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第１章 計画の目的と課題  

 

１．都市計画マスタープラン策定の背景と目的 

１）都市計画マスタープラン策定の背景 

近年、国内では、少子高齢化の進行、経済の国際化の進展に伴う産業の空洞化、環

境問題への関心の高まりなど、社会経済構造が急激に変化し、価値観の多様化等が進

んでいる。 
これらに対応して、ゆとりと豊かさを実感できる個性的で快適なまちづくりを進め

るために、望ましい都市像を明確化し、その実現のための施策を総合的かつ体系的に

展開していくことが重要となっている。そのため、これらの施策を市民の理解と参加

のもとに、行政と市民が一体となって協働で進めていくことが、良好な都市形成に欠

かせない条件となりつつある。 
また、都市計画法では、平成４年６月に、バブル経済による地価高騰や急激な都市

化の進展に対応して、良好な市街地整備や秩序ある都市の発展を図るために、都市計

画法の一部改正がなされ、「市町村の都市計画に関する基本的な方針の策定」（都市計

画マスタープランの策定）が創設された。 
その後、平成 12 年４月に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関す

る法律」（地方分権一括法）に基づいて都市計画法が一部改正され、「都市計画の決定

に対する国・都道府県の関与の縮減と明確化」、「市町村都市計画審議会の法定化」な

どが行われた。 
平成 13 年５月には、少子高齢社会や成熟社会に対応し、地方分権の流れを受けて、

地域が主体となって、地域毎の課題に的確に対応し得る柔軟性と透明性を備えた制度

にするため、都市計画法の改正が行われた。この改正では、「都市計画決定システム

の透明化と市民参加の促進」、「都市計画区域マスタープランの創設」、「市町村都市計

画マスタープランの充実」等が盛り込まれ、地方分権と明確な整備方針の策定、及び

それに伴う責任分担が明確にされた。 
以上のような背景の中で、平成 13 年から実施されている「第３次御坊市総合計画」

を上位計画にして、御坊圏域における本市の役割や地域の特性を活かした市街地整備、

及び、生活環境の形成など総合的かつ体系的なまちづくりの基本構想として、都市計

画法に基づき「御坊市都市計画マスタープラン」の策定を行った。 
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２）都市計画マスタープラン策定の目的 

御坊市都市計画マスタープランの策定は、地域特性を踏まえ、市民の意見を反映さ

せながら、まちづくりの将来ビジョンを確立し、地域別のあるべき市街地像、整備課

題に応じた整備方針や諸施設の計画、及び、実現方策を総合的に検討を行い、まちづ

くりの基本的な方針を確立することを目的として策定した。 
また、策定されたまちづくりの基本的な方針は、広く市民に公表し、まちづくりの

将来ビジョンや計画内容を市民と行政が共有することを目標としている。 
 
 

 まちづくりの将来ビジョン 
 地域別のあるべき市街地像 
 まちづくりの整備方針 
 まちづくりの実施方策 

市民の意見の反映 地域特性の把握  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目 的  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

まちづくりの基本的な方針の確立 

目 標 
市民と行政の基本的な方針の共有 
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２．都市計画マスタープランの位置づけ 
都市計画マスタープランは、本市の都市計画の整備に関する基本方針であるととも

に、広域的な調整を行う位置づけを持つ計画でもある。そのため、御坊市総合計画を

上位計画として踏まえ、都市計画部門の計画として策定したもので、土地利用に関し

ては、御坊市国土利用計画に基づくものである。 
これら２つの上位計画の他、和歌山県長期総合計画、和歌山県都市計画区域マスタ

ープラン、和歌山県土地利用基本計画、御坊広域市町村圏計画等の広域的な計画に配

慮して策定した。 
 

  

御坊市総合計画
（地方自治法第2条）

御坊市の都市計画に関する基本的な方針
「御坊市都市計画マスタープラン」

（都市計画法第18条の2）

（基づく）

（都市計画法第８条）
　地域地区（用途地域など）

（都市計画法第１１条）
　都市施設（道路・公園・下水道など）

（都市計画法第１２条）
　市街地開発事業（区画整理など）

（都市計画法第１２条の４）
　地区計画等

＜個別の都市計画＞

（方針の反映）

国土利用計画市町村計画
（国土利用計画法第8条）

和歌山県長期総合計画

和歌山県土地利用基本計画
(国土利用計画法第7条)

和歌山県都市計画区域マスタープラン

（都市計画法第6条の2）

広域市町村圏計画
（地方自治法第252条の2）

（整合を図る）

＜広域圏の上位計画＞ ＜市の上位計画＞
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３．都市計画マスタープランの役割 
都市計画マスタープランの策定は、次の５点の役割を果たすことを目指している。 

 

実現すべき具体的な都市の将来像を明確にする 

市及び地域において、将来の都市のあるべき姿やまちづくりの方針を検討し、都市づ

くりや地域づくりで目指すべき将来像を示す。 
都市計画は市民の合意の上に進められるべきものであるため、市民に最も近い立場に

ある市が、地域固有の自然・歴史・生活文化・産業等の地域特性を踏まえ、市民の意見

を反映させながら、都市及び地域レベルで将来の都市のあるべき姿やまちづくり方針等

を検討し「まちの将来像」（将来のあるべき姿）を具体的に明示する。 
 

個別の都市計画に関し、地域住民の理解を得る根拠とする 

都市づくりや地域づくりで目指すべき将来像を示すことにより、市民の都市計画に対

する理解を深め、各種都市計画事業や規制・誘導を行う場合に協力や参加を容易にする。 
 

個別の都市計画相互の調整及び他部門との調整を図る 

将来像に基づき、長期的・総合的な視点から土地利用、都市施設、都市環境等の個別

の都市計画について、相互に整合性のある計画を策定する。 
従って、計画策定後は個別の都市計画相互の調整、及び都市計画と農林漁業など他部

門との調整は、都市計画マスタープランを基本として行われる。 
 

今後の都市計画の決定、変更の指針となる 

今後、本市が定める都市計画は、都市計画マスタープランに即したものでなければな

らない。すなわち、都市計画マスタープランはそれ自体に拘束力はないが、拘束力を有

する個別の都市計画の根拠となるものであり、都市計画マスタープランに示す将来像は、

個別都市計画を決定・変更する場合のあるべき方向を示す誘導指針としての役割を担う

ものである。 
 

 

都市計画の決定、変更及び新規事業を行う際の関係機関との調整を行う 
方針となる 
都市計画マスタープランは、個別の都市計画決定・変更を行う場合、関係機関と

の調整・協議や市民への説明をスムーズに行う役割を果たす。また、都市計画事業

を行う場合に、庁内及び県・国等の関係部局との調整を行いやすくする。 
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４．まちづくりの課題 
 

１）社会経済情勢から見た課題 

①市 対応 民生活の価値観の変化やライフスタイルの多様化への

 消費行動の広域化や情報化に対応した商業環境の高度化 
 多様な家族構成の増加に対応できる社会的システムの構築 
 女性の社会参画に対応できる子育て支援や社会活動支援 
 市民生活の学習意欲の高まりや技能の向上に対する生涯学習環境の整備 
 教育、文化などの質的な要望の高まりに対する社会的生活環境の充実 
 ゆとりある生活スタイルの構築に向けての社会基盤整備 
 

②少子高齢社会とバリアフリーのまちづくり 
 高齢者や身障者、子どもなどが快適に住める都市基盤と社会的システムの構築 
 誰もが安全に住める防犯や防災対策がなされるまちづくり 
 

③資源・環境・エネルギー問題への対応 
 資源を有効活用することができる循環型社会システムの構築と意識改革の推進 
 自然的環境の保全による地球環境への対応と地域性のあるまちづくり 
 省エネルギーによる負荷の少ない都市環境の形成 
 

④情報化社会と国際化などのボーダレス社会への対応 
 経済活動等の地球規模でのボーダレス化による地域産業の経営基盤の強化 
 情報化社会における地域間格差を解消する情報基盤の整備 
 インターネットやデジタル放送等を活用した交流のまちづくり 
 市民生活における情報基盤を活用した快適で便利な生活支援の構築 
 

⑤知的産業などの産業構造の変革 
 高度情報化した産業構造への対応と先端技術産業ビジネスの誘致・育成 
 知的産業などの小規模開発型の産業構造への転換支援 
 起業家によるベンチャービジネスの育成 
 

⑥市 の対応 町村合併と地方分権による地域主体のまちづくりへ

 

 市町村合併による行政の広域化への対応と効率的

 主要な交通網の整備等による地域間格差の是正 
 

なまちづくりの推進 
 圏域を一体的な生活圏と見た連携のあるまちづくり 
地方分権による地方自治体が主体となったまちづくり 
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２）都市整備における課題 

①都市構造の課題 
 御坊圏域としての経済圏や生活圏に対応した都市施設の配置や整備 
 広域幹線道路である高速道路と市域及び圏域が有機的につながり、効率的な経済

活動が可能なネットワークの構築 
 市域、特に河北において、産業構造の再編や都市の成長に対応した交通網や土地

利用の見直し 
 市民のライフスタイルの変化や市街地の拡大に対応した都市機能の再配置や土地

利用の計画の明確化 
 住み良い住環境と商工業、農業などの生産環境を適正に維持できるよう、土地利

用計画の見直しや明確化 
 

②都市機能の課題 
 御坊圏域の中心都市として、国、県、市の行政施設や様々な文化教育施設の集積

を活用した広域的な都市機能の充実 
 高度情報化社会に対応した行政機能の整備による住民サービスの向上 
 御坊圏域の商業の中心として、魅力ある商業ゾーンの形成による都市サービスの

充実 
 御坊圏域に立地するレクリエーション施設のネットワーク化と機能の充実により

市民や周辺住民の利用促進と観光客の誘致の促進 
 

③土地利用の課題 
 交通ネットワークの整備に伴う各地区の立地環境の変化に対応したきめ細やかな

土地利用（用途地域等）の規制誘導の設定 
 用途地域外への宅地開発や施設の立地が進んでいるため、周辺環境と調和を図る

ための整備・誘導 
 既成市街地は、密集した小規模宅地が多いために、商業、住環境ともに機能が低

下しており、それらの課題に対応した新たな土地利用方針の設定 
 御坊駅周辺地域は、御坊圏域の鉄道の玄関口であるため、現況の土地利用と調整

しながら、将来の都市の役割に合わせた土地利用の増進 
 既成市街地の周辺部で市街化が進行する中で、都市計画区域内にある農地の将来

の土地利用の方向づけ 
 都市計画区域外の宅地開発や施設の立地に伴い、農業などの周辺環境との調和を

図る整備・誘導の方針 
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④市街地整備の課題 
 既成市街地の外縁部での市街化の進行に対応した都市基盤整備の推進 
 既成市街地は、老朽住宅が多く、密集市街地を形成しているため、防災面や住環

境の改善による市街地の再生 
 御坊 I.C 周辺地域の県道沿道に立地が進む商業、業務施設に対する適正な規制・誘

導 
 農村集落地としての住環境の向上を図るため、農業地域としての役割の明確化 
 日高港湾の整備に伴い港湾機能や流通機能の利活用の推進 

 
⑤交通の課題 

 本市と和歌山市や大阪都市圏及び紀南地域との連絡性を向上するため、近畿自動

車道紀勢線や国道 42 号による広域道路網の整備推進 
 御坊圏域の中核都市として、周辺住民や市民の生活行動圏を支える国道や県道な

ど主要道路の整備推進 
 国道、県道を中心にしながら、市域の円滑な交通を支える幹線道路を位置づけ、

都市計画道路と一体となった道路網の形成 
 拡大する市街地に合わせて、地域住民の交通利便性を確保するため、都市計画道

路など新しい道路計画の策定 
 既成市街地や農村集落地を快適で安全な都市環境にするために、生活道路や生活

幹線道路の整備促進 
 鉄道等による道路遮断要素の解消の検討 
 教育文化施設やレクリエーション施設などの公共公益施設を利用しやすい道路網

の形成や公共交通網の整備 
 既成市街地の公共交通機関としての紀州鉄道の有効活用方策の検討 
 子どもから高齢者まですべての人が利用しやすい道路環境整備の推進 
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⑥その他都市基盤施設の課題 
 市街地での浸水被害に対応した雨水排水対策としての小規模河川や都市下水路等

の整備促進 
 快適で衛生的な都市環境を形成するため、汚水排水や生活排水の適切な処理の推

進による公共水域等の水質浄化 
 高齢者、障害者、子どもなどすべての人が利用しやすい公共空間の整備の促進 
 既成市街地内では、安全な子どもの遊び場など身近な公園の確保 
 商店街の商業機能の低下に対応した既成市街地の再整備と商業機能の再生 

 
⑦都市防災の課題 

 既成市街地や農村集落地の木造家屋密集地区における都市防災機能の改善の促進 
 大規模災害の発生後に市民生活を確保していくための飲料水や食料の確保 
 日高川の氾濫など水害防止のための堤防整備や排水対策の促進、及び避難施設の

確保など水害対策の推進 
 災害の発生時に円滑な消防活動が継続できる消防基盤の充実 
 地震による津波など大規模災害に対応できる避難施設の確保と市民への迅速な情

報提供手段の整備充実 
 土砂災害の危険箇所の防災整備の促進 
 幹線道路や自動車専用道路の騒音や振動等の交通公害対策の推進 
 交通量の多い道路における歩道の確保などの交通弱者に対する安全対策の推進 

 
⑧都市環境と景観の課題 

 歴史的な町並みなど地域の特徴的な景観の保全 
 商業施設の立地や住宅地など新しい市街地における美しい都市景観形成の誘導 
 公共下水道、集落排水施設、個別処理施設などの整備推進で河川や水路の水質浄

化による都市環境の改善 
 住宅地と工業地が混在する地域の環境保全に対する取り組みの推進 
 ゴミの軽減を図る分別回収やリサイクルなど環境負荷の少ないまちづくりの推進 
 煙樹ヶ浜県立自然公園などの良好な自然環境・生態系・景観、及び文化財等の保

全と活用促進 
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第２章 まちづくりの基本方針《全体構想》 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

１．都市づくりの目標 

第２章 まちづくりの基本方針《全体構想》 
 

１）都市計画マスタープランの目標年次と対象区域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）都市計画のフレーム 

都市の計画づくりを行って

が重要となる。そのため、過

推計に当たっては、企業誘

市外への転出の抑制と出生率

 
 
 

 
 
 
 

基本的には都市計

初年度を２００４年

２

２

人口２３，０

 

● 目 標 年 次 ● 

（平成１６年度）とし、おおむね２０年後の 

０２３年（平成３５年度） 
いく上で、20 年後の都市活動の基本となる人口や世帯数

去の国勢調査を基に将来人口を推計する。 
致や定住施策の展開、住環境の整備などを進めることで、

の改善を図る政策を加味する。 

●

● 対 象 区 域 ● 

画区域内としながら、行政区域を対象とする 

 目 標 ● 
０２３年（平成３５年） 
００人（世帯数１１，０００世帯）
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３）目指すべき都市像の設定 

都市計画マスタープランによる「目指すべき都市像」は、第３次御坊市総合計画に

よる目標とするまちの姿「ひとが輝き いきいき暮らせるまち」を基本とし、都市計

画による都市整備を進めた上での具体的な都市のイメージを設定する。 
また、本市は御坊圏域の中心都市としての機能を将来も担っていくことを前提とし

て、都市像を設定していくこととする。 
 
 
 

第３次御坊市総合計画〔2001-2010〕
 

 目標とするまちの姿   
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 ●都市計画
 

自然と 
 
 ●都市整備
 

 海・

 歴史

 魅力

 
 
 
 
 

 

 

ひとが輝き 
いきいき暮らせるまち 

～住みつづけていたいまち!! 御坊を目指して～ 

マスタープランの「目指すべき都市像」 

歴史文化豊かな活気あふれる中核都市 御坊 

の目標 

川・緑の豊かな自然のある都市 
文化の香り高い高質な生活環境のある都市 
ある都市機能が充実した賑わいと交流のある都市 
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４）圏域における御坊市の位置づけ 

①御坊圏域の役割 
■県域機能分担図 和歌山県長期総合計画での御坊圏域

は、関西都市圏の機能分担を果たしなが

ら、高次都市機能の集積を図る「都市機

能連携ゾーン」と、豊かな自然や歴史・

文化資源を生かして観光・リゾート地域

の形成と生活環境の整備や農林水産業

等の地域産業の振興を図る「多自然歴史

文化交流ゾーン」の両ゾーンに含まれた

圏域となっている。 
このため、紀中、紀南地域に必要な居

住機能や産業機能の充実を図るととも

に、自然や歴史文化などの地域資源や地

域産業を活かした特色のある交流ゾー

ンとしての圏域づくりが求められてい

る。 
 
 

②御坊圏域における御坊市の役割 
本市は、周辺町村と機能の分担を行いながら、圏域の中心都市として、「都市機能連

携ゾーン」としての役割を果たすための高次都市機能の整備を行っていく必要がある。 
 

● 広域交通拠点機能 
JR 紀勢本線の特急停車駅である JR 御坊駅が立地し、圏域をつなぐバス路線の起点

でもあるなど公共交通の拠点である。また、近畿自動車道紀勢線の I.C が設置されて

おり、国道、県道などともに広域交通の要となっている。 
 

● 行政サービス機能 
国・県など広域的な行政施設が立地しており、すべての圏域住民が快適に利用でき

るような行政サービス機能を担う。 
 

● 文化教育機能 
学校教育や生涯教育などを推進していく上で、圏域の各施設と連携しながら、より

高度な機能を備えた中心的な役割を果たしていく。 
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● 高次医療機能 
圏域に立地する地域医療と連携しながら、圏域住民が安心して暮らせる医療体制と

して基幹・中核医療の役割を果たし、二次医療圏の機能を担う。 
 

● 商業拠点機能 
圏域住民に対し、広域交通網を利用して、日常の買物から娯楽やレクリエーション

機能を有する付加価値型の商業機能まで圏域の商業拠点としての役割を担う。 
 

● 物流拠点機能 
圏域内で生産される農作物など地場産品を出荷するため、出荷場や卸売市場などが

整備されている。また、日高港湾が今後、海運の物流拠点として利用が行われること

から広域的な物流機能を果たしていく。 
 

● 観光情報提供機能 
豊かな自然や歴史文化に恵まれた地として、観光施設や観光場所、景勝地など圏域

に広がる観光資源の一元的な情報発信や交通拠点などでの情報提供を行う中心的な役

割を果たす。 
 
＜広域的位置づけ図＞ 

川辺町

中津村

美山村

御坊市

印南町

美浜町

日高町

由良町

JR御坊駅

御坊IC

御坊南IC

川辺IC

商
業
拠
点
機
能

物流拠点機能

高次都市機能
・行政サービス機能
・文化教育機能

高
次
医
療
機
能

観光情報提供機能

物流拠点機能

南部町

印南IC

南部IC
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５）御坊市の都市構造 

御坊都市計画区域において、地域現況を踏まえた上で、都市の中での地域が担う役

割を位置づける。また、一体的な生活圏を有する周辺町村との関わりなど広域的な視

点も踏まえて、本市の将来の都市構造を設定する。 
 

ア 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 生活商業軸： 
 

 新商業軸 ： 

 生活文化軸：

 親水軸  ：

 景観軸  ：

 

都市機能のエリ
 都市中心核エリア：市役所周辺の公共施設・文化施設等が集積した区域 
市役所をはじめする公共施設や文化施設、体育施設などの

都市機能の中心的な役割を果たすエリア 
 
 沿道型商業エリア：国道 42 号と県道御坊美山線の商業が集積した区域
沿道に立地する商業施設や運輸流通施設など立地した都

市の経済機能が集積するエリア 
 工業振興エリア ：日高川の河口部及び塩屋の工業地の区域 
日高川の両岸に立地している製材所などの工場の集積地

と塩屋の御坊第二工業団地のエリア 
 市街地居住エリア：歴史的な町並みなどが残る市役所南側の住宅地の区域  
河北地域の南部から中央部に位置して、古くから商業と住

宅が一体的に発展してきた旧市街地のエリア 
 新市街地エリア ：県道御坊美山線北側と県道日高印南線沿道の区域 
生活利便性も高い地域であるとともに優良な農地が残る

新しい住宅地のエリア 
 農業振興エリア ：市街地の外縁部に広がる農業を中心とする区域 
農村集落が見られるものの大部分は農地で、農業が盛んに

行われているエリア 
 自然保全エリア ：河南東部や河北北部の森林の区域 
広葉樹など森林を中心とした自然地であり、今後も自然的

土地利用を図るエリア 
 
さ
商業・業務施設の利便性が高く、生活と一体化して形成

れた生活商業機能軸 
に
ロードサイド型店舗の立地や地元商店の集積により新た

商業集積が振興する新商業機能軸 
ら
公共施設や文化施設、医療施設など市民生活の利用が図

れる生活文化機能軸 
が
河川や河川敷などを利用したレクリエーションや親水性

提供される市民が憩える親水機能軸 
が
煙樹ヶ浜県立自然公園地域を含む海岸線で、貴重な植物

見られ、市民が誇れる景観機能軸 
都市の機能軸
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＜都市構造図＞ 
 
 
 
 

 

農業振興エリア 

新市街地エリア 

市街地居住エリア 

高
速
交
通
軸 

工業振興 
エリア 

都市中心核 
エリア 

 

 

 

