ 

●身近な公園（街区公園）の重点整備 
御坊地域:2カ所、湯川地域:1カ所、藤田地域:1カ所
野口地域:1カ所、塩屋地域:1カ所 

●御坊総合運動公園の施設機能の更新とアク
セス機能の充実 

●ふるさとの川モデル事業の全体構想の実現 

◆下水道の整備方針 
　水質汚濁を防止し、衛生的な生活環境を形
成するために、和歌山県全県域汚水適正処理
構想に基づいて公共下水道・農業集落排水等
の整備を進めます。 

◆交通ネットワーク整備方針図 

＜広域・市内幹線道路網の形成＞ 

●整備推進路線の整備推進・早期開通 
・近畿自動車道紀勢線 
・県道御坊美山線 
・都市計画道路駅前新川橋線 
・都市計画道路道成寺天田橋線 
・都市計画道路吉原道之瀬線 

●整備構想路線の計画・整備 
・都市計画道路吉原道之瀬線 
・（仮称）都市計画道路駅前道成寺線 
・（仮称）都市計画道路八幡下野線 
・（仮称）都市計画道路藤井堤防線 
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　都市環境・景観形成の方針 

●市街地環境の形成方針 
・地域独自のルールづくり等を行い、個性豊かな
市街地環境を形成します。 

●歴史的環境の形成方針 
・歴史的な建築物や産業遺産等を保全・整備し、
誇りと愛着ある都市環境を形成します。 

●日高川・小規模河川の水辺環境の形成方針 
・河川機能を維持し、自然環境の維持と再生を進
め、親水性のある水辺環境を形成します。 

●里山空間の整備方針 
・地域景観を形づくる里山を保全し、地域住民に
親しまれる空間として整備・利用します。 

◆都市防災整備方針図 
　都市防災の整備方針 

　福祉のまちづくり方針 

●都市防災機能の整備方針 
・法的な規制誘導等により都市の不燃化を推進
します。 

●避難施設の整備方針 
・住民が安心して避難できるように耐震性の強
化など機能の確保を図ります。 

●治水・治山対策の整備方針 
・河川堤防の維持管理と治山対策を実施します。 

●津波・高潮対策の整備方針 
・紀州灘沿岸海岸保全基本計画に基づいて海岸
保全施設の機能維持を図ります。 

●消防力の強化方針 
・消防水利施設の計画的な整備を図ります。 

●消火活動機能の整備方針 
・消防用施設等の維持管理と消火機能の向上に
努めます。 

●モデル地区による整備方針 
・モデル地区におけるバリアフリー化の集中整備 

●ユニバーサルデザインへの展開方針 
・すべての人が同等に快適な生活を営むことがで
きる環境づくりを進めます。 

　誇りと愛着のある都市環境を形成するた
めに、歴史的な資源を保全・活用し、緑豊
かできれいな町並みの整備を進めます。 
　また、恵まれた自然を守り、継承しながら、
市民も外来者も利用できる環境を整備しま
す。 

　市民が安心して生活が営めるように自然災
害に対応した防災機能の充実・向上を図りま
す。また、安全で快適な都市を維持するため
に道路や施設等の安全性を高めます。 

　すべての人が利用しやすい環境を形成する
ために、公共公益施設や外部空間のバリアフ
リー化とユニバーサルデザインの普及を図り
ます。 

■ ■ 
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御坊地域 

●広域型商業機能の形成 
・国道42号と県道御坊美山線沿道の広域商業機能の形成 

●都市サービス機能の向上 
・公共施設の再整備と連携によるサービス機能の向上 

●交通ネットワークの整備 
・県道御坊美山線の拡幅整備の推進 
・都市計画道路吉原道之瀬線、駅前吉原線の整備推進 
・都市計画道路斉前紀伊御坊天田橋線の計画的な整備 
・都市計画道路吉原道之瀬線の延伸の検討 