生
活
商
業
軸 

生活文化軸 

親水軸 

工業振興 
エリア 

景観軸 
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農業振興 
エリア 
農業振興 
エリア 
自然保全エリア
自然保全エリア
新商業軸



２．土地利用の方針 

１）土地利用の配置方針 

市域を構成するベースになる土地利用の方針は、現況の土地利用と近年の土地利用

動向を基に、目指すべき都市像を実現していくために「都市的土地利用」と「自然的

土地利用」とに大きく方向づけを行う。 
都市的土地利用の区域は、現在の都市計画区域を中心にしながら、概ね 10 年間で

都市的土地利用が著しく増加することが見込まれる区域を設定する。 
自然的土地利用の区域は、農業の生産基盤の整備など農業振興を行う区域や森林や

海岸など自然環境の保全を行う区域を設定する。 
 

 区域の設定 
 

 

 
 

区域設定のポイント 
 野口地区の土地利用の見通し  ＜土地利用規制導入区域＞ 

野口地区は、高速道路の開通に伴って、御坊 I.C へアクセスする県道日高

印南線沿道に市街化の動向が見られるが、農業も盛んに行われていることか

ら、当面は自然的土地利用の区域として位置づけるが、将来、都市としての

整備、開発及び保全に支障を生じさせないように、一定の規制誘導を行う準

都市計画区域の指定を検討する。 
 

 熊野地区の土地利用の見通し  ＜土地利用方針検討区域＞ 
高速道路の南伸に伴って熊野地区に御坊南 I.C が設置されたことから、御

坊南 I.C のアクセス道路の周辺部については、今後の土地利用の動向を見極

めながら、土地利用の方針の設定が必要となる。そのため、現況においては

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

方針の転換を検討する。 
 

楠井、上野、野島、野口、南塩屋東側、富安北側、吉田北側、 
北塩屋東側（東部）、明神川、熊野 

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、北塩屋西側・東側（西部） 

●自然的土地利用の区域 

●都市的土地利用の区域 
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２）土地利用のゾーニング 

商業ゾーン 
● 専門型商業地 

専門型商業地は、古くから商店が軒を連ねて、御坊の歴史とともにまちの中心とし

て栄え、形成されてきた商店街を中心とする商業地で、名屋、御坊、薗、財部地区の

県道井関御坊線及び市道松原通線沿道とする。 
● 沿道型商業地 

沿道型商業地は、国道の整備に伴って御坊圏域の交通軸として利用されている沿道

空間で、様々な都市施設が立地するとともに、沿道の利便性を活かした広域型の商業

が立地した商業地で、名屋、薗、財部、小松原、丸山地区の国道 42 号沿道とする。 
● 広域型商業地 

広域型商業地は、高速道路の御坊 I.C が整備されたことで、国道へのアクセス道路

として広域交通の要となるとともに、地域の幹線としても利用が促進された県道の沿

道に集積が進んでいる商業地で、野口、吉田、小松原、財部地区の県道日高印南線及

び御坊美山線沿道とする。 
 

公共公益ゾーン 
● 行政・業務地 

行政・業務地は、市役所や図書館などの公共施設が立地した行政サービスの中心地

であるとともに、郵便局など公益的な業務施設が集積した業務地で、薗地区の国道 42
号沿道東側とする。 
 

住宅ゾーン 
● 併用住宅地 

併用住宅地は、専門型商業地の周辺地区で、住宅に店舗などが併設された併用住宅

が多く見られる。しかし、近年、中心部の空洞化が進んでおり、空地や空家の増加が

見られる住宅地で、名屋、御坊、薗、島（西部）地区とする。 
● 専用住宅地 

専用住宅地は、住居系以外の用途や併用住宅などが少なく、戸建て住宅を中心とし

た住居系の土地利用が行われており、比較的良好な環境であるため、ミニ開発による

宅地の増加が目立つ住宅地で、小松原、吉田、藤井地区とする。 
 

緑住ゾーン 
● 集落住宅地 

集落住宅地は、市街地から離れた地域に一団の住宅地を形成しており、用途的には

専用住宅を中心とした住居系の土地利用であるが、一部には日常生活に関わる小規模

な商店などが見られる住宅地で、富安、丸山、岩内、塩屋地区とする。 
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工業ゾーン 
● 地場産業工業地 

地場産業工業地は、製材所やプラスチック工場など一団の工業団地を形成しており、

住宅地に隣接する工場が見られるものの、比較的工業系の土地利用として純化された

生産環境の良好な工業地で、名屋、北塩屋、島（東部）地区とする。 
● 新規形成工業地 

新規形成工業地は、高速道路による交通利便性の向上などから新規産業の誘致のた

めに、工業団地を整備した産業誘致型の工業地で、北塩屋地区とする。 
● 工業専用地 

工業専用地は、工場の生産環境を最優先するとともに地域住民の安全性を確保して

いくことを目的にしている工業地で、南塩屋地区の御坊火力発電所とする。 
 

農地保全ゾーン 
● 農業振興地 

農業振興地は、施設園芸など生産性の高い近代農業を支える農地で、富安、吉田地

区と野口、熊野、野島、上野、楠井の西部地区とする。 
 

緑地ゾーン 
● 自然環境保全地 

自然環境保全地は、薬師谷山からなる白馬山脈で、天然林が多く分布する豊かな自

然が残っている山地で、富安北側、明神川と熊野、北塩屋、南塩屋、野島、上野、楠

井の東部地区とする。 
● 公園・緑地 

公園・緑地は、市民をはじめ多くの人々に利用されている御坊総合運動公園などの

都市公園や日高川両岸の日高川ふれあい水辺公園（都市緑地）、地域の小公園、里山な

どを含めた公園・緑地とする。 
 
港湾・漁港ゾーン 

● 港湾・漁港用地 
港湾・漁港用地は、現在、物流拠点として整備が進められている日高港湾と地域漁

業である第 1 種及び第 2 種漁港で、北塩屋、南塩屋、野島、上野、楠井地区の海岸部

とする。 
 

水辺ゾーン 
● 河川・海岸 

河川は、豊かな自然が息づく日高川とハマボウの群生地として知られている特徴あ

る景観を形成する日高川河口部で、日高川と河口部周辺の海岸とする。 
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３）土地利用の実現化の方針 

土地利用の配置方針を具体的に実現するための規制・誘導の方針を設定する。 
商業ゾーン 

● 専門型商業地 
専門型商業地は、広域的な商業機能が失われつつあるため、既存機能を活かしなが

ら、地域住民を主体とした専門型の商業地としての機能を維持するとともに、地域交

流の場の創出など新しい機能を付加した交流型の商業地として整備を図る。 
● 沿道型商業地 

沿道型商業地は、広域幹線である国道 42 号の沿道環境の整備を促進し、都市の快

適性を高めるため土地利用の転換による社会的なニーズに対応した商業形成を図る。 
また、国道 42 号沿道は、土地利用の転換や増進に合わせて用途地域の見直しや沿

道利用型の用途地域の指定を検討する。 
● 広域型商業地 

広域型商業地は、高速道路とのアクセス機能を活かして、新たな商業機能を集積し、

御坊圏域の住民の集客と観光客などの通過交通へのサービス機能を充実して、広域的

な商業地としての整備を図る。そのため、県道御坊美山線沿道は、広域型商業地にふ

さわしい土地利用を促すため、沿道利用型の用途地域の指定を検討する。 
 

公共公益ゾーン 
● 行政・業務地 

行政・業務地は、公共公益施設が集積しているため、御坊圏域の中心都市として役

割を果たせるように、周辺住民も含めた広域的な利便性の高い環境の整備を図る。 
 

住宅ゾーン 
● 併用住宅地 

併用型住宅地は、低層建築物で高密度な市街地を形成していることや相対的な都市

機能の低下が見られるため、中心地区における土地利用の促進や建物の利用転換を促

すなど市街地の更新と都市機能の整備を図る。 
● 専用住宅地 

専用住宅地は、主に戸建てを中心とした低層住宅地として良好な住環境の形成を行

うため、生活関連施設以外の機能が混在しないように専用住居型の用途地域の指定な

ど規制・誘導の方策を検討し、良好な住環境の整備を図る。 
 

緑住ゾーン 
● 集落住宅地 

集落住宅地は、多くが農村であることから、地域の特性を守りながら、ゆとりある

環境を育み、地域に根ざした住環境の形成を図る。 
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工業ゾーン 
● 地場産業工業地 

地場産業工業地は、大部分が一団の工業団地に立地していることから、工場の良好

な生産環境の維持と利便性の増進を図る。ただし、一部の住宅地内に立地する工場は、

周辺との調和を図りながら可能な限り立地の転換を図る。 
● 新規工業地 

新規工業地は、新たに整備された工業団地であることから、高付加価値型の産業な

ど企業の立地を促し、安全で快適な工業地の形成を図る。また、日高港湾との連携な

ど地域の利点を活かした産業形成を図る。 
● 工業専用地 

工業専用地は、火力発電所として安定的な発電環境を維持するとともに、御坊第 2
火力発電所が整備された場合は、都市計画区域への編入と工業専用地域の指定を行う。 
 

農地保全ゾーン 
● 農業振興地 

農業振興地は、基幹産業の生産地として、機能的で効率の良い基盤整備を進め、生

産環境の保全・形成を図るとともに、地域の緑地空間としての機能を高める。 
 

緑地ゾーン 
● 自然環境保全地 

自然環境保全地は、人を育む機能を持つ里山など共生型の自然と、林業地や自然地

など環境維持型の自然という２つの機能の保全を図る。 
● 公園・緑地 

公園・緑地は、市民や周辺住民が利用するレクリエーション機能を高めて、快適な

利用環境と利用の促進を図る。また、里山など身近な緑地の維持管理を行い、利用で

きる緑地空間の形成に努める。 
 
港湾・漁港ゾーン 

● 港湾・漁港用地 
日高港は、海からの玄関口としての港湾機能を充実するとともに、広域的な物流拠

点として整備を進める。また、港湾の土地利用計画に基づいた用途地域の指定を行う。 
また、第 1 種・第 2 種漁港は、漁業が円滑に営まれるように漁港機能の充実を図る。 

 
水辺ゾーン 

● 河川 
河川は、周辺住民が安心して安全な暮らしができる治水機能の強化に努めるととも

に、生活に潤いを与え、交流を促す空間として水辺環境の整備を図る。また、ハマボ

ウの群生地は本市を代表する特徴ある景観として保全を図る。
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３．市街地の整備方針 

１）中心地活性化の方針 

● 中心地の整備方針  ＜中心地機能整備地区＞ 
市役所や図書館など市の中核的な施設が集積した中心地は、市民や周辺住民に行政

サービスをはじめ、都市サービスを提供する空間として、利用ニーズに対応した都市

機能の充実や高度化を図り、より利用環境の整った市街地の形成を図る。 
 

● 中心商業地の機能転換方針 
県道井関御坊線（都市計画道路斉前紀伊御坊天田橋線）沿道周辺に形成された商店

街は、古くは御坊圏域を対象にした商業の中心地であったが、今後は身近に利用でき

る近隣型商業やサービスを特化した専門型商業へと転換を促す。また、ふれあいサロ

ンなど交流機能を充実したコミュニケーションの場を創出し、人が集まり、にぎわい

のあるまちの再形成を図る。 
 

● 既成住宅地の修復型整備方針  ＜街なか居住再整備地区＞ 
密集した老朽住宅が多い既成住宅地は、都市基盤施設の整備が遅れているが、一方

で公共公益施設など都市サービス機能が充実している。このため、これらの機能を維

持しながら、歩いて暮らせる快適な住宅地を形成するために、歩行者が安全に安心し

て利用できる歩車共存型の道路や公園緑地の整備を進める。 
また、災害に強いまちづくりを目指して、民間施設の不燃化や外壁の防火などを啓

発し、地域住民が主体となった修復型まちづくりを進める。 
 

２）駅前地区の整備方針 

● 公共交通拠点の整備方針  ＜駅前面整備検討地区＞ 
JR 御坊駅は、市民や周辺住民が利用し、外来者に対する玄関口となる御坊圏域の

交通結節拠点であるため、道路網の整備促進と紀州鉄道やバスの公共交通の充実など

の交通アクセス機能を高め、利便性の高い環境形成を進める。また、駅前地区のポテ

ンシャルを活かしたまちづくりを進めるため、面的整備事業の導入を検討する。 
 

３）広域幹線沿道・交通拠点の整備方針 

● 広域商業地の整備方針  ＜広域商業機能形成地区＞ 
県道御坊美山線沿道は、新たな都市軸として商業施設などの集積を促し、都市サー

ビス機能を充実するとともに、集積した施設の機能性や利用者の快適な利用環境を形

成するため、必要な都市基盤整備を進める。また、国道 42 号沿道は、集積した商業

機能を活かしながら、消費者ニーズに対応した業種転換や土地利用転換を促し、商業

機能の再構築を図ることで今後も広域商業地としての維持を促す。 
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● 新たな広域交通拠点地の整備方針  ＜広域商業機能形成地区＞ 
御坊 I.C から野口新橋に至る県道日高印南線沿道は、広域交通拠点として市街化が

進行しており、周辺部の環境との調和を図るため、適切な規制・誘導を行う用途地域

の指定を検討する。また、宅地開発に伴う都市基盤整備を事業者と連携して進める。 
 

４）港湾地区の整備方針 
● 日高港湾の整備方針  ＜港湾機能形成地区＞ 

日高港湾は、流通港湾として港湾関連施設など港湾機能の整備が進められている。

また、御坊第２工業団地との連携や高速道路の活用による相乗効果を生み出す地域拠

点として位置づけ、日高港湾の全体整備計画の早期実現を目指す。 
 

５）工業地の整備方針 
● 日高川沿い工業地の整備方針  ＜工業生産環境維持地区＞ 

日高川河口部に立地する地場産業を中心とした工業地は、集積した工業団地となっ

ており、用途混在が少なく、生産環境が良好であるため、現在の環境を維持しながら、

周辺と調和した環境形成を図るために緩衝緑地や敷地内緑化を促す。 
 

６）住宅地の整備方針 
● 新住宅地の整備方針  ＜新居住地環境形成地区＞ 

中心地の外縁部では、宅地開発による宅地化が進んでいるため、適切な規制・誘導

の導入や建築協定などまちづくりルールにより宅地の細分化や無秩序な開発を抑制し、

地域が持つゆとりと潤いのある地域環境を維持しながら、新しい住宅地の形成を図る。 
 

● 集落地の整備方針  ＜集落居住環境形成地区＞ 
都市計画区域内に点在する集落地は、農業など周辺環境との調和を図りながら、住

宅地として住み良い住環境を実現するため、計画的な都市基盤の整備と地域の実情を

踏まえた白地地域の規制・誘導を図る。 
 

● 開発型住宅地の整備方針  ＜開発型宅地環境形成地区＞ 
宅地開発による一団の住宅地は、快適な環境が維持され、熟成されていくように、

地区のまちづくり方針を定め、法的に位置づけることで良好な住環境の形成を促す。 
 

７）農業振興地の整備方針 
● 農住共生地の整備方針  ＜農住共生型環境維持地区＞ 

都市計画区域外の農業振興地域に点在する集落地は、居住の場と農作業の場が一体

化した農住共生の機能を持っていることから、地域の産業を育成しながら、より住み

良く、安全なまちを形成するため、農業基盤整備と連携したまちづくりを進める。 
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４．都市施設の整備方針 

１）道路交通網の整備方針 

● 広域交通網の整備方針 
広域交通は、国道 42 号と近畿自動車道紀勢線が主軸となり、その主軸と御坊圏域

をつなぐ県道で形成されている。 
高速道路は、和歌山市や大阪都市圏及び紀南地域との連絡性を高めるために、4 車

線化を促進し、連絡機能の強化を図る。 
また、御坊圏域における都市間交通を円滑にするため、国道 425 号や県道御坊由良

線、御坊美山線、江川小松原線など広域幹線道路の交通機能の充実を図る。 
 
高速広域幹線整備推進路線 

 近畿自動車道紀勢線 
 
都市計画道路整備推進路線 

 県道御坊美山線（都市計画道路下財部出島線） 
周辺町村や御坊 I.C と御坊市中心部をつなぐ圏域の幹線道路であることから、

道路拡幅による歩道の整備など歩車分離を行い、安全で利便性の高い交通環境

を形成し、交通の円滑化を図る。 
 

● 市内幹線道路網の整備方針 
市内幹線道路網は、地域内交通を円滑に処理するため、将来の交通需要を想定し、

広域幹線道路と連携した都市計画道路や県道、一級市道の幹線道路とが連携した快適

な道路網を構築する。そのため、計画路線の整備推進と新規構想路線を検討して長期

的な展望に立った整備を進める。 
 
都市計画道路整備推進路線 

 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 
 都市計画道路斉前紀伊御坊天田橋線 

 
都市計画道路構想路線 
 （仮称）都市計画道路駅前道成寺線 

JR 御坊駅から藤井の県道御坊美山線に至る路線を整備することで、中心部

の通過交通を軽減するとともに、藤井や吉田の地域内交通を円滑にする。また、

道路整備と合わせて JR 御坊駅前広場の交差点形状の改善を図る。 
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 （仮称）都市計画道路八幡下野線 
藤田町吉田から藤井まで堤防道路である県道御坊美山線を整備することで、

周辺町村から中心部への利便性を高める市街地の外周道路として市域内交通機

能の充実を図る。 
 （仮称）都市計画道路藤井堤防線 

県道玄子小松原線のバイパス道として、市道駅前道成寺線と県道御坊美山線

を南北間につなぐ新たな都市計画道路の計画・整備を検討し、吉田地区などの

北部と県道御坊美山線の南北交通の円滑化を図る。 
 都市計画道路吉原道之瀬線の延伸 

市街地内の交通利便性を高めるために、都市計画道路道成寺天田橋線まで路

線を延伸し、東西方向の交通機能の強化を検討する。 
 
 

● 地区内道路の整備方針 
地区内道路は、地区内の主たる交通機能を果たす幅員 6m 程度の生活幹線道路と身

近な道路である生活道路に分けた上で、地域住民と協働してセットバックによる拡幅

整備と面的整備事業の導入を検討し、整備の推進を図る。 
 

● その他道路の整備方針  ＜農免道路整備推進路線＞ 
市内幹線道路に位置づけた都市計画道路や県道、一級市道以外の道路で、市域の地

域間交通機能を有する農免農道などは、市域の交通機能を高めていく上で一体的な道

路網として捉え、計画段階から調整を行うとともに、計画路線の整備推進を図る。 
 

● 歩行者空間の整備方針 
歩行者や自転車利用者に配慮した交通環境を形成するため、国道や県道の主要道路

と通学路に指定されている市内幹線道路は、歩道の整備による歩車分離を進める。 
また、中心地や既成市街地では、住民が安心して安全に街中を歩くことができ、車

もゆっくりと通行できる歩車共存型のまちづくりに向けて、住民の合意を形成し、道

路の環境整備を図る。 
 

● 公的な駐車場の整備方針 
公共公益施設は、各施設の需要に合わせた駐車場の確保を図る。また、公共公益施

設が集積している地区は、駐車場の相互利用のシステムを検討するなど利用者に利便

性の高い駐車場の運営を図る。 
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● 民間駐車場の整備方針 
商業・業務施設や住宅などは、関係法令や条例に基づいた駐車台数の確保を行うと

ともに、通行車両の増加による住環境の悪化への防止対策を講じるなど周辺に配慮し

た施設の整備を指導する。 
 

● 交通阻害要因の解消方針 
鉄道と交差する道路は、踏切による交通遮断が発生するなど交通の阻害要因になっ

ていることから、跨線橋の設置など対応策を検討し、その解消を図る。 
 
 

２）公共交通の整備方針 

● 鉄道の整備方針 
鉄道（JR 紀勢本線）は、誰もが快適に利用できる広域公共交通としての役割を担

い、新型車両の導入などで快適性の向上が図られているが、さらに、地域の実情に即

した交通環境の充実を目指し、運行密度を高めて利便性の向上を図るとともに、駅施

設のバリアフリー化など利用環境の改善を促す。 
 

● 地域内公共交通の整備方針 
地域内の公共交通は、JR 御坊駅と中心部を連絡する紀州鉄道が運行されている。

また、路線バスが市域及び周辺町村を結んでいる。これら既存の公共交通機能を活か

しながら、地域のニーズに合わせた路線や運行時間の変更など柔軟な運営体制づくり

を促す。 
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３）公園緑地の整備方針 

● 公園の整備目標の設定 
本市は、日高川や海岸線の水辺環境や河南を中心に農地や森林などの緑地環境を有

する豊かな自然環境に恵まれている。また、市民や周辺住民が利用できる都市基幹公

園として御坊総合運動公園や日高川ふれあい水辺公園が整備されている。その反面、

地域住民が気軽に利用できる身近な公園が不足しているため、潤いある快適な生活環

境の形成を図る「歩いて行ける身近な公園」を中心に適切な公園の配置を目指す。 
 

公園の整備目標面積は、「第六次都市公園等整備七箇年計画」で示されてい

る住民一人当たり 17 ㎡（大規模公園を含むと 20 ㎡）とする。 

＜目標面積 39.1ha＞ 
 
※現況：都市公園面積 36.31ha（その他公園含む 38.01ha） 

 
● 街区公園の整備方針  ＜身近な公園整備検討区域＞ 

子どもの遊び場であり、住民の憩いや交流の場として歩いて行ける身近な公園の適

正な配置を目指し、住区内の特性や利用目的に応じて段階的な整備を進める。また、

比較的まとまりのある緑地や広場、施設の跡地などを再整備して街区公園にするなど

早期整備に向けた取り組みを図る。 
 

街区公園の整備目標面積は、住民一人当たり 1 ㎡とする。 

＜目標面積 2.3ha＞ 
 
※現況：名屋公園 0.2ha 

 
● 近隣公園・地区公園の整備方針 

近隣公園や地区公園は、街区公園の整備を促進していく中で、都市基幹公園と整合

を取りながら、地域の中核となる公園として生活環境を高めていくため、用地確保な

ど諸条件を勘案しながら、整備に向けた取り組みを図る。 
 

近隣公園・地区公園の整備目標面積は、住民一人当たり 3 ㎡とする。 

＜目標面積 6.9ha＞ 
 
※現況：その他の公園 4 ヶ所 1.7ha 
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● 都市基幹公園の整備方針  ＜都市基幹公園整備推進区域・アクセス道路整備推進路線＞ 
都市基幹公園は、御坊総合運動公園と日高川ふれあい水辺公園の２ヶ所である。 
日高川ふれあい水辺公園は、市民や周辺住民、外来者が水辺に親しみ、憩いや交流

が図れる場を維持する。また、日高川ふるさとの川整備計画の全体構想は、河川環境

や景観保全を優先して地域住民とともに検討し、防災上必要な整備を進める。御坊総

合運動公園は、利用者の利便性を高めて利用を促すために、農免道路からのアクセス

機能を確保するとともに、国道から直接アクセスする道路整備を検討する。 
 

都市基幹公園の整備目標面積は、住民一人当たり 4.5 ㎡で、目標面積が

10.4ha となるが現況で 36.31ha と目標面積を満たしており、維持管理を図る。 
 
※現況：御坊運動公園 17.16ha（計画面積 17.2ha）、日高川ふれあい水辺公園 19.15ha（計

画面積 27.47ha） 
 

● 総合的な緑地形成の方針 
「花まるごぼう」にふさわしい緑豊かなまちづくりを行っていくため、公的な公園

や緑地だけでなく、敷地内緑化や壁面緑化などまち全体の緑を対象とした「緑の基本

計画」の策定を検討し、市民と行政の協働による緑地形成を図る。 
 

● 公共空間の緑化方針 
市の木である「くろがねもち」や市の花である「こぎく」を街路樹や公共施設の敷

地内緑化に利用して、御坊らしい沿道空間やスポット的な緑地空間を形成することで

緑豊かな市街地の形成を図る。 
 

● 貴重な緑地空間の保全方針 
神社仏閣や旧家などには、県や市の指定を受けた天然記念物などがあり、現在まで

受け継がれてきた貴重な緑地空間が形成されていることから、これらの緑と周辺部を

含めた一体的な区域を地域の景観として、地域住民の協力を得ながら保全を図る。 
 

● 里山などの山林緑地の保全方針  ＜里山環境形成区域＞ 
亀山などの里山は、御坊の歴史を物語る景観であるとともに、昔から地域に親しま

れ、利用されてきた山林緑地であることから、再度、地域との関わり合いや活用の仕

方を検討し、地域の一部として利用できる環境の再生を促す。 
 

● 自然生態観察公園の整備方針  ＜自然生態観察公園整備検討区域＞ 
市の天然記念物に指定されているハマボウの群生地は、本市を代表する景観として

保全する。また、人と自然が触れ合う都市の憩いの場として自然生態観察公園の整備

を検討する。 
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４）上下水道の整備方針 

● 上水道の整備方針 
生命の源である水の安定かつ安全な供給を行っていくため、長期配水計画に基づい

た給水施設や管路網の整備と老朽管の早期解消を目指して更新を進める。また、水源

となる河川の水質管理による汚濁防止対策の推進や高度な浄化技術の導入を検討する。 
 

● 公共下水道の整備方針  ＜公共下水道区域・特定環境保全公共下水道区域＞ 
和歌山県全県域汚水適正処理構想において、河北の御坊処理区は公共下水道、河南

の塩屋処理区は特定環境保全公共下水道として計画されている。 
塩屋処理区は事業着手に向けて順次作業が進められており、事業の円滑な推進を市

民の協力を得ながら進める。 
御坊処理区は、海や河川など公共用水域の水質汚濁を防止し、衛生的な生活環境を

形成するため、地域住民の協力を得ながら公共下水道の整備に向けて計画的に進める。 
 
※建築基準法及び浄化槽法の改正により平成 12 年 6 月から新築する場合、個別処理施設の

設置が義務づけられた。御坊市の年平均着工件数は、住宅が約 160 戸で、うち御坊処理

区で約 100 戸である。 
 

● 農業集落排水の整備方針  ＜農業集落排水整備済み区域・農業集落排水整備区域＞ 
農業集落排水事業による処理区は、河北で 2 区、河南で 4 区の 6 区で計画されてお

り、そのうち 3 区が整備完了、1 区が事業中である。今後、地域住民の整備要望など

意向を把握しながら、計画的に整備を進める。 
 

● 個別排水処理の整備方針  ＜個別排水処理区域＞ 
公共下水道及び農業集落排水の処理区域外についても適切な汚水処理を図るため、

助成制度の活用などによる支援策の充実と地域住民への啓蒙を行い、個別処理施設の

整備を促す。 
 
 
御

 
 
 
 
 
 
 上

坊市生活排水処理基本計画

面積 人口(人) 対象家屋（戸）
(ha) 現況 計画 現況 計画

御坊
薗、島、御坊、湯川、
藤田

442.1 18,559 18,700 7,069 7,110 公共下水道

塩屋
天田、北塩屋、南塩屋、
湊、岩内、猪野々、森岡

104.8 3,432 3,740 1,059 1,244
特定環境保全
公共下水道

富安
上富安、下富安、
小谷団地

23.4 938 1,110 266 266 農業集落排水 事業完了

吉田 北吉田 17.3 602 840 195 247 農業集落排水
野口 野口 17.1 959 1,260 281 286 農業集落排水
野島 野島 5.9 336 470 87 95 農業集落排水 事業完了
加尾 加尾 7.7 416 1,050 94 266 農業集落排水 事業中

野・楠井 上野、楠井 26.2 1,513 2,100 422 424 農業集落排水 事業完了
個別処理 合併浄化槽

事業名 状況処理区 区域名
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５）その他都市施設の整備方針 

● 卸売市場の整備方針 
日高地方卸売市場は、年間取扱能力 24,000t の卸売機能を有しており、都市施設と

しての機能の維持を促す。 
 

● 火葬場の整備方針 
河北の御坊市斎場、河南の南塩屋区が管理する火葬場が位置する場所は、比較的周

辺環境に影響の少ない立地ではあるが、周辺に配慮した施設運営を行うとともに、利

用者の利便性の向上や新たなニーズへの対応など施設機能の充実を図る。 
 

● ごみ焼却施設の整備方針 
大気汚染の軽減や資源の有効活用による持続可能な社会の形成が求められる中、住

民の生活様式の変化に伴って多様化する廃棄物を安全で効率的な処理を行うため、技

術革新に対応した処理機能の向上や計画的な施設の更新を図る。 
 

● 不燃物処理施設の整備方針 
平成 11 年に楠井不燃処理場が閉鎖された。現在、排出者が個々に民間事業者に依

頼し、処理が行われている。今後、都市活動や日常生活から排出される不燃物を環境

に配慮しながら、安全に安定的な処理をしていくため、市民とともに新たな処分場の

整備を検討する。 
 

● し尿処理施設の整備方針 
農業集落排水や公共下水道の整備に伴う、し尿処理や汚泥処理の変化に合わせた施

設維持を行うとともに、汚水処理が普及することで発生する浄化槽汚泥の増加に対応

した汚泥専用処理施設の整備や機能の充実など必要な施設機能への転換を図る。 
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５．都市環境・景観形成の方針 

１）市街地環境・景観の形成方針 

● 市街地環境の形成方針 
市街地の環境を土地利用や建物用途など区域ごとに、統一感と地域性のあるまちづ

くりを図っていくため、建築条例や緑化協定など地域独自のルールづくりなどを市民

主体となって進め、個性豊かな市街地環境の形成を促す。 
 

● 歴史的環境の形成方針  ＜歴史的景観保全推進区域＞ 
日高別院や町家などの歴史的な建築物と産業遺産など都市の歴史を物語る景観を保

全し、これらの景観を地域の特性としてまちづくりに活かし、新旧が共存する都市を

整備することで、誇りと愛着のある都市環境の形成を促す。 
 

● 沿道景観の形成方針  ＜沿道景観規制誘導区域＞ 
国道 42 号や主要県道は、都市の骨格として市民や周辺住民など多くの人々が利用

する沿道空間であることから、街路樹などによる沿道の緑化や交通安全施設、交通サ

インなどの色彩、デザインの連続性や統一感を演出した景観形成を図る。また、河南

の国道 42 号沿道や高速道路沿道は、「和歌山県屋外広告物条例」の活用による秩序あ

る沿道景観の形成を図る。 
 

● 鉄道沿線景観の形成方針  ＜沿線景観形成区域・地域景観形成ポイント＞ 
JR 紀勢本線沿線や紀州鉄道沿線は、車窓から見える景観として、視線の位置や見

え方に配慮した地域の景観づくりを促すとともに、交通の拠点となる駅舎をポイント

として地域性を伝える景観形成を促す。 
 

● 公共施設景観の形成方針 
公共施設は、市街地で比較的まとまりのある空間を形成していることから、市街地

の景観を形成する重要なポイントとして、施設配置やデザイン、色彩などに市民の意

見を取り入れながら、利用者にくつろぎや交流を促すふれあいの場が創出できる景観

の形成を図る。 
 

● 民間施設景観の誘導方針 
民間施設において都市の景観に配慮した整備を行ってもらうため、整備へのインセ

ンティブとして、緑化や公開空地の形成への助成制度や税制優遇措置の検討、都市の

景観形成に寄与した建築物等への顕彰を行い、景観に対する意識の啓発する誘導策を

検討する。 

 －37－



 
 

２）自然環境・景観の形成方針 

● 日高川の水辺環境の形成方針  ＜水辺環境形成区域＞ 
日高川の河川敷は、日高川ふれあい水辺公園として、市民や周辺住民など多くの人々

に利用される親水空間が形成されている。今後は、野口新橋より河口部の河川環境を

維持しながら、散策路や景観のビューポイントの整備など親しめる環境づくりを図る。 
 

● 小規模河川の親水性の整備方針 
下川など市街地を流れる小規模河川や水路などの排水機能を維持しながら、子ども

や地域住民が利用できるように近自然工法などを取り入れて、安全に利用できる親水

空間の創出を目指した取り組みを進める。 
 

● 海岸景観の形成方針  ＜海岸景観展望ポイント検討区域＞ 
河南の海岸線には、太平洋が広がる雄大な景観がある。この景観を見る眺望のポイ

ントがないことから、農免農道の整備に合わせて御坊の新しいビューポイントとして

展望台の設置など景観を利用した観光拠点づくりを検討する。 
 

● 都市内緑地の保全方針  ＜都市内緑地保全区域＞ 
市街地の周辺部に形成された優良な農地は、都市の貴重なオープンスペースとして

人々に潤いを与えている緑の空間であることから、農業振興地域整備計画と整合性を

保ちながら計画的な保全を図る。 
 

● 里山空間の整備方針 
市街地に隣接する亀山などの里山は、地域景観を形づくる要素として保全するとと

もに、本来、地域住民に親しまれてきた空間としての役割を取り戻すため、住民が主

体となって整備や利用を図る。 
 

● 地域固有の景観の形成方針 
日高別院や熊野街道の王子跡など県・市指定の文化財が地域の各所に残っている。 
この文化財は、地域風土が感じられる生きた景観として地域住民に愛されており、

環境保護施策の実施や地域活動を通して進め、守り育てる。 
 坊
 日
 光湯

御 市の文化財
名　　　称 指定種類 指定年月日 指定 名　　　称 指定種類 指定年月日 指定

高別院のいちょう 天然記念物 S33.4.1 県 善童子王子跡 史跡 S45.5.12 市
専寺の柏槙 天然記念物 S33.4.1 県 愛徳山王子跡 史跡 S45.5.12 市
川神社の樟 天然記念物 S43.3.25 市 海士王子跡 史跡 S45.5.12 市

ハマボウの群生 天然記念物 S43.4.17 市 上野王子跡 史跡 S44.5.8 市
塩屋王子神社の社叢 天然記念物 S54.5.28 市 仏井戸 史跡 S44.7.18 市
古田春三家の屋敷林 天然記念物 H1.5.24 市 小竹八幡宮旧跡 史跡 S45.9.12 市
日高別院(本堂･表門･裏門･鼓樓･鐘樓) 建造物 H10.1.21 市 広畑１号墳 史跡 S47.6.14 市
塩屋王子跡 史跡 S33.4.1 県 広畑２号墳 史跡 S47.6.14 市
岩内古墳群、１号墳、３号墳 史跡 S55.2.14 県 秋葉山古墳 史跡 S48.7.12 市

亀山城跡(址) 史跡 H1.5.24 市
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３）環境保全の整備方針 

● 道路交通の環境改善の方針 
道路交通による排出ガスや騒音、振動など公害を防止するため、紀州鉄道やバスな

どの市内公共交通を積極的に活用し、交通量の軽減による環境改善を促すとともに、

環境にやさしい快適な移動手段の確保に努める。 
 

● 資源循環型社会の形成方針 
資源を有効に活用していくため、リサイクル活動を支援し、廃棄物の低減を図るリ

サイクルステーションの設置や資源ごみの分別回収を促進し、再資源化されるシステ

ムの構築と収集の徹底を図る。 
 

● 環境にやさしい建築物の整備方針 
環境負荷の少ない建築を推進するため、環境共生型住宅や環境低負荷型建築物など

の建設を促す税制優遇措置を検討するとともに、大規模施設を中心にライフサイクル

における省エネルギー化を図る施設整備や維持管理など環境負荷の少ないまちづくり

を促す。 
 

● クリーンエネルギー活用の整備方針 
太陽光や風力などを利用したクリーンなエネルギーの供給対象の整備拡大を図ると

ともに、住宅などに対しても太陽光発電の設置に対する助成制度の充実などクリーン

エネルギーの利用を進める。また、燃料電池など次世代技術を利用したクリーンエネ

ルギーの供給に向けて情報収集や社会実験の実施を検討する。 
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６．都市防災の整備方針 

１）自然災害に関する整備方針 

①地震災害への対応方針 
● 都市防災機能の整備方針  ＜防災機能強化推進区域＞ 

木造家屋が密集する市街地の防災機能を高めるため、不特定多数が集まる場所や施

設が立地する地区を中心に、準防火地域や防火地域など法的な規制・誘導や外壁や軒

裏など外構部の防火対策を行い、都市の不燃化を推進することで延焼など災害の拡大

を防止する。また、耐震診断の実施と必要に応じた耐震補強など既存建築物の耐震化

を情報提供などにより啓発する。 
 

● 避難施設の整備方針  ＜避難施設整備検討区域＞ 
御坊市地域防災計画に指定された避難施設は、住民が安心して避難できるよう耐震

性の強化など機能の確保を図る。また、避難距離などから施設が不足する地区は、避

難施設の指定の見直しを行う。 
 
 
　薗会館

  わ

 
 職

   市立体育館

  勤労青少年

   御坊市中央

 
  御坊市役所

  福祉セ

   さ

   ち
  島会館

   市立武道館

 
 

■避難施設
施設名 所在地 施設名 所在地 施設名 所在地

  島358-1    財部会館  湯川町財部485    野口会館  野口1339

　 かば保育園  島333    猪野々会館  塩屋町北塩屋1973-8    熊野会館  熊野988

　 業訓練センター  薗300-4 ※湯川小学校  湯川町小松原179    岩内会館  岩内139

※御坊小学校  薗226 ※湯川中学校  湯川町小松原50 ※河南中学校  塩屋町北塩屋300

  薗87-1    湯川コミュニティセンター  湯川町小松原317-1 ※塩屋小学校  塩屋町南塩屋17

 ホ－ム  薗88-1    湯川文化会館  湯川町富安1913-7    祓井戸会館  名田町野島3403

 公民館  薗378-1    しらゆり保育園  湯川町富安1913-7    明神川会館  明神川1111

  薗350    上富安集会場  湯川町富安1028    森岡会館  塩屋町南塩屋1915

 ンタ－  薗350    日高高等学校  島45 ※名田小学校  名田町野島326

 ざなみ保育園  薗500 ※藤田小学校  藤田町藤井2047-1 ※名田中学校  名田町上野1348-15

※御坊中学校  島10    藤田会館  藤田町吉田288-1  名田町野島77 

 どり保育園  島448    藤田コミュニティセンター  藤田町藤井2119-1

  島486-1    紀央館高等学校  湯川町小松原43    野島会館  名田町野島1747

  島426-1 ※野口小学校  野口761    楠井会館  名田町楠井1940-2

   野口コミュニティセンター  野口254    塩屋王子神社  塩屋町北塩屋内

※印は拠点避難所 （御坊市地域防災計画H14）

塩屋地区は、津波から避難するため先ず背後の高台に避難し、津波の危険が回避された後、塩屋小学校に避難する。

   国立和歌山工業
　 高等専門学校

 
● 防災拠点施設の整備方針 

市役所、消防署、警察署等の施設は、災

害復旧や応急活動の中心的役割を担うこと

から、施設の耐震性など基本的な機能の確

保を図り、情報収集や指揮など円滑に行う

ための情報インフラや非常電源など拠点的

な機能を段階的に整備する。また、ヘリコ

プター発着場や応援部隊活動拠点は、重要

な交通・輸送手段として、24 時間利用でき

る施設機能の確保を図る。 

■ヘリコプター発着場・応援部隊活動拠点
名　称 所在地

ヘリコプター発着場
※防災センター  野口29
※御坊小学校  薗226
   多目的広場  藤田町藤井
   河南中学校  塩屋町北塩屋300
   塩屋若もの広場  塩屋町北塩屋951
   御坊総合運動公園  塩屋町南塩屋1143
   国立和歌山工業高等専門学校  名田町野島７７

   名田中学校  名田町上野1348-15

応援部隊活動拠点
   オートキャンプ場  野口

（御坊市地域防災計画H14）

※印は応援部隊活動拠点との併設施設
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● ライフラインの機能維持方針 
都市機能の中で生活を支える重要な機能として、水道や電気などライフラインの幹

線が災害時においても維持されるように耐震性の向上を図る。また、避難施設を中心

に飲料水を確保するため、耐震性飲料用貯水槽の設置を検討する。 
 

● 避難路の確保方針 
主要な幹線道路を中心に避難施設までの避難路を確保するため、道路の拡幅整備や

沿道施設の不燃化・耐震化の促進など災害時においても安全に避難できる空間の確保

に努める。 
 

● 緊急輸送路の整備方針  ＜緊急輸送路整備路線・緊急輸送路整備検討路線＞ 
御坊市地域防災計画に指定されている緊急輸送路は、ヘリコプター発着予定地や応

援部隊活動拠点と市域を結ぶ重要な幹線である。そのため、緊急輸送路に指定された

道路整備を推進するとともに、新たな緊急輸送路の整備など災害時においても各施設

が連携できる交通機能を確保し、市域の救援活動を円滑に行える体制づくりを図る。 
 

● 防災情報の提供方針 
災害による被害の拡大を防止し、人命の確保を図るためにハザードマップの作成に

よる防災情報の提供に取り組む。また、民間の建物に対する耐震診断や耐震補強の情

報などを県や建築士会と連携して情報提供を図る。 
 

● 地域防災活動の方針 
ハザードマップなどにより公開された情報を基に、避難訓練などを実施して地域住

民の防災意識が高揚するとともに、地域住民が迅速に、かつ安全に避難できる避難方

法や避難ルートの検証と必要な改善対策の実施を図る。 
 

②水害への対応方針 
● 日高川の治水対策の整備方針  ＜治水対策実施区域＞ 

日高川の治水対策は、市民が安心して都市生活を営む上で非常に重要な要素である。

そのため、県と連携して河川整備を計画的に進めるとともに、堤防の適切な維持管理

を図り、水害に強いまちづくりを進める。 
 

● 小規模河川の整備方針 
市内の小規模河川は、浸水などによる家屋への被害を解消するため、計画的な河川

改修を進める。また、開発指導要綱等により農地の無秩序な開発の防止、あるいは開

発に伴う適正な雨水貯留施設や排水施設の整備を促す。 
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● 雨水処理の整備方針 
雨水処理上の最も大きな課題である市街地への雨水流入量を軽減することを目的に、

山林などの自然地の環境保全と管理を図り、保水力の回復を図る。また、市街地にお

いても浸透性舗装による道路整備や敷地内への浸透桝の設置など雨水流出抑制機能を

高め、自然の保水機能の回復を図る。 
 

● 津波・高潮対策の整備方針 
日高川の河口部や塩屋・名田地域の海岸部など高潮の影響を受けやすい地区を中心

に、「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国・県と連

携して計画的に進める。 
また、津波や高潮の影響を受けやすい重要な水防箇所を中心に、電動化による自動

水門の設置などを県と連携して検討する。 
 

● 避難対策の整備方針 
海岸部や日高川河口部などの標高の低い地域は、南海地震などによる津波で大きな

被害を受けることが予想される。このため、人命を最優先に考えて子どもから高齢者

まで安全に避難できるように、高台や堅牢建物などを避難場所として指定し、避難訓

練などを通じて避難ルートと避難施設の認識度を高めていく。 
 

● 治山対策の整備方針  ＜治山対策実施区域＞ 
地すべり危険箇所や崩壊土砂流出危険地区、山腹崩壊危険地区、急傾斜地崩壊危険

区域などの地区は、人命と財産を守るために危険度の分析を行い、危険度に応じて家

屋移転の促進や治山対策を計画的に進める。また、降雨時の警戒活動体制を確立し、

迅速な情報提供と避難誘導による被害の未然防止に努める。 
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２）都市災害に関する整備方針 