●公園緑地の整備 
・身近な公園の適正な配置による整備 
・日高川ふれあい水辺公園の全体構想の整備推進 

●公共下水道の計画的な整備 
●都市防災機能の充実 
・建物の法規制による不燃化の推進と耐震化の啓発 
・防災拠点施設の機能向上と緊急輸送道路等の周辺機
能の整備 
・避難施設の耐震化等の機能改善と避難路の確保 

●福祉のまちづくりモデル地区の整備 
・市役所周辺をモデル地区に指定し、バリアフリー化
の推進 

■歴史文化豊かで賑わいと活気のある圏域の中心地■ 

　地域別構想 市域を６地域に区分して、地域ごとのまちづくりの方針を定めます 

湯川地域 

●公共交通拠点の整備 
・JR御坊駅は、公共交通結節機能の充実と情報提供等
の附帯機能の向上 

●街なか居住環境や集落環境の整備改善 
・市街地や集落地の環境の保全と住環境の再整備 

●駅前地区の整備検討 
・駅前のポテンシャルを活かした整備・開発の検討 

●交通ネットワークの整備 
・都市計画道路駅前新川橋線の整備推進 
・都市計画道路斉前紀伊御坊天田橋線の計画整備 
・踏切による交通遮断を解消する交差点改良の検討 

●公園緑地の整備 
・身近な公園の整備推進と小公園の利用促進 
・亀山の里山環境の再生と文化遺産の保全 

●公共下水道の整備と農業集落排水の適正管理 
●都市防災機能の充実 
・建物の法規制による不燃化の推進と耐震化の啓発 
・防災拠点施設の機能向上と緊急輸送道路等の周辺機
能の整備 
・亀山の急傾斜地崩壊危険区域等の治山対策 

■御坊圏域の玄関口を有する市街地と緑豊かな環境のまち■ 

＜御坊地域整備方針図＞ 

＜湯川地域整備方針図＞ 
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●良好な住宅地の形成 
・吉田・藤井南部地区の住環境の改善と良質な住宅地
の供給 

●観光拠点地の形成 
・道成寺駅周辺や参道の歴史的な町並み保全・形成と
観光基盤施設の整備 

●交通ネットワークの整備 
・都市計画道路道成寺天田橋線の整備推進 
・（仮）都市計画道路駅前道成寺線の計画整備の検討 
・（仮）都市計画道路藤井堤防線の計画整備の検討 
・（仮）都市計画道路八幡下野線の計画整備の検討 

●公園緑地の整備 
・身近な公園の整備推進 
・日高川ふれあい水辺公園の整備・充実 
・八幡山の里山環境の再生と小公園の一体的な利用 

●公共下水道と農業集落排水の計画的な整備 
●都市防災機能の充実 
・建物の法規制による不燃化の推進と耐震化の啓発 
・避難施設の耐震化等の機能改善と避難路の確保 
・小規模河川の計画的な改修と総合的な治水対策の検討 

藤田地域 ■川と緑の優れた自然環境を有する良好な居住環境のまち■ 

■広域道路と川を活かした交流と田園住宅地のまち■ 野口地域 

●土地利用の方針 
・野口地区は、環境の保全と土地利用の整序を図るた
めに、準都市計画区域の指定を検討 
・熊野地区は、御坊南I.Cの開設に伴う土地利用動向を
見極めて土地利用の規制誘導を検討 

●広域沿道商業機能の形成 
・商業業務施設の立地による沿道型商業地の形成 

●交通ネットワークの整備 
・近畿自動車道紀勢線海南御坊間の４車線化の推進 
・県道御坊中津線の拡幅整備の推進 
・県道御坊美山線の拡幅整備の推進 

●公園緑地の整備 
・身近な公園の整備推進 
・日高川ふれあい水辺公園の全体構想の推進 
・見山の里山環境の再生による緑地の活用の促進 

●特定環境保全公共下水道と農業集落排水の計画
的な整備 
●都市防災機能の充実 
・防災センターの機能確保 
・避難施設の耐震化等の機能改善と避難路の確保 
・日高川の堤防強化など河川改修の推進 