①火災への対応方針 
● 消防力の強化方針 

消防活動が日常時を基本に消火栓や防火水槽の適切な配置を図るとともに、河川や

水路からの取水や耐震性防火水槽の重点配置など、災害時に対応できる消防水利施設

の計画的な整備を図る。また、消防車両や消防機材などハード的な消防力や人材の育

成など消防の総合的な機能を高める。 
 

● 火災予防機能の整備方針 
既成市街地を中心に木造家屋が多く、高密度な市街地においては、火災を起こさな

いために建物の不燃化や既存建物の外壁などの防火対策を進めるとともに、大規模化、

複雑化する施設に対して消防法令等による消防用施設等の設置を指導する。また、整

備後の維持管理の徹底を行うことで、施設防災機能の向上を促す。 
 

● 消火活動機能の整備方針 
大規模化、複雑化する施設に対して、迅速かつ適切な消火活動が実施できるように、

消防法令等による消防用施設等の維持管理を徹底するとともに、消防活動空地の設置

など消火活動の円滑化を図る機能の充実を啓発し、確保を促す。 
 

● 自主防災機能の形成方針 
地域住民による自主防災組織の設立を促す。また、備蓄庫の適切な配置による消防

機材の充実で自主防災機能の向上を図る。 
 

● 特別防災区域の対応方針 
御坊火力発電所は、石油コンビナート等特別防災区域に指定された区域内にあるこ

とから、災害の発生及び拡大の防止に必要な措置を講じるとともに一体的な防災体制

の確立を図る。 
 

②交通災害への対応方針 
● 交通の整序化の方針 

広域幹線道路や市内幹線道路と生活道路の機能分担が行われた道路網を形成するこ

とで、市民が身近に利用する生活道路への通過交通の流入を防ぎ、道路の機能にあっ

た交通量に抑制することで、歩行者や自転車など通行の安全性の確保を図る。 
 

● 道路環境整備の方針 
幹線道路の歩道未整備区間の解消を図るとともに、交通の円滑化と歩行者の安全性

の向上を図るため、ガードレールやカーブミラーなど交通安全施設の整備を進める。 
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７．住宅の整備方針 

１）公的住宅の整備方針 

● 市営住宅の整備方針 
市営住宅は、市営住宅再生マスタープランに基づいて、居住水準の向上と住宅スト

ックの質及び住環境の改善を図るため、建替えや個別改善を計画的に進める。 
建替え対象の市営住宅は、民間賃貸住宅の供給が不足するファミリー世帯への対応

や、福祉と連携したグループホームなどの需要も考慮した整備を検討する。 
 

● 居住環境の誘導方針 
民間賃貸住宅の居住水準の向上を図り、良質な住宅ストックの形成を図るため、特

定優良賃貸住宅制度の導入などの助成制度を活用し、民間賃貸住宅の建設を誘導する

とともに、事業者が安心して供給できる支援体制づくりを検討する。 
 
 

２）民間住宅の建設誘導方針 

● 住宅団地の整備方針 
北塩屋住宅団地の整備など若者の定住を促進するための良質な宅地の供給を図り、

民間住宅の整備を促すとともに、住宅団地の開発のモデルとして良質な宅地開発を促

す。 
 

● 環境対応型住宅の整備方針 
環境に配慮した負荷の少ない住宅供給を促していくため、省エネルギー住宅や高耐

久性住宅などへの融資制度や助成制度の創設を検討し、整備を促す。 
 

● 優良田園住宅地の整備方針 
豊かな自然とゆとりある生活を求めて流入する都市住民などの受け皿として、余裕

のある敷地規模が確保され、家庭菜園などを設けた低層戸建て住宅が想定された優良

田園住宅地の整備を検討する。 
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８．福祉のまちづくり方針 

１）バリアフリーまちづくり方針 

● 法的な基準による整備方針 
和歌山県福祉のまちづくり条例など福祉関連法制度に基づいて、公共公益施設や商

業施設などの不特定多数を集客する施設の計画に関する指導を徹底し、福祉に対応し

た施設づくりを進める。また、既存施設の整備基準への適合を目指して、段階的な改

修への取り組みを図る。 
 

● モデル地区による整備方針 
■モデル地区位置図

公共公益施設や歩道をはじめとする外部空間

のバリアフリー化による福祉のまちづくりを市

民に見える形で効果的に示すために、市民参加

で策定した「御坊市福祉のまちづくりモデル地

区整備計画」に基づいたモデル地区を指定し、

そのモデル地区内を集中的に整備することで、

バリアフリーのまちの実現を図る。 

バリアフリー化 
モデル地区 

 
● 総合的整備構想による整備方針 

高齢者や身体障害者、妊産婦など公共交通機

関を利用するすべての人に対して、移動の利便

性や安全性の向上を促進するため、総合的な整

備を進める上での基本となる交通バリアフリー

基本構想の策定を検討する。 
 

● 民間施設のバリアフリー化の支援方針 
高齢社会を迎え、住宅など民間施設のバリアフリー化を促進し、自立できる居住環

境や快適な利用環境を形成するため、施設の改修や改善を行う支援機能の充実を検討

する。 
 

２）すべての人が利用しやすいまちの形成方針 

● ユニバーサルデザインへの展開方針 
すべての人々が気持ちよく使えるようにあらかじめ都市や生活環境を整備する段階

で、ユニバーサルデザインの理念を取り入れ、バリアフリーから一歩進んだまちづく

りを図る。 
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９．市民参加のまちづくり方針 
１）参加の基礎的条件の整備方針 

● 情報共有の方針 
行政によるまちづくりの推進状況や計画などを公開し、すべての人が見ることがで

きる環境を整えるとともに、市民によるまちづくり活動を広く知っていただくため、

ホームページなどの情報発信をする場の充実を図る。 
 

● まちづくり人材の育成方針 
地域や市全域でまちづくりを進めていく上で、地域住民をまとめ、行政との橋渡し

を行える地域まちづくりリーダーが必要となる。そのため、まちづくりリーダーを育

てていく「まちづくり講座」など人材育成の実施を検討する。 
 

● 多様な主体の参画方針 
行政、市民、企業、団体など様々な活動主体にまちづくり活動の意義を理解しても

らうために、情報発信による啓発を進め、まちづくりへの参加の動機づけを行う。 
 

２）市民参加のまちづくり活動方針 
● 市民参加の組織づくりの方針 

年齢、性別などを問わず多くの市民が参加して、多様な角度から住み良く活動しや

すいまちを目指して、平成 14 年度から活動しているまちづくり市民会議「わいわい

GOBO」による市民参加のまちづくりを進める。 
 

● 市民参加による公共空間の整備・管理の方針 
公園緑地や公共施設などの公共空間が市民の身近な場となるように、計画・整備の

段階から参加を促し、地域に親しまれる場づくりを行う。また、公園緑地などの公共

空間の日常管理に市民が継続的に参加できるシステムづくりを検討する。 
 

３）市民と行政のパートナーシップによるまちづくり方針 
● 市民主体のパートナーシップによる取り組み方針 

市民が主体となって地域課題に取り組み、地域の活力や魅力づくりを行う活動に対

して、行政も協働してまちづくりを行っていくための仕組みが必要である。そのため、

市民参加を図る基本的な条例の制定、助成制度の創設及び人的支援を検討する。 
 

● NPO 活動に対する取り組み方針 
NPO 活動やコミュニティビジネスは、市民活動の一つの組織形態や活動形態である

ことから、今後、まちづくりにおいて重要な役割を担うことが期待される。そのため、

市民活動を組織化する NPO の設立やコミュニティビジネスの立ち上げに向けた取り

組みに対して、県と連携しながら支援を図る。 
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第３章 地域のまちづくり方針《地域別構想》 
 

 
 
 

 



 第３章 地域のまちづくり方針《地域別構想》 
 

１．計画の目的 

１）地域別構想の目的 

地域別構想では、一定の区域毎に構想づくりを行うこととし、日常生活に関わりの

深い自治会区分や学校区及び土地利用の状況などを考慮して、市域を一定のまとまり

ある地域に区分する。その上で、地域毎にまちづくりプランを策定した。 
地域別構想は、地域特性を踏まえて、全体構想の内容をより具体的で、かつ、詳細

なまちづくりの方針を策定することを目的とした。従って、地域住民の意向を十分に

反映して地域毎の将来像を定め、それを実現するための整備方針を分かりやすく表現

した。 
 

２．地域区分 

１）地域区分の方針 

地域区分は、地域の成り立ち、社会的なつながり、まちの機能的な関連性など、コ

ミュニティの形成についての社会的な要因、及び各地域のまとまりの制約となる地形、

道路、河川、鉄道などの物理的な条件を加味して設定する。 
具体的な要素としては、①旧町村界、②自治会、③小・中学校区、④地形的な条件、

⑤土地利用の状況、⑥広域幹線道路、鉄道、河川など地域分断要素、⑦その他地域の

特性に配慮して設定する。 
 

２）地域区分の検討 

御坊市の成り立ちは、明治 22 年の町村制で御坊、湯川、藤田、野口、塩屋、名田

の 6 カ村が成立し、昭和 29 年に御坊町と湯川、藤田、野口、塩屋、名田の 5 カ村が

合併して御坊市が誕生した。この経緯から、合併前の旧町村において、現在でも地域

のコミュニティが一体的に形成されている。また、自治会及び小学校区も旧町村とほ

ぼ同様の区分で、御坊、湯川、藤田、野口、塩屋、名田となっている。 
地形的な条件としては、日高川により河北と河南に分割されており、その他に平坦

部と段丘部、山地部などの地形的な条件を加味する。 
土地利用や交通からまちの機能を見ると、高速道路 I.C の立地や県道御坊美山線な

ど交通ネットワークの状況、それに伴う土地利用の状況を加味する。 
以上の考えに基づいて、地域別構想は次表の 6 つの地域区分を設定する。 
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地域名 地域の範囲 
御坊地域 名屋、御坊、薗、島、財部と吉田の県道御坊美山線より南側の部分 
湯川地域 富安、丸山、小松原、財部の県道御坊美山線より北側の部分 
藤田地域 藤井、吉田の県道御坊美山線より北側の部分 
塩屋地域 北塩屋、南塩屋、明神川 
野口地域 野口、岩内、熊野 
名田地域 野島、上野、楠井 

名田地域 

塩屋地域 

御坊地域 

野口地域 

藤田地域 湯川地域 

地域区分図  
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３．御坊地域 
 

１）御坊地域の将来像と整備の目標 

 
 

●御坊地域の将来像 
 
 
歴史文化豊かで賑わいと活気のある圏域の中心地 

 
●地域の整備目標 

 広域型商業機能の集積による賑わいのある商業空間の形成   
 

教育文化や医療福祉等の都市サービス機能が充実した中心地の形成   
 

快適に安心して豊かに暮らせる居住機能が充実したまちの形成    
 
 
 

２）土地利用の方針 

● 広域型商業地の形成 
生活商業軸と新商業軸の商業ゾーンは、圏域を対象とした広域型商業地として、魅

力あふれる商業空間の形成を図る。国道 42 号沿道は、消費者ニーズの変化に対応し

た商業機能の更新を促し、商業系の土地利用を促す。また、県道御坊美山線（都市計

画道路下財部出島線）沿道は、国道 42 号との交差部を核として、商業や業務施設の

集積を誘導し、商業系の土地利用を促すように、沿道利用型の用途地域への見直しや

新規指定を検討する。 
 

● 旧国道沿い商店街の商業機能の活性化 
県道井関御坊線（都市計画道路斉前紀伊御坊天田橋線）沿道に形成されてきた商店

街は、地域住民や顧客を絞り込んだ専門型商業地として再編を図り、居住者に便利で、

高齢者にも利用しやすい商業地の形成を促す。 
 

● 都市計画道路駅前吉原線の沿道利用の推進 
都市計画道路駅前吉原線沿道は、都市的土地利用への転換と利用の推進を促すため、

沿道利用型の用途地域への見直しを検討する。 
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● 既成市街地の良好な住宅地環境の形成 
県道井関御坊線（都市計画道路斉前紀伊御坊天田橋線）周辺の住宅ゾーンは、店舗

併用住宅など住居以外の機能を持つ市街地から街なか型の住宅地へと転換を促し、駅

や公共施設を核とする地域拠点の形成を図るため、居住系の土地利用を促す。 
 

● 工業地の機能維持 
天田橋の北詰及び都市計画道路道成寺天田橋線沿いに位置する工業ゾーンは、隣接

する住宅地の環境に配慮しながら、地場産業の工業地としての土地利用を促す。 
 
 

３）市街地の整備方針 

● 広域型商業機能の形成  ＜広域商業機能形成地区＞ 
国道 42 号と県道御坊美山線（都市計画道路下財部出島線）の交差部を中心とする

広域幹線道路の沿道では、大規模小売店舗等が立地し、圏域の中心的な商業地として

商業機能の集積を図る。具体的には以下の整備を進める。 
(1)市民や周辺住民が気軽に利用できる安全で快適な道路や駐車場の整備を図る。 
(2)中心地にふさわしい商業地を目指して、商業・業務施設の集積を促す。 
 

● 既成市街地の機能改善 
高齢者などすべての人が歩いて、安全に暮らせるまちを目指し、生活を支える衣食

住の機能がコンパクトにまとまった市街地の再整備を図る。具体的には以下の整備を

進める。 
(1)市営住宅再生マスタープランに基づく公営住宅の建替えを進める。 
(2)公営住宅と併せた地区公民館等の公共施設の整備を図る。 
(3)南北道路と東西道路の交差点部を中心に共同建替えなどによる商業機能の更新

を図り、商業の再生と市街地の活性化を進める。 
(4)紀州鉄道の駅舎や周辺の再整備による地域交流の場を創出する。 
(5)商店街の空店舗や中心地の空き施設を活用したコミュニティビジネスの展開や

交流サロンの設置を図る。 
 

● 都市サービス機能の向上  ＜中心地機能整備地区＞ 
都市サービス施設が集積する公共公益ゾーンは、市民や周辺住民が便利に、快適に

活動できる交流機能の充実を図る。具体的には以下の整備を進める。 
(1)公共施設の建替えや施設機能の高度化による提供サービスの充実を図る。 
(2)中核となる公共施設のアクセス道路や駐車場の整備を進める。 
(3)公共公益施設の連携を充実させて、都市サービス機能の向上を図る。 
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● 街なか居住機能の改善と地域の活性化  ＜街なか居住再整備地区＞ 
街なかに増加する空家や空地の利用を促進し、街なか居住機能の整備を図る。具体

的には以下の整備を進める。 
(1)借上げ賃貸住宅の供給や住宅地の再整備事業の実施による多様な住宅の提供を

図る。 
(2)中心地の活性化を図る組織の設立を検討する。 
 
 

４）都市施設の整備方針 

①交通ネットワーク 
● 幹線道路県道御坊美山線の整備  ＜都市計画道路整備推進路線＞ 

野口新橋西詰から国道 42 号に至る区間は、御坊 I.C と国道 42 号のアクセス道路で

あるとともに、周辺町村と御坊市中心部をつなぐ道路になっており、近年、商業施設

等の立地も急速に進むなど交通需要の拡大が予想される。このため、歩車分離を推進

し、歩行者などの安全性を確保した道路環境を形成することで、交通の円滑化を図る。 
 

● 市内幹線道路となる都市計画道路の整備 
地域の交通を円滑に処理し、広域幹線道路と一体となって市域の骨格を形成する市

内幹線道路網の形成を目指して、以下の路線の整備を進める。 

(1)都市計画道路吉原道之瀬線 ＜都市計画道路整備推進路線＞ 
国道 42 号から都市計画道路駅前吉原線までの未整備区間の計画的な整備を進

める。 

(2)都市計画道路駅前吉原線 ＜都市計画道路整備推進路線＞ 
美浜町につながる未整備区間の計画的な整備を進める。 

(3)都市計画道路斉前紀伊御坊天田橋線 ＜都市計画道路整備推進路線＞ 
整備着手区間の整備を進めるとともに、未整備区間の計画的な整備を図る。 

(4)都市計画道路大浜通線 ＜都市計画道路整備推進路線＞ 
国道 42 号から都市計画道路駅前吉原線までを東西道路としての計画的な整備

を図る。 

(5)都市計画道路吉原道之瀬線の延伸 ＜都市計画道路構想路線＞ 
市街地内の交通利便性を高めるため、都市計画道路道成寺天田橋線までの延伸

整備を検討する。 

 －54－



 
 

● 生活幹線道路の整備  ＜生活幹線整備検討路線＞ 
生活幹線道路は、日常生活を支える主要道路であり、生活の利便性を確保するとと

もに、円滑な消防活動など緊急車両の移動を確保するため、区画道路整備構想に位置

づけられた計画路線を地域住民と協働して段階的な整備を図る。 
 

● 公共交通の利用促進 
本地域は、紀州鉄道により JR 御坊駅と結ばれており、地域内に 4 駅を有している。

また、バス路線も通っていることから、これらの公共交通機関を利用して高齢者など

すべての人が利用しやすく利便性の高い公共交通の充実に向けて取り組みを促す。 
 

②公園緑地 
● 街区公園の適正配置  ＜身近な公園整備検討区域＞ 

地域内には、都市計画公園である名屋公園が整備されているが、子どもや地域住民

が安心して利用できる公園が不足していることから、地域に必要な街区公園の適切な

配置を図る。整備に当たっては、公共施設の敷地の一部や用途が廃止された施設の跡

地の活用、空地や空家の利用を検討する。 
 

● 日高川ふれあい水辺公園の整備  ＜都市基幹公園整備推進区域＞ 
日高川ふれあい水辺公園は、日高川に親しめるレクリエーション機能が充実した公

園として利活用を進める。また、日高川ふるさとの川整備計画の全体構想は、河川環

境や景観保全を優先して地域住民とともに検討を進め、防災上必要な整備を進める。 
 

③供給処理 
● 斎場の機能維持 

都市計画道路道成寺天田橋線沿いに整備されている斎場は、周辺環境に配慮し、適

切な管理運営を行う。また、利用者が心地よく利用できるように施設環境を高めるた

めの付帯施設の充実に努める。 
 

● 公共下水道の整備推進 
生活排水の適正な処理により衛生的な環境の形成と公共用水域の水質汚濁を防止し、

良好な水環境を維持するため、和歌山県全県域汚水適正処理構想に基づき、公共下水

道の整備に向けて計画的に進める。また、公共下水道の整備は、長期間を要すること

から、当面は個別処理施設の設置を促す。 
 

● 都市下水路の整備推進 
集中豪雨などで河川や水路が溢れ、一部の地区では浸水や冠水の被害が見られるた

め、公共下水道の整備と調整を図りながら、都市下水路の整備方針を見直し、適切な

計画の基に雨水排水処理を進め、安心して生活ができる都市環境の形成を図る。 
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● 小規模河川の整備による浸水対策 
下川などの小規模河川上流部において、水田などが減少し、保水能力が低下したこ

とで内水排除不良による浸水や冠水が発生している。そのため、小規模河川の計画的

な河川改修を県と連携して進める。 
 
 

５）都市環境・景観形成の方針 

● 歴史的な町並みの保全  ＜歴史景観保全検討地区＞ 
本地域は、日高別院を中心に古くから形成された寺内町としての町家の景観が残っ

ている。これらの歴史的な建造物を都市の貴重な財産として残し、まちの景観を形成

していくため、文化財登録制度などを活用して市民が主体となったまちづくり活動を

促す。また、行政は、街なみ環境整備事業の導入やまちづくり活動の支援制度の創設

などを検討する。 
 

● 紀州鉄道沿線の景観形成 
町家の景観が残る中心部から紀州鉄道の沿線区域の町並み景観を形成していくため、

地域住民が自主的に建物のデザインや形状、色彩、緑化などのルールづくりを検討し、

建築協定などの制度を活用して御坊らしさが醸し出される景観づくりを促す。 
 

● 地域シンボルロードの形成  ＜シンボルロード花まるごぼう＞ 
都市計画道路駅前吉原線を地域のシンボルロードに位置づけ、地域住民と行政が協

働で、道路空間の緑化や花の植栽、及び交通安全施設の適正な配置など段階的な整備

改善に取り組み、「花まるごぼう」にふさわしい道路景観の形成を図る。 
 

● 水辺環境の保全 
日高川の河口部は、治水に配慮しながら、現在の自然環境を極力保全し、都市の骨

格を形成する親水空間として市民が親しみ、潤いが感じられる景観形成や環境整備を

進める。 
 

● 身近な水辺の環境形成と活用 
市街地内を流れる下川などの小規模河川や水路は、排水機能を維持しながら、地域

住民が憩えるまちのせせらぎとして、近自然工法などを取り入れた整備を進める。ま

た、計画から維持管理に至るすべての段階で、地域住民と協働した取り組みを進める。 
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６）都市防災の整備方針 

● 既成市街地の防災機能の改善 
老朽化した木造家屋が密集する既成市街地は、火災の延焼による災害の拡大や地震

時の家屋倒壊で避難路の寸断が予想される。このため、防火地域や準防火地域の指定

を行い建物の不燃化を推進する。また、耐震補強による耐震性の強化を啓発し、市街

地全体の防災機能を高める。 
 

● 防災拠点機能の向上 
本地域は、市役所や病院など防災の中心的役割を担う施設が立地した地域となって

いる。このため、施設個々の耐震性を確保し、非常時に対応できる設備機能を確保し

て防災拠点施設としての基本的な機能の向上を図る。また、市域内外と連絡する緊急

輸送路やライフラインを確保するとともに、施設周辺部の防災機能の向上を図り、周

辺機能も含めた都市防災拠点としての機能の向上を段階的に進める。 
 

● 避難施設の機能改善 
御坊市地域防災計画で指定された避難施設は、地域住民が安心して避難できる耐震

性や耐火性を確保するため、施設の整備改善を図る。また、避難施設までの避難路を

地域住民と協議し、安全かつ迅速に避難できるルートの確保に努める。 
 

● 日高川・西川の河口部の整備改善 
日高川と西川が合流する河口部は、高潮による影響を受けやすいことから、河川堤

防の強化や日高港の整備改善を図り、災害に強いまちづくりを進める。 
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７）住宅の整備方針 

● 市営住宅の建替え推進 
本地域には、市営住宅が数多く整備されているが、耐用年数に達する施設が多く、

建替え時期を迎えている。これらの施設は市営住宅再生マスタープランに基づいて、

順次建替え事業が進められており、ニーズに対応した多様なプランによる施設供給を

図るとともに、建物の中高層化によるオープンスペースの創出や地区施設の併設など

地域の住環境の向上に資するように事業の推進を図る。 
 

● 住宅ストックの活用 
空洞化する既成市街地の居住人口の回復を目指して、特定優良賃貸住宅制度の導入

などにより共同建替えを促進し、良質な住宅供給を図る。また、既存の住宅ストック

を活用したケア付きグループホームなど多様な居住システムの導入整備を検討する。 
 
 

８）福祉のまちづくり方針 

● バリアフリー化モデル地区の整備  ＜バリアフリー化モデル地区＞ 
市民参加で策定された「御坊市福祉のまちづくりモデル地区整備計画」に基づき、

市役所周辺の国道 42 号から県道井関御坊線の間の約 38ha をモデル地区に指定し、必

要な整備改善を集中的に実施し、本市が目指すバリアフリーのまちの姿を先行的に実

証する。 
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４．湯川地域 
 

１）湯川地域の将来像と整備の目標 

 
 

●湯川地域の将来像 
 
 

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 

 
●地域の整備目標 

 御坊圏域の鉄道の玄関口として利便性の高い駅前地区の形成   
 

広域幹線道路と市内幹線道路の整備による新たな商業地の形成    
 

地域資源や地場産業を活かした活力ある産業と住み良い住環境の形成     
 
 
 

２）土地利用の方針 

● 駅前周辺の商業地の形成 
駅前地区は、公共交通機関が集まる交通結節点として、立地条件を活かした駅前利

便施設の充実と周辺部への施設立地を図り、商業系の土地利用を促す。 
また、駅前広場から県道御坊美山線（都市計画道路下財部出島線）に至る都市計画

道路駅前吉原線の沿道は、今後の商業施設の集積状況を見極めた上で、沿道利用型の

用途地域の設定または変更を検討する。 
 

● 商業地の形成 
国道 42 号と都市計画道路駅前新川橋線の沿道は、多くの人が利用する幹線道路で

あるため、沿道のポテンシャルを活かした商業集積を図り、商業系の土地利用を促す。 
今後、商業施設の集積や住宅地の形成などの状況に応じて、沿道利用型の用途地域

の指定を検討する。 
 

● 小松原地区の住環境の形成 
小松原地区は、旧御坊地区とともに形成されてきた歴史のある地区であることから、

培われた地域特性に配慮しながら、利便性の高い立地環境を活かした街なか型の住宅

地として住環境の改善を図り、住居系の土地利用の維持を促す。 
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● 集落地の環境維持 
富安などの農住ゾーンは、一団の農業集落を形成しており、用途の混在も少ないこ

とから、今後も農業と住宅が共存できる環境を保全し、専用住居系の土地利用を促す。 
 
 

３）市街地の整備方針 

● 広域型商業機能の形成  ＜広域商業機能形成地区＞ 
国道 42 号と県道御坊美山線（都市計画道路下財部出島線）の沿道では、広域交通

機能を活かした商業施設の立地を誘導し、一体的な広域商業地の形成を図る。また、

市民や周辺住民が気軽に利用できる安全で快適な道路や駐車場など利用環境の整備を

進める。 
 

● 公共交通拠点の整備  ＜駅前公共交通拠点整備地区＞ 
JR 御坊駅は、御坊圏域における公共交通結節機能を担っていることから、すべて

の人が利用しやすい環境の形成を図る。そのために、駅施設や駅前広場のバリアフリ

ー化を促すとともに、紀州鉄道や路線バス、タクシーなど乗り換え手段の充実を図り、

公共交通拠点としての機能の充実を促す。また、観光案内や情報サービスの提供がで

きる付帯的な機能の充実を促す。 
 

● 街なか居住環境の整備改善  ＜街なか居住再整備地区＞ 
小松原地区は、JR 御坊駅に通じる都市計画道路駅前吉原線に隣接した交通利便性

の高い地区となっている。このため、地域のコミュニティを保ちながら、街なか型の

住宅地として、良好な住環境の再整備を図る。具体的には、地域住民が主体となって

生活幹線道路を位置づけ、セットバックによる段階的な整備など修復型のまちづくり

に向けて取り組みを促す。 
 

● 駅前地区の整備検討  ＜駅前面整備検討地区＞ 
JR 御坊駅の駅前地区は、御坊圏域の公共交通の結節点であるとともに、既成市街

地に隣接し、広域幹線道路にもアクセスしやすい立地性を有している。そのため、地

区がもつポテンシャルを活かしたまちを形成していくため、土地所有者や地域住民の

意向を尊重しながら、計画的な市街地の整備・開発を検討する。 
 

● 集落環境の保全と育成 
JR 紀勢本線より北側に位置する富安などの集落地は、比較的敷地規模が大きく、

生活道路も一定の水準に整備されたゆとりある環境が形成されている。このため、今

ある環境を保全しながら、コミュニティ施設等の充実や施設周辺部のオープンスペー

スの確保による防災機能の向上を図る。 
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４）都市施設の整備方針 

①交通ネットワーク 
● 都市計画道路駅前新川橋線の整備  ＜都市計画道路整備推進路線＞ 

都市計画道路駅前新川橋線は、本市西部及び美浜町、日高町と JR 御坊駅を結ぶ重

要な市内幹線道路であるとともに、中学校や高校の通学路として多くの生徒に利用さ

れている。このため、歩行者の安全を確保し、円滑な交通を図るため、事業の早期完

了を目指す。 
 

● 市内幹線道路の整備 
地域の交通を円滑に処理し、広域幹線道路と一体となって市域の骨格を形成する市

内幹線道路網の形成を目指して、以下の路線の整備を進める。 

(1)都市計画道路斉前紀伊御坊天田橋線 ＜都市計画道路推進路線＞ 
整備着手区間の整備を推進するとともに、未整備区間の計画的な整備を図る。 

(2)市道小松原富安線 
(3)市道千津川富安線 
(4)市道道富安入山 1 号線 
 

● 生活幹線道路の整備  ＜生活幹線整備検討路線＞ 
生活幹線道路は、日常生活を支える主要道路であることから、生活の利便性を確保

するとともに、円滑な消防活動など緊急車両の移動を確保するため、区画道路整備構

想に位置づけられた計画路線を地域住民と協働して、できることから段階的に整備を

図る。 
 

● 交通遮断や障害の解消  ＜交通環境改善ポイント＞ 
JR 紀勢本線の踏切により市道小松原富安線の交通遮断が発生し、緊急車両の通行

などに支障が生じることから、跨線橋などの整備を検討する。 
また、国道 42 号と県道御坊由良線との交差点は、接続道路間の高低差や交差点形

状などに問題を抱えていることから、交差点の改良を検討する。 
 

● 公共交通機能の充実 
JR 御坊駅は、広域公共交通と地域内公共交通の結節点であることから、双方の公

共交通機関の連携を図るとともに、運行密度や路線の経路など利用者のニーズに合わ

せた運行密度が確保されるように対応を促す。また、低床バスの導入など高齢社会に

対応した交通機関の機能向上に努めるように促す。 
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②公園緑地 
● 身近な公園の整備  ＜身近な公園整備検討区域＞ 

既成市街地や集落など一定の人口集積のある地区で、子どもや地域住民が身近に利

用できるオープンスペースを確保するため、身近な公園（街区公園）の適正配置を検

討し、地域住民が主体的に進める修復型まちづくりと連携して、地域内に少なくとも

1 ヶ所の設置を図る。 
 

● 小公園の利用促進 
あたご山自然小公園は、子どもや地域住民が安心して利用できる身近な公園として、

地域住民と一体となって施設の整備改善に向けた取り組みを進める。 
 

● 亀山の保全整備の促進  ＜里山環境形成区域＞ 
亀山は、御坊の歴史的な遺産である亀山城跡があり、この歴史的な遺産を保全しな

がら、地域資源として活かすため、地域住民や市民活動団体（NPO 等）などと行政が

連携し、文化遺産の保全と里山環境の再生に取り組み、緑と文化財に親しむ森林公園

的な利用を促す。 
 

③供給処理 
● 卸売市場の機能の改善 

日高地方卸売市場は、昭和 49 年及び昭和 61 年に都市計画決定した施設で、市域を

中心に農産物の卸売機能を担っていることから、今後も卸売機能を維持しながら、流

通形態の多様化などに対応した施設機能の維持を促す。 
 

● 下水道の整備推進 
生活排水の適正な処理により衛生的な環境の形成と公共用水域の水質汚濁を防止し、

都市環境を維持する。そのため、農業集落排水事業が完了した富安処理区を除く地域

は、和歌山県全県域汚水適正処理構想に基づいた公共下水道の整備に向けて計画的に

進める。また、公共下水道の整備は、長期間を要することから、当面は個別処理施設

の設置を促す。 
 

● 小規模河川の整備による浸水対策 
河川の内水排除不良による浸水や冠水を防ぐため、斉川や東裏川など小規模河川の

計画的な河川改修を進めるとともに、日高平野全域の排水計画を検討し、新たな放水

路や樋門、ポンプ場の設置など総合的な治水対策を進める。 
また、河川改修においては、近自然工法など生態系に配慮した整備と地域住民が水

に親しめる親水性のある整備を検討する。 
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５）都市環境・景観形成の方針 

● 沿道及び鉄道沿線の景観形成 
国道 42 号と JR 紀勢本線が併走する本地域は、多くの市民や周辺住民が利用する空

間であり、また、外来者に御坊地域を印象づける景観となっている。このため、沿道、

沿線の建物や屋外広告物、交通安全施設などの連続性や統一感を演出するため、色彩

やデザインなどの地域のルールづくりを地域住民が主体となって策定し、建築協定な

どの制度を活用し、景観形成を促す。 
 

● 里山などの緑地景観の保全 
既成市街地を取り巻く里山などの緑豊かな景観を保全し、都市から見える緑地の量

と質を確保し、潤いのある都市の景観保全の形成を図る。 
 

６）都市防災の整備方針 

● 市街地と集落地の防災機能の改善 
老朽化した木造家屋が密集する小松原地区は、火災の延焼による災害の拡大や地震

時の家屋倒壊で避難路の寸断が予想される。このため、準防火地域の指定を行い建物

の不燃化の推進する。また、耐震補強による耐震性の強化を啓発し、市街地全体の防

災機能を高める。集落地も同様に、避難路となる道路沿道の家屋を中心に、耐震補強

による耐震性の向上を啓発し、避難路の確保に努める。 
 

● 防災拠点機能の向上 
本地域は、警察署や消防署、病院など防災の中心的役割を担う施設が立地した地域

となっている。このため、施設個々の耐震性を確保し、非常時に対応できる設備機能

を確保して防災拠点施設としての基本的な機能の向上を図る。また、市域内外と連絡

する緊急輸送路の機能を確保するため、電線の埋設化など諸施設機能の高度化を図り、

周辺機能も含めた都市防災拠点としての機能の向上を段階的に進める。 
 

● 避難施設の機能改善  ＜避難施設整備検討区域＞ 
御坊市地域防災計画で指定された避難施設は、地域住民が安心して避難できる耐震

性や耐火性を確保するため、施設の整備改善を図る。また、避難施設と一体となった

オープンスペースの確保に努める。 
 

● 土砂災害への対策  ＜治山対策実施区域＞ 
亀山の山裾部などに急傾斜地崩壊危険区域や地すべり防止区域が多く指定されてい

ることから、地域住民の生命と財産を守るために、被害が予想される区域を重点的に

治山対策の実施を計画的に進める。また、整備後の日常監視体制を確立し、安心して

暮らせる市域の環境形成を図る。
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５．藤田地域 
 

１）藤田地域の将来像と整備の目標 

 
 

●藤田地域の将来像 
 
 

川と緑の優れた自然と歴史・文化豊かな田園住宅地のまち  

 
●地域の整備目標 

 農村的環境と新住宅地の環境が調和した快適な田園住宅地の形成   
 

熊野古道や道成寺の歴史的な遺産を保全・活用した観光交流のまち   
 
 
 
 
 

２）土地利用の方

● 広域型商業地

新商業軸である

地として商業施設

する。 
 

● 専用住宅地の

県道御坊美山線

る農地と調整を図

地形成を促し、専

 
● 観光交流機能

JR 道成寺駅周

宅地として、住居

 
● 地域利便施設

市道駅前道成寺

ワークが形成され

産環境に配慮しな

 

商業施設や生活利便施設が整った便利で魅力ある田園住宅地の形成  
針 

の形成 
県道御坊美山線（都市計画道路下財部出島線）沿道は、沿道型商業

や業務施設の集積を促し、沿道利用型の用途地域の新規指定を検討

形成 
の南側に位置する吉田、藤井地区南部の住宅ゾーンは、周辺部にあ

りながら、戸建てを中心とした低層の専用住宅地として良好な市街

用住居系の用途地域の新規指定を検討する。 

を保つ住宅地の形成 
辺と道成寺参道周辺の地区は、観光客などの交流機能を併せ持つ住

系の土地利用を促す。 

のある沿道型住宅地の形成 
線沿道の住宅ゾーンは、市内幹線道路の一路線として、交通ネット

ることで沿道のポテンシャルが高まるため、背後地である農地の生

がら、地域利便施設が立地する沿道型住宅地の形成を促す。 
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● 集落地の環境維持 
JR 紀勢本線北側の農住ゾーンは、周辺部に広がる農地保全ゾーンとの調和を図り、

農地の生産環境を維持しながら、戸建ての低層専用住宅地として良好な集落環境の維

持を促す。 
 

● 都市内緑地の保全 
市街地の外縁部などの都市的土地利用区域内にある農地は、都市生活に潤いを与え、

快適な住環境を形成する要因となっていることから、都市整備との調整を図りながら、

まとまりのある優良な農地の保全を図る。 
 

● 吉田地区北部の土地利用規制誘導の検討  ＜土地利用規制導入区域＞ 
吉田地区の北側は、住宅地開発など市街化の動向を見極めながら、適正な開発と建

築の規制誘導方策を検討する。 
 
 

３）市街地の整備方針 

● 広域型商業機能の形成  ＜広域商業機能形成地区＞ 
県道御坊美山線（都市計画道路下財部出島線）の交通利便性を活かして、商業施設

や業務施設の立地を誘導し、広域的な商業機能の形成を図る。また、県道に接続する

道路沿道も一体的な利用を目指した道路整備を進める。 
 

● 良好な住宅地の形成  ＜新居住地環境形成地区＞ 
県道御坊美山線の背後地である吉田、藤井地区南部の市街地は、地域のコミュニテ

ィを維持しながら、住み良い住環境の形成を図る。具体的には、地域住民が主体とな

って生活幹線道路を位置づけ、セットバックによる拡幅整備や隅切りなど修復型のま

ちづくりに取り組む。また、市街化が進行する地区は、生活幹線道路の計画的な整備

と開発指導要綱などの活用による良質な住宅地の供給を促す。 
 

● 観光拠点地の形成  ＜観光拠点形成地区＞ 
道成寺の参道と JR 道成寺駅周辺及び熊野古道の沿道では、訪れる人が歴史的な風

情が感じられるように町並みの保全を図る。そのため、地域住民が主体となって建物

の外装（ファサード）の整備への取り組みを進めるほか、歴史的な町並みの形成を促

す「街なみ環境整備事業」の導入を検討し、快適に利用できる基盤整備を進める。 
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４）都市施設の整備方針 

①交通ネットワーク 
● 市内幹線道路となる都市計画道路及び県道の整備 

地域の交通を円滑に処理し、広域幹線道路と一体となって市域の骨格を形成する市

内幹線道路網の形成を目指して、以下の路線の整備を進める。 

(1)都市計画道路道成寺天田橋線の整備 ＜都市計画道路整備推進路線＞ 
都市計画道路道成寺天田橋線は、市内幹線道路の骨格であるとともに、道成寺

へのアクセス道であるため、地域住民との調整を図りながら、道路整備を進める。 

(2)（仮称）都市計画道路駅前道成寺線の計画 ＜都市計画道路構想路線＞ 
JR 御坊駅前の都市計画道路駅前新川橋線と都市計画道路駅前吉原線、市道駅

前道成寺線の交差点形状の改良と川辺方面につながる東西交通として新たな都

市計画道路（仮称：都市計画道路駅前藤井線）の計画・整備を検討する。 

(3)（仮称）都市計画道路八幡下野線の計画 ＜都市計画道路構想路線＞ 
県道玄子小松原線のバイパス道として、市道駅前道成寺線と県道御坊美山線を

南北につなぐ新たな都市計画道路の計画・整備を検討し、吉田地区などの北部と

県道御坊美山線の南北交通の円滑化を図る。 

(4)（仮称）都市計画道路藤井堤防線の計画 ＜都市計画道路構想路線＞ 
藤田町吉田から藤井までの堤防道路である県道御坊美山線を整備し、市街地の

外周道路として市域内交通機能の拡充を図るとともに、周辺町村から御坊市中心

部への利便性を高める。 
(5)県道日高印南線 
(6)県道玄子小松原線 
(7)県道江川小松原線 
 

● 生活幹線道路の整備  ＜生活幹線整備検討路線＞ 
生活幹線道路は、日常生活を支える主要道路であり、生活の利便性を確保するとと

もに、円滑な消防活動など緊急車両の移動を確保するため、区画道路整備構想に位置

づけられた計画路線を中心にしながら、市街化に伴って必要となる路線については、

地域住民と協働して計画を策定し、段階的な整備を図る。 
 

②公園緑地 
● 身近な公園の整備  ＜身近な公園整備検討区域＞ 

県道御坊美山線の南側地区は、市街化が進み、人口が増加していることから、子ど

もや地域住民が身近に利用できるオープンスペースを確保するため、身近な公園（街

区公園）の適正な配置を検討し、地域内に少なくとも 1 ヶ所の設置を図る。 
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● 水辺に親しむ「日高川ふれあい水辺公園」の整備  ＜都市基幹公園整備推進区域＞ 
日高川ふれあい水辺公園は、グラウンドなど身近に利用できる施設や水と親しめる

親水空間として市民に利用されており、利用が促進されるようにレクリエーション機

能を維持する。また、日高川ふるさとの川整備計画の全体構想は、河川環境や景観保

全を優先して地域住民とともに検討し、防災上必要な整備を進める。 
 

● 小公園と里山の利用促進  ＜里山環境形成地区＞ 
里山である八幡山を公園と一体となった地域の憩いの場として位置づけ、地域住民

や市民活動団体（NPO 等）が主体となって、環境の保全を図りながら、遊歩道など市

民や周辺住民が利用しやすい里山環境の整備を図る。 
 

③供給処理 
● 上水道施設の維持管理 

本地域にある藤井浄水場は、市民の生命を育み、産業を支える水の供給施設で、良

質で安全な水を安定して供給していくために、施設の適切な維持管理を図る。また、

地震に備えた耐震性の強化など防災的な整備改善を計画的に進める。 
 

● 下水道の整備 
生活排水の適正な処理により衛生的な環境の形成と公共用水域などの水質汚濁を防

止し、都市の水環境を維持するため、和歌山県全県域汚水適正処理構想に基づいて、

下水道の整備を計画的に進める。 
(1)地域南部は、公共下水道の計画的な整備に向けて進める。また、公共下水道の整備

は、長期間を要することから、当面は個別処理施設の設置を促す。 
(2)地域北部の吉田処理区は、地域住民の意識を高め、整備要望と事業協力により農業

集落排水の整備を図る。 
 

５）都市環境・景観形成の方針 

● 鉄道沿線の景観形成 
JR 紀勢本線の沿線は、車窓から見える御坊地域の景観として、近景になる沿線空

間を中心に建物や交通安全施設などの連続性や統一感を演出する。このため、色彩や

デザインなどの地域のルールづくりを地域住民が主体となって策定し、建築協定など

の制度を活用し、景観形成を促す。 
 

● 里山などの緑地景観の保全 
既成市街地を取り巻く里山などの緑豊かな山林を NPO 等による地域活動を通じて

保全し、市街地から見える緑地の質を高め、量を確保することで、潤いのある都市景

観の形成を図る。 
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● 水辺環境の保全 
日高川は、河川敷を日高川ふれあい水辺公園として利用し、水辺や流水域は野鳥な