＜藤田地域整備方針図＞ 

＜野口地域整備方針図＞ 

■ ■ 

■ ■ 
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●集落地環境の整備改善 
・居住と農業生産が共存できる集落地の形成 

●開かれた学習の場づくり 
・国立和歌山工業高等専門学校を中核
とした教育文化活動ができる開かれ
た場づくり 

●交通ネットワークの整備 
・国道42号の拡幅整備の推進 
・県営塩屋農免道路と国道の連絡道路
の整備推進 

●公園緑地の整備 
・身近に利用できる農村公園の整備検討 

●都市防災機能の充実 
・建物の不燃化・耐震化の啓発と避難
路の確保 
・避難施設の耐震化等の機能改善と配
置の見直し 
・埋立に伴う石油コンビナート等特別
防災区域の拡大に合わせた緩衝帯の
形成 

塩屋地域 

●集落地の整備改善と新住宅地の形成 
・集落地の住環境の整備改善 
・北塩屋団地の住環境を守る法規制の検討 

●交通ネットワークの整備 
・国道42号、425号の拡幅整備の推進 
・県営塩屋農免道路の整備推進 

●公園緑地の整備 
・身近な公園の整備推進 
・ハマボウの群生地を自然生態観察公 
園として整備を検討 
・御坊総合運動公園の施設機能の更新
とアクセス機能の充実 

●特定環境保全公共下水道の整備 
●都市防災機能の充実 
・建物の不燃化・耐震化の啓発と避難 
　路の確保 
・ヘリコプター発着地の機能確保とア
クセス道路の段階的な整備改善 
・日高港湾の災害時の活用検討 
 

■海の玄関口として多様な産業と良好な集落環境のまち■ 

名田地域 ■活力ある農業と海が織りなす良好な景観のある文教のまち■ 

●日高港の整備 
・港湾計画に基づいた整備推進と施設の誘致 
・工業団地と連携した地域の活性化 

＜塩屋地域整備方針図＞ 

＜名田地域整備方針図＞ 

●農業集落排水の整備推進と適正な維持管理 
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このパンフレットに関するお問い合わせは 

＜まちづくりの推進に向けて＞ 

●市民参加の環境づくり 
　まちづくりは、市民と行政が協働で進めていくことが重要となっています。　
そのため、各種マスタープランやまちづくりの進捗状況などの情報を市民が自由
に得られるように情報公開やホームページを充実し、まちづくりに参加しやすい
環境を整えます。 
 

●市民主体のまちづくり 
　都市計画マスタープランにより、将来のまちづくり計画を明らかにし、計画の
初期段階から市民の参加や意向の反映を図るとともに、事業実施、維持管理へと
継続性のあるまちづくりの推進を図ります。 
　さらに、まちづくり活動支援制度の創設やアダプト制度（公共施設管理の里親
制度）の導入などを検討し、市民が主体となって活動できる社会環境の形成に努
めます。 
 

●マスタープランの展開 
　マスタープランは、まちづくりを進めるための長期的な計画ですが、社会経済
情勢の変化や市町村合併など社会環境の変化に対応していくために、５年ごとに
計画内容と進捗状況を確認し、10年ごとに長期総合計画との調整などの計画の見
直しを行います。 

●都市計画マスタープランとは 
　都市計画マスタープランは、長期総合計画を上位計画に地域の特性を踏まえ、
市民の意見を反映させたまちづくり計画として、目指すべき都市像とその実現の
ための整備の基本方針を定める計画です。この計画は、市民と行政が協働で、ま
ちづくりを進めていくための指針となります。 
 

●マスタープランの対象区域と目標年次 
　マスタープランは、原則として御坊都市計画区域を対象としますが、区域外の
市域も検討範囲としました。また、計画は、平成16年（2004年）を初年度とし、
20年後の平成35年（2023年）を目標年次とします。 

御坊市　産業建設部　都市建設課 

　〒644-8686　御坊市薗350番地 

　TEL（0738）22-4111（代表） 

　FAX（0738）24-1306（都市建設課） 

　URL：http://www.ctiy.gobo.wakayama.jp/