どの動植物を育む自然空間として環境を保全し、市民が和める景観の形成を図る。 
 

● 身近な水辺の環境形成と活用 
市街地内を流れる小規模河川や水路は、排水機能を維持しながら、地域住民が憩え

るまちのせせらぎとして、近自然工法などを取り入れた整備を進める。また、計画か

ら維持管理に至るすべての段階で、地域住民と協働した取り組みを進める。 
 
 

６）都市防災の整備方針 

● 既成市街地の防災機能の改善 
老朽化した木造家屋が密集する藤井の既成市街地は、火災の延焼による災害の拡大

や地震時の家屋倒壊で避難路の寸断が予想される。このため、準防火地域の指定を行

い建物の不燃化を推進する。また、耐震補強による耐震性の強化を啓発し、市街地全

体の防災機能を高める。 
本地域には、工業施設が立地していることから、事業者による自主的な防災機能の

強化を促すとともに、事業者と自治会などの地域団体が共同で、防災組織の設置や避

難訓練の実施など防災への取り組みを促す。 
 

● ヘリコプター発着地の有効活用 
御坊市地域防災計画で日高川ふれあい水辺公園の多目的広場がヘリコプター発着地

に指定されていることから、輸送拠点機能の維持を図るとともに、機能の充実を段階

的に進める。また、市の中心部を連絡する緊急輸送路の交通機能の確保を図る。 
 

● 避難施設の機能改善  ＜避難施設整備検討区域＞ 
御坊市地域防災計画で指定された避難施設は、JR 紀勢本線の南部に立地している

が、北部には避難施設が指定されていないため、道成寺周辺に避難施設の設置を検討

する。また、避難施設に指定されている公共施設は、安心して避難できるように耐震

性の向上など施設機能の整備改善を図る。 
 

● 小規模河川の機能維持 
河川の流下能力の不足等による浸水や冠水の被害を防ぐため、北吉田川や堂閉川な

どの小規模河川の計画的な河川改修を進めるとともに、日高川へ直接排水を行う放水

路の整備など総合的な治水対策を検討する。 
また、河川改修においては、近自然工法などによる水環境や生態系の保全に配慮し

た河川環境の整備と、地域住民が水に親しめる親水性のある整備を検討する。 
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６．野口地域  
 

１）野口地域の将来像と整備の目標 

 
 

●野口地域の将来像 
 
 
広域道路と川を活かした交流と田園住宅地のまち 

 
●地域の整備目標 

 豊かな田園空間や農村景観の保全と安全で快適な集落環境の形成   
 

高速道路の I.C 周辺や幹線道路沿道での商業・サービス機能の充実    
 

日 
 
 
 

２）土地利用の方

● 野口地区の土地

野口地区では、

通アクセス機能が

でいる。このため

規制・誘導による

 
● 熊野地区の土地

高速道路の南伸

I.C から中心部へ

の土地利用動向を

の導入を検討する

 
● 県道沿道の商業

野口新橋から御

ら、沿道の背後に

とした広域商業施

また、優良な開

制度の導入などを

 

高川のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ機能や豊かな農村環境を活用した体験型交流のまち  
針 

利用規制・誘導策の導入  ＜土地利用規制導入区域＞ 
御坊 I.C の開設に伴って県道日高印南線が整備され、中心部への交

向上したことから、県道沿いに商業や業務施設の立地が急速に進ん

、宅地開発や建築行為などに対して、周辺環境の保全を主眼として、

土地利用の整序を図る準都市計画区域の指定を検討する。 

利用方針の検討  ＜土地利用方針検討区域＞ 
整備に伴い、熊野地区に御坊南 I.C が開設され、御坊南 I.C 周辺や

のアクセス道路沿道の立地環境が大きく変化する。このため、今後

見極めながら、地域住民の意見を尊重して、土地利用の規制・誘導

。 

地の形成 
坊 I.C に至る県道日高印南線沿道は、交通条件が優れていることか

広がる優良な農地の保全に配慮しながら、市民及び周辺住民を対象

設や沿道サービス施設の立地を誘導し、沿道商業地の形成を促す。 
発や建築行為を誘導するため、商業系の用途地域の指定や地区計画

検討する。 
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● 工業地の形成  ＜工業生産環境形成地区＞ 
熊野地区には、計画的に整備された熊野企業団地があり、既に企業の立地が進んで

いる。今後、円滑な企業活動を促進するため、周辺の自然環境に配慮しながら、生産

環境の保全を促す。 
 

● 集落地の環境維持 
野口や岩内などに分散立地する農村集落は、周辺に広がる農地保全ゾーンとの調和

を図り、農業の生産環境を維持しながら、戸建てを中心とした農村型住宅地として良

好な集落環境の形成を促す。 
 
 

３）市街地の整備方針 

● 広域沿道商業地の形成  ＜広域商業機能形成地区＞ 
県道日高印南線沿道は、背後に広がる農地や集落地の住環境を維持し、それらの環

境と調和したまちづくりを進めるため、都市計画法、大規模小売店舗立地法、開発指

導要綱などを活用しながら、商業施設や業務施設の立地を促し、沿道型商業地の形成

を図る。 
 

● 集落地環境の保全と育成 
野口、岩内などの集落地は、比較的敷地規模が大きく、生活道路も一定の水準に整

備されたゆとりある環境が形成されている。このため、現在の生活環境を保全し、災

害時に避難施設となる地区施設の充実と遊び場を兼ねたオープンスペースの確保など

を行い、生活環境の向上と防災機能の整備を図る。 
 
 

４）都市施設の整備方針 

①交通ネットワーク 
● 高速広域幹線道路の整備推進  ＜高速広域幹線整備推進路線＞ 

高速広域幹線道路である近畿自動車道紀勢線は、紀南地域と和歌山市や大阪都市圏

を直結する重要な高速交通基盤であることから、連絡性を高める 4 車線化を促進する。 
 

● 主要な県道の整備推進 
高速道路の御坊 I.C 及び御坊南 I.C に接続する県道御坊中津線と県道御坊美山線は、

市域及び周辺町村から高速道路へのアクセス道路として、また、圏域内の都市間道路

として重要性が高いことから、一部に残る歩道の未整備区間の早期整備を進める。 
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● 市内幹線道路の整備  ＜市内幹線道路整備推進路線＞ 
地域の交通を円滑に処理し、広域幹線道路と一体となって市域の骨格を形成する市

内幹線道路網の形成を目指して、以下の路線の整備を推進する。 

(1)市道猪野々大浜通線 
(2)市道野口堤防線 
(3)市道野口隠谷線 
(4)市道野口堤防線の延長 

野口新橋東詰から岩内に至る日高川の堤防道路の延伸整備 
 

● 生活幹線道路の整備 
生活幹線道路は、日常生活を支える主要道路であり、生活の利便性を確保するとと

もに、円滑な消防活動など緊急車両の移動を確保するため、地域住民と協働して適正

な配置を行い、整備を図る。 
 

②公園緑地 
● 日高川ふれあい水辺公園の整備  ＜都市基幹公園整備推進区域＞ 

日高川ふれあい水辺公園のゴルフ場やオートキャンプ場は、水と親しめる親水空間

として市民や周辺住民、外来者に利用されている。このため、レクリエーション機能

を維持するとともに、機能の充実を図る。また、「日高川ふるさとの川整備計画」の全

体構想は、河川環境や景観保全を優先して地域住民とともに検討し、防災上必要な整

備を進める。 
 

● 身近な公園の充実  ＜身近な公園整備検討区域＞ 
集落地の子どもや地域住民が身近に利用できる公園（街区公園）を確保するため、

既存の公園を活用して、不足している機能や広さを拡充するなど身近な公園機能の充

実を図る。 
 

● 里山の利用促進  ＜里山環境形成区域＞ 
本地域の東部に位置している見山の山林は、一体的な自然環境を有する里山空間で

あり、地域の憩いの場として利活用を促す。そのため、地域住民や市民活動団体（NPO
等）などと行政が連携し、里山環境の保全・再生に取り組み、緑と水が豊かな森林公

園としての利用を促す。 
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③供給処理 
● 上水道施設の維持管理 

本地域にある野口浄水場は、市域に水を供給し、市民の生命を育み、産業を支える

供給施設であり、良質で安全な水を安定して供給していくため、施設の適切な維持管

理を図る。また、地震に備えた耐震性の強化など防災的な整備改善を計画的に進める。 
 

● 下水道の整備 
生活排水の適正な処理により衛生的な環境の形成と公共用水域の水質汚濁を防止し、

都市の水環境を維持するため、和歌山県全県域汚水適正処理構想に基づいて、下水道

の整備を計画的に進める。 

(1)地域北部の野口処理区は、地域住民の意識を高め、整備要望と事業協力による農業

集落排水の早期整備を図る。 
(2)地域南部の塩屋処理区は、特定環境保全公共下水道の計画的な整備を進める。 
(3)汚水適正処理構想の集合処理区域外の地区は、助成制度の活用による個別処理施設

の設置を促す。 
 

● 御坊クリーンセンターの機能維持 
広域し尿処理施設である御坊クリーンセンターは、近年、増加する浄化槽汚泥に対

応して専用処理施設が整備された。今後も下水道の整備や個別処理施設の設置など社

会的な動向に対応した施設機能を維持するとともに、施設の充実を図る。 
 

５）都市環境・景観形成の方針 

● 高速道路沿道の景観形成 
高速道路の沿道は、山や農地など緑豊かな自然的景観や農村的景観を維持するため、

「和歌山県屋外広告物条例」を活用し、屋外広告物など景観を阻害する工作物などを

規制する。また、南進する高速道路沿道に屋外広告物の禁止区域の指定を行うなど景

観の形成を図る。 
 

● 里山などの緑地景観の保全 
里山である見山などの緑豊かな近景を保全し、市街地から見える緑地の質を高め、

量を確認することで、潤いのある都市景観の形成を図る。 
 

● 水辺環境の保全 
日高川の河川敷を日高川ふれあい水辺公園として利用を図る。また、水辺や流水域

は、野鳥などの動植物を育む自然空間として環境を保全し、市民が和むことができる

景観の形成を図る。 
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６）都市防災の整備方針 

● 集落地の防災機能の改善 
農村集落である本地域は、比較的敷地規模が大きく、敷地内に空地が確保されてい

ることや周辺部に農地が広がり、建物からの避難も容易であるため、木造家屋に対す

る不燃化促進や耐震補強による耐震性の強化促進を啓発し、建物個々の防災機能の改

善を啓発する。 
 

● 防災拠点機能の強化 
防災センターは、御坊市地域防災計画によるヘリコプター発着地として位置づけら

れており、ヘリコプター発着地の中でも高度な防災機能を有する拠点であることから、

施設機能の維持管理を行い、いつでも対応できる体制づくりを進める。 
また、高度な機能を有する防災センターと地域内や市域を連絡する緊急輸送路の機

能維持を図る。 
 

● 避難施設の機能改善 
御坊市地域防災計画で指定された避難施設は、地域住民が安心して避難できる耐震

性や耐火性を確保するため、施設の整備改善を図る。また、避難施設と一体となった

オープンスペースの確保に努める。 
 

● 河川堤防の機能維持 
過去に未曾有の水害を受けた地域であるため、安心して生活できる都市基盤づくり

として、堤防機能の強化を図るなどの河川改修を県と連携して進める。 
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７．塩屋地域  
 

１）塩屋地域の将来像と整備の目標 

 
 

●塩屋地域の将来像 
 
 

海の玄関口として多様な産業と良好な集落環境のまち 

 
●地域の整備目標 

 日
 

活 
 

総 
 
 
 

２）土地利用の方

● 国道 42 号沿道

国道 42 号の東

であることから、

生産環境を維持し

 
● 工業専用地の

天田橋南詰の工

緑地ゾーンとの環

努め、用途の純化

支えるエネルギー

今後、電力需要

計画に基づく御坊

 
● 物流生産基地

港湾・漁港ゾー

港は、本市の漁業

備が進められてお

流・生産関連の土

 

高港湾を活用した交易と流通機能が充実したまちの形成    
力ある工業や農漁業の産業基盤と良好な集落環境が整ったまちの形成  

合運動公園を核とした交流とレクリエーションの場の形成   

針 

の住宅地の形成 
側に位置する住宅ゾーンは、地形条件により国道の沿道利用が困難

生活幹線道路を主軸にしたまとまりある集落として、周辺の農地の

ながら、良好な戸建て低層住宅地としての利用を促す。 

形成  ＜工業生産環境形成地区＞ 
業団地と御坊第 2 工業団地の工業ゾーンは、周辺部の住宅ゾーンや

境の調和に配慮しながら、新規企業の誘致や操業環境の維持向上に

を促す。また、御坊火力発電所の工業ゾーンは、生活や経済活動を

の供給地であり、工業専用地としての土地利用を促す。 
などを考慮して事業者との調整を図りながら、エネルギー基地増設

第２火力発電所の整備を促す。 

としての日高港湾及び南塩屋漁港 
ンは、南塩屋漁港と日高港湾に土地利用が分かれており、南塩屋漁

の中核施設として機能の充実を図る。また、日高港は、第１期の整

り、整備後は港湾計画に基づき工業系の用途地域の指定を行い、物

地利用を促す。 
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３）市街地の整備方針 

● 集落地環境の整備改善  ＜集落居住環境形成地区＞ 
南塩屋地区の集落地は、国道 425 号及び市道南塩屋本通線を生活幹線道路に位置づ

け、生活道路や公園などのオープンスペースの確保を行うなど住環境の改善を図る。 
また、建物の不燃化や耐震補強による耐震性の強化を啓発するなど災害に強いまち

づくりを進める。また、そのために助成制度の創設などを検討する。 
 

● 新住宅地の住環境の維持  ＜開発型宅地環境形成地区＞ 
北塩屋団地造成事業１期計画による公的な住宅開発で整備された新たな住宅地は、

建築協定など地域住民による独自のルールづくりを行い、良好な住環境の維持保全や

良好な地域コミュニティの育成を促す。 
また、社会経済情勢の動向や住宅需要を見極めながら、北塩屋団地造成事業の全体

整備計画の実現に向けて取り組みを進める。 
 

● 日高港の整備  ＜港湾機能形成地区＞ 
日高港の整備が進んできたことから、港湾計画に基づいて物流・生産関連施設の誘

致を図り、高速道路や御坊第 2 工業団地と連携し、地域の活性化につながる工業地の

形成を図る。また、社会経済情勢や土地需要の動向を見極めながら、全体整備に向け

て取り組みを進める。 
 
 

４）都市施設の整備方針 

①交通ネットワーク 
● 広域幹線道路の形成 

国道 42 号及び国道 425 号は、紀北・紀南地域を結ぶ広域幹線道路として機能を充

実する。また、地域住民の安全性を高めるため、歩道の未整備区間の解消を進める。 
国道 425 号は、日高港湾と工業団地を結ぶ産業道路の役割を担うことから、産業道

路としての機能の向上を図る。 
 

● 市内幹線道路の整備 
地域の交通を円滑に処理し、広域幹線道路と一体となって市域の骨格を形成する市

内幹線道路網の形成を目指して、以下の路線の整備を進める。 

(1)県営塩屋農免道路＜農免道路整備推進路線＞ 
(2)市道北塩屋中山線 
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● 生活幹線道路の整備 
生活幹線道路は、日常生活の身近な主要道路であり、生活の利便性を確保するとと

もに、円滑な消防活動を支えるため、防災機能の強化を進める。そのため、市道南塩

屋本通線などの生活幹線道路については、集落内道路の適正な配置を計画し、地域住

民と協働して整備への取り組みを進める。 
 

②公園緑地 
● ハマボウ観察公園の整備  ＜自然生態観察公園整備検討区域＞ 

塩屋地区の海岸部には、市の天然記念物に指定されたハマボウの群生地があること

から、本市を代表する生態系及び景観であり、自然公園普通地域として保全を図る。 
また、利用者などがハマボウの鑑賞やバードウォッチングができるように自然生態

観察公園として周辺整備を検討する。 
 

● 御坊総合運動公園のアクセス向上と利活用の促進 
御坊総合運動公園は、市民や周辺住民が運動やレクリエーションを楽しめる公園と

して利活用を促すため、農免道路からのアクセス道路の整備を推進するとともに、国

道からの直接ルート整備を検討する。また、利用者のニーズや施設状況に応じて適正

な管理運営を図る。 
 

● 身近な公園の充実  ＜身近な公園整備検討区域＞ 
既存公園を活用して、子どもや地域住民が身近に安心して利用できるオープンスペ

ース（街区公園）の充実を進める。具体的には、塩屋小公園と周辺部を一体的に利用

した「渚の駅」の整備を検討する。 
また、北塩屋団地と塩屋の集落地の住民がともに利用できる身近な公園を少なくと

も 1 ヵ所、設置を検討する。 
 

● 緩衝緑地機能の保全・強化  ＜緩衝緑地帯形成地区＞ 
塩屋の集落と日高港及び塩屋漁港の間には、ハマボウの群生地から塩屋小公園、保

安林へと一体的な緑地が形成されており、集落地と工業地の相互の環境を良好に維持

するため緩衝緑地としての役割を果たしていることから、緑地の保全と整備による緩

衝機能の保全・強化を図る。 
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③供給処理 
● 下水道の整備 

生活排水の適正な処理により衛生的な環境の形成と公共用水域の水質汚濁を防止し、

都市の水環境を維持するため、和歌山県全県域汚水適正処理構想に基づいて、下水道

の整備を計画的に進める。 

(1)地域西部の塩屋処理区は、特定環境保全公共下水道の計画的な整備を進める。 
(2)汚水適正処理構想の集合処理区域外の地域東部は、助成制度の活用による個別処

理施設の設置を促す。 
 
 

５）都市環境・景観形成の方針 

● 高速道路沿道の景観形成 
高速道路の沿道は、山や農地など緑豊かな自然的景観や農村的景観を維持するため、

「和歌山県屋外広告物条例」を活用し、地域と調和のとれた秩序ある沿道景観の形成

を促す。また、南伸する高速道路沿道に屋外広告物の禁止区域の指定を検討する。 
 

● 水辺環境の保全 
日高川河口部から王子川河口部に広がるハマボウの群生地は、県立自然公園区域に

指定されており、野鳥などの動植物を育む自然空間として環境を保全するとともに、

人が自然に親しめる環境づくりを図る。 
 
 

６）都市防災の整備方針 

● 集落地の防災機能の改善 
老朽化した木造家屋が密集する塩屋の集落は、火災の延焼による災害の拡大や地震

時の家屋倒壊で避難路の寸断が予想される。このため、準防火地域の指定を行い建物

の不燃化を推進する。また、耐震補強による耐震性の強化を啓発し、市街地全体の防

災機能を高める。 
本地域には、発電所が立地していることから、事業者による自主的な防災機能の強

化を促すとともに、事業者と自治会などの地域団体が共同で、防災組織の設置や避難

訓練の実施など防災への取り組みを促す。 
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● ヘリコプター発着地の適正な維持管理 
御坊市地域防災計画によるヘリコプター発着地に位置づけられた塩屋若もの広場や

御坊総合運動公園、河南中学校の防災機能を維持するために必要な維持管理を行う。 
また、塩屋若もの広場と総合運動公園は、地域内や市域とのアクセス道路が脆弱で

あることから、緊急輸送路に指定された道路を中心にアクセス道路の整備・改良を図

る。 
 

● 日高港湾の活用 
現在整備が進められている日高港は、海上交通や物流の拠点施設となることから、

災害時においても救援物資の集積場所や圏域外からの応援部隊の活動拠点としての利

用を検討し、適切な基盤整備や施設整備を図る。 
 

● 避難施設の機能改善  ＜避難施設整備検討区域＞ 
御坊市地域防災計画で指定された避難施設の立地は、王子川両岸に集中しており、

南部地区が不足している。そのため、南塩屋地区の南部に避難施設の設置を検討する。

また、避難施設に指定されている公共施設などの安全性を高める耐震診断の実施と必

要に応じた施設の耐震性の強化を計画的に進める。 
 

● 高潮・津波対策の推進 
塩屋の海岸部は、高潮や津波の影響を受けやすいことから、「紀州灘沿岸海岸保全基

本計画」に位置づけられた海岸保全施設の機能維持を県と連携して進める。また、津

波に対して集落地への緩衝帯的な役割を果たす日高港湾の全体構想の整備を図る。 
 

● 特別防災区域に対する緩衝帯の維持   
御坊火力発電所は、石油コンビナート等特別防災区域に指定された防災対策上特別

な配慮を必要とする施設であり、事故等の災害時には、周辺部への影響が懸念される

ことから、この区域と塩屋の集落地の間にある保安林の保全を図るなど緩衝帯の形成

に努める。 
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８．名田地域  
 
１）名田地域の将来像と整備の目標 

 
 

●名田地域の将来像 
 
 

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  

 
●地域の整備目標 

 生産・流通基盤が整備された活力ある農業と豊かな暮らしのあるまち   
 

開かれた教育機関のある文教地区の形成と福祉・介護が充実したまち   
 

海の資源を活かした産業の形成と魅力ある自然や景観の育成   
 
 
 

２）土地利用の方針 

● 農村集落を主とする農住ゾーン 
国道 42 号沿道に分散しながら立地する一団の農村集落地は、周辺部に広がる農地

と調和がとれた環境を目指して、居住の場と農作業の場が一体化した低層住宅系の土

地利用を促す。 
 

● 専用工業地であるエネルギー供給基地  ＜土地利用方針検討区域＞ 
生活や経済活動を支えるエネルギーの供給基地として、御坊第 2 火力発電所の構想

があったが、電力需要の低下による計画凍結が発表された。今後、事業の再開により

埋め立てが行われた場合は、都市計画区域への編入と工業専用地域の指定を検討する。 
 

● 漁業関連用地の利用 
集落地の近くに位置する加尾漁港や上野漁港などの港湾・漁港ゾーンは、漁港機能

を維持しながら、漁業関連の作業や加工を行う漁業用地としての土地利用を促す。 
 

● 農地の生産環境保全 
本地域に広がる畑地及び施設園芸用地は、地域産業を支える一団の優良農地を形成

していることから、生産環境を維持し、農地整備による土地利用の増進を図る。また、

一部に見られる小規模な休耕地は、貸し農園など市民や都市住民が利用できる多様な

土地利用を検討する。 
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３）市街地の整備方針 

● 集落地環境の整備改善  ＜農住共生型環境維持地区＞ 
本地域に分散立地する農村集落地は、集落内を通る市道を生活幹線道路として位置

づけ、農地と一体の住宅地として、居住と農業生産が共存できるまちを形成する。そ

のために集落道路、農村集落排水施設、農村公園などの農村生活環境の整備改善を図

る。また、建物の不燃化や耐震補強による耐震化を啓発するなど災害に強いまちづく

りを促す。 
 

● 開かれた学習の場づくり  ＜市民文化育成型文教地区＞ 
国立和歌山工業高等専門学校の周辺部には、小学校や中学校などの教育施設が集積

していることから、国立和歌山工業高等専門学校を中核として市民や周辺住民が教養

を高め、教育文化活動ができる開かれた場づくりを行う。また、それらの活動に必要

となる施設機能を確保するため、整備改善を段階的に進める。 
 

４）都市施設の整備方針 

①交通ネットワーク 
● 広域幹線道路の形成 

国道 42 号は、本県の海岸部の紀北から紀南地域を結ぶ都市間道路としての交通機

能を充実するため、歩道の未整備区間の解消を促し、広域交通の円滑化を図る。 
 

● 市内幹線道路の整備  ＜農免道路整備推進路線＞ 
地域の交通を円滑に処理し、広域幹線道路と一体となって市域の骨格を形成する市

内幹線道路網の形成を目指して、以下の路線の整備を進める。 

(1)県営塩屋農免道路 
(2)連絡道路（県営塩屋農免道路と国道 42 号をつなぐ連絡道路の整備） 
 

● 生活幹線道路の整備 
生活幹線道路は、日常生活の身近な主要道路であり、生活の利便性を確保するとと

もに、円滑な消防活動を支えるために防災機能の強化を図る。そのため、国道と並走

する集落内の南北道路を中心に地域住民と協働して集落地内の適正配置と整備への取

り組みを進める。 
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②公園緑地 
● 身近な公園の充実 

本地域北部の野島に祓井戸小公園があるが、その他の集落には身近な公園が不足し

ていることから、農村公園など農村生活環境整備事業による整備を検討する。 
 

③供給処理 
● 下水道の整備 

生活排水の適正な処理により衛生的な環境の形成と公共用水域の水質汚濁を防止し、

都市の水環境を維持するため、和歌山県全県域汚水適正処理構想に基づいて、下水道

の整備を計画的に進める。 

(1)加尾処理区は、農業集落排水の早期事業完了を目指す。 
(2)野島処理区と上野・楠井処理区は、施設の適切な維持管理を図る。 
(3)和歌山県全県域汚水適正処理構想の集合処理区域外の地域は、助成制度の活用によ

る個別処理施設の設置を促す。 
 

● 御坊広域清掃センターの維持 
広域処理施設である御坊広域清掃センターは、近年、新施設が整備され処理能力、

機能ともに向上が図られたことから、今後は施設機能の適正な維持管理を図る。また、

循環型社会の形成に合わせて新たな技術を取り入れながら施設機能の高度化を図る。 
 
 

５）都市環境・景観形成の方針 

● 海岸景観の保全と活用 
本地域の海岸線は、太平洋側に広がる雄大な自然景観を形成しており、その保全を

図る。また、この自然景観を眺望できる場を整備するため、県営塩屋農免道路の整備

と併せてビューポイントとなる展望台の設置など観光スポットづくりを検討する。 
 

● 歴史文化資源の保全と活用 
熊野古道が通る本地域には、祓井戸王子や上野王子など歴史的な文化遺産があるこ

とから、この遺産を保全するとともに活用しながら、観光客などが地域の風土を感じ

られるように、周辺環境も含めたまちの形成を図る。 
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６）都市防災の整備方針 

● 集落地の防災機能の改善 
老朽化した木造家屋が密集する各集落は、路地を形成する狭い道路が多く、延焼に

よる災害の拡大や倒壊家屋による避難路の寸断の恐れがある。このため、地域住民と

協働して避難路の確保を進める。また、防災機能の改善による被害の軽減を図るため、

建物の不燃化や耐震補強による耐震性の強化を啓発する。 
 

● 避難施設の機能改善  ＜避難施設整備検討区域＞ 
御坊市地域防災計画で指定された避難施設だけでは、集落からの安全な避難を行う

上で問題点があるため、住民が安全に避難ができるように避難施設の配置の見直しを

検討する。 
また、避難施設に指定されている公共施設などの安全性を高めるため、耐震診断の

実施とそれに伴う耐震性の強化や不燃化を計画的に進める。 
 

● 特別防災区域拡大への対応方針  ＜緩衝緑地帯形成地区＞ 
御坊第２火力発電所が整備された場合、災害時において周辺部への影響が懸念され

ることから、石油コンビナート等特別防災区域の指定に合わせて海岸に面した地区は、

影響の軽減を図るため、集落と施設の緩衝帯となる樹林地の保全と形成に努める。 
 

● 高潮・津波対策の推進 
海岸部は、地形的に丘陵地となっていることから高潮や津波の影響を受けにくい状

況ではあるが、一部地区においては標高が低く、河川の逆流などによる被害が考えら

れるため、「紀州灘沿岸海岸保全基本計画」に位置づけられた海岸保全施設の機能維持

を県と連携して進める。 
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第４章 実現のための方針と今後の展開 
 
 
 



 第４章 実現のための方針と今後の展開 
 

１．実現化に向けたまちづくりの推進 

１）まちづくりの段階的整備プログラム 

都市計画マスタープランは、御坊市総合計画を上位計画とし、まちづくりに対する

市民の要望や様々な課題に対して、土地利用の規制・誘導に必要な都市機能の充実を

図っていくための計画や構想を明示している。これらの計画や構想の中で、市民の要

望が高く、都市機能に対する重要性や緊急性から事業を選定し、本市の都市整備に関

わる予算規模なども加味した上で、整備プログラムを作成し、段階的なまちづくりの

推進を図る。 
整備プログラムは、本マスタープランに示された事業を市民要望、重要性、緊急性、

広域的な役割における必要性などを考慮して、次の３段階に事業を区分する。 
 

＜事業の区分＞ 
①事業中   ：現在事業が着手されており、今後、計画的に整備を進める

事業 
②早期着手事業：まちづくりを進める上で、重要性や緊急性が高いことから、

今後 10 年程度で事業着手を目指す事業 
③整備検討事業：土地利用の動向や市街化の状況と地域の事業に対する理解

と成熟度から判断して、必要に応じて事業着手を行う事業 
 

 事業中 早期着

手事業 
整備検

討事業 
■土地利用の規制誘導    

①野口地区の土地利用施策の導入  ○  
②熊野地区の土地利用方針の検討   ○ 
③吉田地区北部の土地利用方針の検討   ○ 
④県道御坊美山線沿道の用途地域の見直し及び

新規指定  ○  

⑤都市計画道路駅前吉原線沿道の用途地域の見

直し  ○  

⑥都市計画道路駅前新川橋線沿道の用途地域の

見直し  ○  

⑦吉田・藤井地区南部の用途地域の新規指定  ○  
⑧野口地区の県道日高印南線沿道の用途地域の

新規指定または地区計画の導入   ○ 

⑨日高港湾の用途地域の新規指定  ○  

 

⑩御坊第２発電所の都市計画区域の指定と用途

地域の新規指定   ○ 
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 事業中 早期着

手事業 
整備検

討事業 
■市街地整備    

①中心地の整備 ○   
②中心商業地の機能転換  ○  
③既成住宅地の修復型整備  ○  
④公共交通拠点の整備  ○  
⑤広域商業地の整備 ○   
⑥新たな広域交通拠点地の整備 ○   
⑦日高港湾の整備 ○   
⑧日高川沿いの工業地の整備  ○  
⑨新住宅地の整備  ○  
⑩集落地の整備  ○  
⑪開発型住宅地の整備   ○ 

 

⑫農住共生地の整備   ○ 
■交通基盤整備    

①県道御坊美山線(都市計画道路下財部出島線) ○   
②都市計画道路駅前新川線 ○   
③都市計画道路吉原道之瀬線 ○   
④都市計画道路道成寺天田橋線 ○   
⑤(仮称)都市計画道路駅前藤井線  ○  
⑥(仮称)都市計画道路吉田藤井線  ○  
⑦地区内道路・生活幹線道路   ○ 
⑧歩行者空間の整備  ○  
⑨公的な駐車場の整備  ○  

 

⑩交通阻害要因の解消  ○  
■公園・緑地整備    

①街区公園の整備  ○  
②近隣公園・地区公園の整備   ○ 
③都市基幹公園の整備 ○   
④公共空間の緑化  ○  
⑤地域緑地の保全  ○  
⑥自然生態観察公園の整備   ○ 

■下水道整備    
①公共下水道の整備（御坊処理区）   ○ 
②特定環境保全公共下水道の整備（塩屋処理区） ○   
③農業集落排水の整備 ○   
④個別排水処理の整備 ○   
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 事業中 早期着

手事業 
整備検

討事業 
■都市環境・景観形成    

①市街地環境の形成  ○  
②歴史的環境の形成  ○  
③沿道・鉄道沿線景観の形成  ○  
④日高川の水辺環境の形成  ○  
⑤小規模河川の親水性の整備  ○  
⑥海岸景観の形成  ○  
⑦里山空間の整備  ○  
⑧地域固有の景観の形成   ○ 
⑨資源循環型社会の形成  ○  

 

⑩環境にやさしい建築物の整備   ○ 
■都市防災の整備    

①都市防災機能の整備  ○  
②避難施設の整備  ○  
③防災拠点施設の整備  ○  
④ライフラインの機能維持 ○   
⑤緊急輸送機能の整備  ○  
⑥日高川の治水対策の整備  ○  
⑦小規模河川の整備  ○  
⑧津波対策の整備  ○  
⑨治山対策の整備 ○   
⑩消防力の強化 ○   
⑪火災予防機能の整備 ○   

 

⑫特別防災区域の対応  ○  
■住宅の整備    

①市営住宅の整備 ○   
②住宅団地の整備 ○   
③環境対応型住宅の整備   ○ 
④優良田園住宅地の整備   ○ 

■福祉のまちづくり    
①モデル地区による整備  ○  
②総合的整備構想による整備   ○ 

■市民参加のまちづくり    
①市民参加の組織づくり ○   
②市民主体のパートナーシップによる取り組み ○   
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２）地域住民による優先的な取り組み 

まちづくりの段階的整備プログラムは、全体構想に基づく全域的な整備の位置づけ

である。 
６つの地域においては、地域の将来像の実現に向けて、地域住民自身がまちづくり

の優先的な事業を各地域で位置づけ、行政と協働しながら事業を推進し、地域を発展

させることで、自分達で独自性のある地域を形成する。 
以下に優先的な取り組み項目を地域ごとに示している。 
 
 

● 御 坊 地 域 ● 
①既存市街地の機能改善 
②生活幹線道路の整備 
③身近な公園(街区公園)の整備 
④歴史的な町並みや建物の保全 
⑤バリアフリーのまちの整備 

● 湯 川 地 域 ● 
①駅前地区の整備 
②生活幹線道路の整備 
③踏切等による交通遮断の解消 
④里山の保全と環境整備 
⑤小規模河川の整備 
⑥防災拠点機能の向上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 藤 田 地 域 ● 
①既成市街地や集落地の生活環境の整備 
②観光拠点(道成寺周辺)の整備 
③生活幹線道路の整備 
④避難施設の機能改善 
⑤小規模河川の親水機能の保全や再生 
⑥里山などの緑地景観の保全 

● 野 口 地 域 ● 
①集落地の生活環境の整備 
②生活幹線道路の整備 
③都市緑地(日高川ふれあい水辺

公園)の整備 
④避難施設の機能改善 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 塩 屋 地 域 ● 
①広域幹線道路(国道・県道)の歩

道等の整備 
②生活幹線道路の整備 
③総合運動公園の整備 
④避難施設の機能改善 

● 名 田 地 域 ● 
①集落地の生活環境の整備 
②広域幹線道路(国道・県道)の歩

道等の整備 
③津波・高潮対策の整備 
④ため池等の整備改善と維持管理 
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３）まちづくりの整備手法 

本マスタープランに明示された計画や構想を推進していくためには、都市計画事業

だけでなく、様々な事業手法を活用していくことが必要である。そのため、国や県の

施策や方針を確認しながら、補助事業制度を弾力的に活用し、事業の実施と市民や利

用者に満足してもらえる都市サービスを提供できるまちづくりを目指す。 
 

４）関係機関との連携と協力 

まちづくり事業の実施においては、庁内関係各課はもとより、補助事業などの関係

から国、県をはじめとする関係機関との連携や協力が不可欠な要素となっている。そ

のため、本マスタープランを十分に理解していただくとともに、今後も密接な連携を

保ちながら事業を進める。 
 

５）周辺自治体との連携 

都市計画マスタープランは、本市の都市計画区域及び行政区域を対象として策定さ

れているが、御坊都市計画区域は、美浜町の一部を含んでおり、市民の日常生活圏も

本市以外の周辺自治体に及んでいる。そのため、具体的なまちづくりにおいては、広

域的な視点から実施するとともに、必要に応じて周辺自治体と連携や調整を図る。 
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２．まちづくりの流れ 

１）行政主導と市民参加のまちづくりの流れ 

今までのまちづくりは、行政主導で、都市における問題や課題から計画を作成し、

事業化が決定した段階で、市民に説明を行うことが主流であった。一部には、市民や

地域団体が問題や課題について発意し、整備要望から行政が事業を実施し、行政また

は地域団体が維持管理していくこともあった。 
今後のまちづくりは、市民や地域団体の発意によるまちづくりが主流になると予想

される。 
このようなまちづくりの変革を事業の流れとして示したのが、以下のフローである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長期

行政

 

 

＜行政主導のフロー＞ 

管理・運営 

工事の実施 

地域住民への説明 

事業の実施 

個別事業の計画の作成 

総合計画等への位置づけ 

側からの都市の問題や課題 

管

地

まち

市民
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＜市民参加のフロー＞ 

理・運営への市民参加 

工事の実施 

事業の実施 

域住民への事業の周知 

個別事業の計画の作成 

づくりの発意・合意形成 

や地域団体の問題や課題 



 
 

２）市民参加・市民主体のまちづくり 

まちづくりは、社会経済情勢の変化に伴って市民の意識改革が進み、まちづくりへ

の関心が高まった。また、ライフスタイルの多様化によって、地域住民が求める都市

機能に地域特性を反映する要素が大きくなってきたことで、従来の行政主導型だけで

は対応できない状況となっている。そのため、徐々にではあるが、市民参加型の事業

や市民主体のまちづくりへ移行していくことが必要である。 
このように市民参加型や市民主体のまちづくりへ移行していく中で、まちづくり事

業が実施される過程について、市民の役割と行政の役割を前項のフロー図を使って、

段階ごとに整理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜まちづくりの流れ＞ ＜市民側の活動項目＞ ＜行政側の対応項目＞ 

説明会の開催 
組織の立ち上げ 

公共施設の委託運営 
管理運営のサポート 

公共事業への協力 
進捗状況の確認 

管理運営体制の協議 

説明会サポート 
内容の周知・協力要請 

検討会・ルールづくり 
計画内容の提案 

公共施設の維持管理 
管理団体に支援・助成 

公共施設の整備 
補助事業の導入 
工事発注・管理 

管理運営体制の検討 

事業説明会の開催 
運営の助成 

立案サポート・協力 
専門家の派遣 

相談・協議 
説明会サポート 

地域住民の意見・ 
意向の把握 情報提供・啓発 

管理・運営 

工事の実施 

事業の実施 

地域住民への 
事業の周知 

個別事業の計画の作成 

まちづくりの発意・ 
合意形成 

市民や地域団体 
の問題や課題 

 
図で示されている内容については、すべてのまちづくりについて適用することは困

難であるが、進め方の目安とし、事業内容や関係者の状況を加味して変更を加えなが

ら活用していくものとする。 
また、まちづくりは、市民と行政が両輪となって進めていくことが重要である。 
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３．市民主体のまちづくりに向けて 

１）情報公開による情報の共有化 

住み良いまちを整備するためには、まちづくりの基本方針となる都市計画マスター

プランに基づいて、市民と行政が協働で取り組んでいくことが重要になる。 
そのため、本マスタープランの概要版を全戸に配布するとともに、いつでも、誰に

でも、気軽に閲覧することができるように、ホームページに掲載し、情報公開コーナ

ーや都市建設課に常備して、市民がまちづくり計画を共有できる環境を整える。 
また、都市計画マスタープランに基づいて実施される各種事業の進捗状況や計画づ

くりの内容などを公開し、市民が継続的にまちづくりの情報を利用し、積極的に参加

できる基盤を整備する。 
 

２）市民によるまちづくりの推進 
都市計画マスタープランの役割は、都市計画事業などの具体的な事業を実施する前

に、まちづくり計画を事前に明らかにし、計画の初期段階から市民の参画や市民の意

向を反映した計画を策定するとともに、事業実施、維持管理へと継続性のあるまちづ

くりの推進を図る。 
市民によるまちづくりを推進していくためには、まちづくり活動に対する継続的な

助成制度の創設を検討し、市民組織の立ち上げ時から支援を行う。 
また、市民活動として行われている様々なボランティア活動を推進していくととも

に、日常利用する身近な公共施設などの運営管理を行う「アダプト（里親）制度」の

導入を検討し、活動の場を広げていく。このように市民の活動を制度的に位置づける

ことで、市民の活発なまちづくり活動への参加を促していく。 
 

３）市民の自主的なまちづくりの進め方 
市民の自主的な取り組みによるまちづくりを立ち上げ、盛り上げていくための進め

方をまとめる。 

●まちづくりの組織づくり●

 

 
 
 
 
 

● 地域活動から始める ● 
●話し合いの場をつくる● 
＜キーワード＞ 

 身近なこと・場所から 
 取り組みやすいことから 
 みんなで集まり話し合う 
＜キーワード＞ 
 自由に参加してもらう 
 共通の理念をつくる 
 地域とともに進める ●地区のルールをつくる● 

＜キーワード＞ 
 目的のイメージをもつ 
 いつも楽しく取り組む 
 みんなで進める 
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４）新しい都市計画制度の活用 

新しい市民提案型の制度として、平成 15 年１月１日に施行された「都市計画の提

案制度」は、市民やまちづくり組織等が行う自主的なまちづくりの取り組みを都市計

画行政に、積極的に反映させることを目的としている。これは市民やまちづくり組織

等がまちづくりに積極的に参加し、都市計画の変更等の提案を行政に対して申し出る

ことができる制度である。 
都市計画の提案制度は、市民参加から市民主体のまちづくりへの大きな転換を意味

するものであり、積極的な活用が望まれる。 
 

 

４．今後のマスタープランの展開 
 

１）マスタープランの展開 

都市計画マスタープランは、御坊市総合計画を上位計画として策定された長期的な

まちづくり計画であるが、21 世紀初頭を迎えて社会経済システムが劇的に変化してい

ることや市町村合併など行政の再編が進むことが予想されるため、これらの状況を踏

まえて計画内容の定期的な確認と社会経済情勢やまちづくりの仕組みの変化に対応で

きるように見直しを行う。 
定期的な計画内容の確認については、５年を周期として、まちづくり事業の進捗状

況や事業地の環境の変化などによる計画内容の妥当性を検証し、事業の適正な実施と

推進に努める。 
また、本マスタープランの計画期間が 20 年であるのに対して、上位計画である御

坊市総合計画の計画実施期間が 10 年であることから、長期総合計画の更新を受けて、

委員会等のまちづくり組織を設置し、見直しの検討を行う。 
検討内容は、長期総合計画との調整を図るため、まちづくりの根幹となる都市の将

来像が時代のニーズと整合が保たれているかを確認し、必要に応じて新たに設定する

とともに、まちづくり事業の内容確認や新規事業の追加を行い、新たに 20 年後を目

標としたマスタープランを策定する。 
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第５章 計画策定の経過等 
 

 



 第５章 計画策定の経過等 
 

１．都市計画マスタープラン策定の体制 
都市計画マスタープランは、今後の都市計画を進める基本方針であるため、庁内の

関係各課による検討組織を設置して計画策定に取り組んだ。また、都市計画法第 18
条の２第２項の「公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる

もの」との定めに基づいて、最も重要な審議機関として公募による市民、各種団体の

代表、学識経験者が参加した「都市計画マスタープラン策定委員会」を組織して市民

の意見が反映された計画づくりを行った。 
市民意見の反映は、都市計画マスタープラン策定委員会への市民の参加の他に、ま

ちづくりアンケート調査を実施して、広く意見や要望を把握するとともに、策定状況

や計画案を随時、ホームページや広報誌などにより公開し、市民に計画過程を周知し

て、計画に対する意見を求めた。 
以下に都市計画マスタープラン策定の体制図を示す。 
 

 
■策定体制図  

 
 
 

 
庁
内
関
係
課

都
市
建
設
課

庁内検討委員会
（方針決定・調整）

ワーキンググループ
（検討・立案）

都市計画マスタープラン策定委員会

　学識経験者
　各種団体代表
　公募による市民　　　　　　他

和
歌
山
県

市民の参加

アンケート調査

ホームページ

資料
提供

協力
要請助言

相談

方針の
明示

検討結果
計画案

資料等
の要請

運営支援
説明等

資料の提供
検討案の提示

検討
審議結果

意向の反映調査・広報

広報誌
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２．計画策定における経過 
 
 
 

行　政

策定委員会

広　報

平成13年６月 ●平成13年度から平成15年度までの３ヵ年計画で都市計画マスタープラン策定に着手

７月 ●庁内検討委員会の設置

●ワーキンググループの設置

●第１回庁内検討委員会

８月 ●第１回ワーキンググループ会議

８～９月 ●庁内関係課ヒアリング

（20課を対象に事業内容と今後の課題について）

９～10月 ●まちづくりアンケート調査の実施

（無作為に1,562人を抽出し、郵送で実施。回収率約33.3％）

平成14年１月 ●都市計画マスタープランのホームページ立ち上げ

４月 ●御坊市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱の施行

５月 ●御坊市都市計画マスタープラン策定委員の委嘱

●第１回御坊市都市計画マスタープラン策定委員会

（委員長・副委員長の選出、都市計画マスタープランの策定方法、アンケート調査について）

６月 ●ホームページで第１回御坊市都市計画マスタープラン策定委員会の議事内容の広報

８月 ●第２回御坊市都市計画マスタープラン策定委員会

（御坊市の歴史、まちづくりの問題点・課題について）

10月 ●ホームページで「第２回御坊市都市計画マスタープラン策定委員会」の議事内容の広報

11月 ●第３回御坊市都市計画マスタープラン策定委員会

（まちづくりの課題のまとめ、全体構想(案)について）

12月 ●ホームページで「第３回御坊市都市計画マスタープラン策定委員会」の議事内容の広報

平成15年２月 ●第４回御坊市都市計画マスタープラン策定委員会

（地域別構想(案)について）

３月 ●ホームページで「第４回御坊市都市計画マスタープラン策定委員会」の議事内容の広報

４月 ●美浜町と都市計画マスタープランの方針の調整

５月 ●第５回御坊市都市計画マスタープラン策定委員会

（実現の方針と今後の展開、将来像の設定のまとめについて）

●ホームページで「第５回御坊市都市計画マスタープラン策定委員会」の議事内容の広報

６月 ●「広報ごぼう」６月号による都市計画マスタープラン素案の説明その１

（地域別構想の御坊地域、湯川地域、藤田地域を掲載）

７月 ●「広報ごぼう」７月号による都市計画マスタープラン素案の説明その２

（地域別構想の野口地域、塩屋地域、名田地域を掲載）

●庁内関係各課の計画内容の調整

９月 ●第６回御坊市都市計画マスタープラン策定委員会

（全体構想・地域別構想のまとめについて）

●ホームページで「第６回御坊市都市計画マスタープラン策定委員会」の議事内容の広報

10月 ●御坊市都市計画マスタープラン(素案)を美浜町に提示・調整

●第７回御坊市都市計画マスタープラン策定委員会

（都市計画マスタープランのまとめについて）

●御坊市都市計画マスタープラン策定委員会の審議結果を市長に報告

●ホームページで「第７回御坊市都市計画マスタープラン策定委員会」の議事内容の広報
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３．御坊市都市計画マスタープラン策定委員会 
 

１）御坊市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱 

 
（設置） 
第１条 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 18 条の２第１項の規定による

本市の都市計画に関する基本的な方針（以下「都市計画マスタープラン」

という。）の原案について検討するため、御坊市都市計画マスタープラン策

定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
 
（所掌事務） 
第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項について審議することとする。 
（１） 都市計画マスタープランの原案の作成に関する事項。 
（２） その他、市長が指示する事項。 

 
（組織） 
第３条 委員会は、委員長、副委員長（各１名）及び委員をもって組織する。 
（１） 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。 
（２） 委員は、別表に掲げる者を、市長が委嘱する。 

 
（委員長等の職務） 
第４条 委員長は、会務を総括する。 
（１） 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長が 

その職務を代行する。 
（２） 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。 

 
（委員の任期） 
第５条 委員の任期は、御坊市都市計画マスタープランの公表までの期間とする。 

 
（庶務） 
第６条 委員会の庶務は、産業建設部都市建設課において処理する。 

 
（補則） 
第７条 この要網に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。 

 
付則 
    この要網は、平成 14 年４月３日から施行する。 
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２）御坊市都市計画マスタープラン策定委員会メンバー表 

 

 

氏 名 団体名 業種別 

◎濱田 学昭 和歌山大学システム工学部 
環境システム学科 教授 

○伊籐 雅 国立和歌山工業高等専門学校助教授 

学職経験者 

木下 修一 御坊地区代表 

中村 敏男 湯川地区代表 

酒井 義雄 藤田地域代表 

米原 史夫 野口地域代表 

小竹 博 塩屋地域代表 

沼野 恭一郎 名田地域代表 

自治会関係 

久保 行徳 御坊商工会議所代表 商工業関係 

高垣 宏 御坊市観光協会代表 観光関係 

小川 正治 宅地建物取引業協会日高支部代表 土地建物関係 

北岡 俊彦 御坊市農業委員会代表 

平野 均 JA 紀州中央代表 
農業関係 

松村 徳夫 御坊市漁業協同組合代表 漁業関係 

清水 静志 御坊市文化財保護審議会代表 文化教育関係 

中村 政右衛門 御坊市社会福祉協議会代表 社会福祉関係 

柳岡 克子 

北野 久美子 

門上 正枝 

曽根 由紀子 

趣旨に賛同の市民（公募） その他 

◎は委員長、○は副委員長 
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３）市長への委員会審議報告 
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第６章 資 料 編 
 

 



 第６章 資料編 
 

１．御坊市の位置づけと成り立ち 

１）御坊市の位置 

本市は、和歌山県中央部の御坊圏域の海岸線に面しており、県都和歌山市まで約 40
㎞、大阪市まで約 90 ㎞に位置し、北に日高町、西に美浜町、東に川辺町、南に印南

町が接している。市域は南北 16.3 ㎞、東西 8.4 ㎞、総面積 43.78k ㎡の南北に細長い

形状で、中央部を日高川が流れ、市域が河北と河南に分かれている。日高川河口の河

北に平坦地が広がっており、この平坦地を中心に市街地が形成されている。 
 
 

２）周辺町村の概況 

御坊圏域は、由良町、日高町、美浜町、川辺町、印南町、中津村、美山村と本市の

１市５町２村で構成されている。この中で本市と行政界を接しているのは、美浜町、

日高町、川辺町、印南町の４町で、特に日高川河口部の平坦地に位置する美浜町、日

高町、川辺町とは一体的な経済及び生活圏を形成している。 
 

御坊市 

御坊圏域 

由良町 
美山村 

印南町 

川辺町 
中津村 

日高町 

美浜町 

新宮市 

橋本市
■広域位置図

田辺市 

有田市 

和歌山市 
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３）上位計画による位置づけ 

①和歌山県長期総合計画 
和歌山県長期総合計画「わかやま 21 世紀計画」は、県を和歌山、橋本、有田、御

坊、田辺、新宮の 6 圏域に区分しており、本市は御坊圏域に位置する。 
 御坊圏域の将来像は、和歌山市、京阪神、さらに国内外の地域との交流・連携を促

進する交通ネットワーク基盤の整備を推進し、先端技術産業や高付加価値型産業の立

地促進及び試験研究施設の充実に努め、県中央域における新たな産業拠点の形成を目

指す。また、恵まれた自然条件を活かし、野菜や花卉栽培を中心とした暖地農業の振

興に努めるとともに、優れた自然景観や歴史・文化資源を活用した体験型レクリエー

ションの振興を図る。 
圏域の基本方向及び主要施策は、5 つの基本方向及び整備の方針が示され、それに

基づいた施策が挙げられている。以下に、基本方針ごとに本市に関わる主要施策をま

とめる。 
■御坊圏域の開発構想図  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜交流・連携を支える交通・情報通信網の整備＞ 
住民生活の向上及び産業活動の活発化、圏域内外との広範な連携や交流を促進する

交通基盤や情報通信基盤の整備を進める。また、鉄道及びバス路線の利便性向上に努

め、各交通機関相互の接続性の向上を図る。高度情報社会に対応した情報通信網の整

備を促進し、圏域内の情報発信能力の向上に努める。 
 近畿自動車道紀勢線（海南～御坊）の 4 車線化の促進 

 国道 425 号や県道御坊湯浅線等の整備の促進 

 重要港湾日高港の施設整備の促進とアクセス道路網の整備 

 鉄道及びバス路線の利便性向上 

 ヘリポート・ヘリストップの設置の促進 

 情報通信ネットワークの整備 
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＜地域産業の育成強化と新たな産業の創造＞ 
 御坊田園テクノタウン構想の推進を目指して、先端技術産業、流通産業との立地を

促進するとともに、新たな産業業務用地の確保や物流機能の充実に努める。 
 農林漁業の高度化・効率化を図るため、生産基盤の整備促進や国内外の研究機関等

との連携を強化し、地域特産品の振興を図る。 
 御坊第 2 工業団地への企業立地促進 
 御坊工業団地の造成及び企業立地の促進 
 日高港湾整備による産業立地の促進 
 暖地園芸センター等の研究機関との連携による生産技術の高度化 
 農林水産業に関わる生産基盤の整備 
 地域特産品の開発及び市場流通体制の整備 

 
＜環境の保全と美しい自然を活用した地域づくり＞ 
 優れた自然景観や貴重な生態系の保護と秩序ある利用環境の整備に努める。また、

河川改修や海岸保全事業等の実施は、住民等の利用も配慮した快適な親水空間の創造

を図る。さらに、優れた景観や歴史文化資源を活用した交流施設等の整備を促進する。 
 貴重な植生保全と日高港の整備に伴う親水公園、多目的広場の整備推進 
 日高川ふるさとの川整備事業の推進 
 歴史文化資源を活用した観光拠点の整備促進 

 
＜文化・学術の振興＞ 
 住民の多様な分野に対する学習意欲の高まりに対応した生涯学習に関わる環境整備

を進める。また、個性ある地域づくりを進めるため、伝統的な文化の保全と新たな地

域文化の創造を図る。さらに、知的基盤である高等教育・研究機関の充実に努める。 
 複合文化ホールや生涯学習センターの整備促進 
 文化・スポーツ等に関する広域活動拠点の整備促進 
 国立和歌山工業高等専門学校の学科再編成の促進 

 
＜安全・快適で暮らしやすい生活空間の形成＞ 
 良好な生活環境を確保するため、宅地供給や生活道路の基盤整備を行う。また、保

健・医療・福祉施設の充実やすべての人が利用しやすい公共施設の整備に努め、安心

して暮らせるまちづくりを進める。さらに、地域防災体制の充実など地域防災機能の

向上に努める。本市は、圏域の中心都市として商業・業務機能の集積の促進を図る。 
 良質な住宅団地の整備促進 
 公共下水道、農業集落排水などの整備促進 
 御坊総合運動公園や各地の運動公園、コミュニティ広場等の整備促進 
 御坊クリーンセンター、御坊広域清掃センターの施設改良、廃棄物リサイ

クル施設の整備促進 
 日高総合病院等及び保健センターの整備による保健・医療サービスの充実 
 高齢者福祉施設の整備促進、保健・医療・福祉のマンパワーの確保 
 防災情報伝達基盤の整備拡充 
 御坊駅周辺アクティブ拠点地区の整備促進 
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②第３次御坊市総合計画 
第３次御坊市総合計画は、社会・経済環境の変化に適切に対応するとともに、地方

分権が進展する中で、生活圏や経済圏域の広がりを踏まえ、本市の都市機能を高め、

周辺町村との一体的な発展を目指すために策定された。 
 計画期間は、2001 年（平成 13 年度）から 2010 年（平成 22 年度）である。 
 
 ＜目標とするまちの姿＞ 

 

 
 

＜まちづくりに共通する基本的な考え方＞ 

■人権を尊重するまちづくり 
■自然と共生し、快適に暮らせるまちづくり 
■市民とのパートナーシップによるまちづくり 

 
 
 
 
＜施策の基本方向＞ 

   

 
 

 

 
(１)人間性豊かで輝くひとを育むまちづくり 

 生涯学習社会づくり 
 生きる力を育む学校教育の充実 
 子どもを育む地域社会づくり 
 芸術、文化の振興 
 生涯スポーツの振興 
(２)すこやかで安心して暮らせるまちづくり 

 人権尊重のまちづくり 
 生涯福祉の充実 
 健康づくりと医療サービスの充実 
 市民安全の確保 
(３)にぎわいと活力のあるまちづくり 

 農林業の振興 
 漁業の振興 
 工業の振興 
 商業の振興 
 交流を高める観光の振興 
 高度情報社会への対応 
 

(４)ゆたかな暮らしと潤いのあるまちづくり 

 計画的な都市空間の整備 
 暮らしのための基盤整備 
 自然環境の保全と循環型社会の構築 
 利便性の向上と交流機能を高める交通体系の整備
「ひとが輝き、いきいき暮らせるまち」 

～住みつづけていたいまち!! 御坊を目指して～
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＜将来人口＞ 
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４）御坊

本市

町５村

昭和

合併に

済成長

都市問

市でも

域を除

に至っ

現在

塩屋町

域の既

 
 

 

 

■平成 22 年の将来人口 

おおむね ２９,０００人
地利用の基本方針＞ 

、

■北部（河北）地域 
 最北部を除く地域を都市的土地利用区域とする。 
 御坊駅前の地域及び既成市街地は、農地を保全・活用しながら

都市機能を高め、賑わいと潤いのある空間とする。 
■南部（河南）地域 
 農業を振興していく自然的土地利用区域とする。 
 農業の振興を図るため、ほ場整備等の農地の確保に努めるととも

に、豊かな自然環境と都市の利便性を合わせて享受できる多自然

居住型地域として整備・誘導を図る。 

市の都市形成 

は、昭和 29 年 4 月に御坊町、湯川村、藤田村、野口村、塩屋村、名田村の１

が合併して誕生した。 
26 年に旧御坊町と旧松原村に都市計画区域が決定されている。その後、町村

より御坊市の都市計画区域へと移行している。昭和 40 年代に入り、急激な経

に伴って、全国的に都市が無秩序に拡大するスプロール現象が進行し、様々な

題が発生してきたことから昭和 43 年に都市計画法の全面改正が行われた。本

この改正を受けて、昭和 44 年に区域の再検討を行い、山間部や優良農地の地

外して、新法による都市計画区域の指定を昭和 44 年 5 月 20 日に決定し、現在

ている。 
の都市計画区域は、河北の湯川町及び藤田町の一部を除く地域と河南の岩内と

の一部を除く地域を合わせた約 1,383ha に指定されている。そのうち、河北地

成市街地を中心に用途地域 277ha を指定している。 
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２．自然的な条件 

１）自然環境 

本市の気候は、南海気候区と瀬戸内気候区の中間部に属し、海岸に接していること

から、年平均気温が 16～18℃で、平成 11 年の冬期の月最低平均気温が 6.5℃と温暖

で過ごしやすい気候である。 
降水量は、年平均 1,500～1,800 ㎜程度であるが、年による変動は大きい。また、

平成 11 年の月降水量は、8 月が 295 ㎜と最も多く、梅雨の時期である 6 月も 279 ㎜

と多く太平洋型気候の影響が見られる。 
 

２）地形的条件 
■標高区分図 

本市の河北は、市内最高峰で標高 367ｍの薬

師谷山が位置する白馬山脈から南部の日高川河

口に広がる平坦部からなっており、日高平野は

県下２位の広さとなっている。河南は、海岸沿

いに広く段丘部が分布し、黒岩山など海岸線に

面した山地が印南町へと連なっている。また、

市域の中央部には水量豊かな日高川が東西に貫

流している。 
土地分類調査による市域 4,378ha のうち、森

林が約 40.3％と最も多く、次いで日高川河口部

の平坦地や丘陵部に広がる農地の約 26.8％で、

宅地として利用されているのは 22.9％となっ

ている。 
 

＜土地利用現況＞

農地

1172ha

26.8%

その他宅地

330ha

7.5%
公共公益地

128ha

2.9%
宅地

625ha

14.3%

道路

275ha

6.3%

河川等

84ha

1.9%

森林

1764ha

40.3%

 
 
 

 

（土地分類調査より） 
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３．社会経済的条件 

１）人口 

①人口と世帯数 
人口は、昭和 40 年から昭和 60 年頃

まで 3 万人台で推移してきたが、平成

２年から減少傾向となり、平成 12 年で

28,034 人となっている。 
世帯数は、人口の増減に関わりなく

一様に増加しており、平成 12年で 9,833
世帯となっている。このため、１世帯

当たりの人員数は、昭和 40 年の 3.8 人

から平成 12 年の 2.8 人へと大きく減少

しており、核家族化の進行が見られる。 

人口・世帯数の推移

28,03428,510
29,133

30,450
30,398

30,272
30,573

8,368
8,532

8,933 9,015 9,179 9,286

9,833

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12（人）

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

（世帯）

人口 世帯数

0 0

 （国勢調査より）

②年齢別人口 
年齢別人口の構成は、平成 12 年の国

勢調査によると年少人口（0～14 歳）が

4,263 人で約 15.2％、生産年齢人口（15
～64 歳）が 17,625 人で約 62.9％、老

年人口（65 歳以上）が 6,143 人で約

21.9％、年齢不詳が３人となっており、

年少人口が老年人口を若干上回る状況

で、年少人口が減少し、老年人口が増

加する少子高齢化の傾向が続いている。 

年齢３区分別人口の推移

7030 6727 6421
5213

19913 20043
19334

2367 2779 3199 3529 3962
4586

7127

4705
4263

7760

20667
20067

20142

17625
18449

5356 6143

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12

年少人口. 生産年齢人口 老年人口 
 （国勢調査より）

③地区別人口・世帯数 
地区別人口の動向を平成 2 年～平成 12 年の 10 年間で見ると、増加数が多い地区は、

「藤田町吉田」、「野口」、「岩内」で、減少数が多い地区は、「薗」、「島」、「御坊」とな

っており、既成市街地の中心部では人口が減少し、既成市街地の外周部である藤田町

吉田や高速道路の御坊 I.C の整備などにともなって利便性が向上した野口地区などで

人口が増加する傾向が見られる。 
地区別世帯数の動向を見ると、増加数が多い地区は、「藤田町吉田」、「湯川町財部」、

「湯川町富安」で、減少数が多い地区は「薗」、「御坊」となっており、市全体として

増加傾向にある中で、中心部は世帯数の減少が見られる。 
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２）産業 

①産業別人口 
産業別人口の全就業者数は、12,613 人

で、昭和 45 年からの 30 年間で約 16％の

減少となっている。 
産業別に見ると第１次産業が約 13.9％、

第２次産業が約 25.6％、第３次産業が

60.5％となっている。また、動向を見ると

第１次産業の割合が総じて減少し、第２次

産業の割合が横這いで、第３次産業の割合

が増加する傾向が続いている。 

産業大分類別の就業者数の推移

1752

13.9%

2017

15.4%

2150

16.4%

2386

18.3%

2654

19.7%

2748

19.6%

3015

20.1%

3216

25.6%

3332

25.4%

3220

24.6%

2846

21.8%

3287

24.4%
2957

21.1%

3934

26.3%

7619

60.5%

7745

59.2%

7724

59.0%
7828

59.9%

7545

55.9%

8322

59.3%

8025

53.6%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

S45 S50 S55 S60 H2 Ｈ7 Ｈ12

（人）

第１次産業 第２次産業 第３次産業

（国勢調査より）
 

②農業 
農業の状況は、平成 12 年で農家数が 986 戸、耕作面積が 956ha、農業粗生産額が

45.7 億円となっている。農家数は、30 年間に約５割まで減少しており、減少幅が拡

大する傾向にある。形態別に見ると専業が緩やかに減少しているのに対して、一種兼

業と二種兼業は減少が大きく、減少幅も拡大している。 
 

③工業 
 工業の状況は、平成 13 年の４人以上の事業所数 851 カ所、従業員数が 1,365 人、

出荷額が 250.1 億円となっている。事業所数は、平成４年頃まで安定していたが、そ

の後減少してピーク時の７割程度となっている。従業員数は、平成９年頃まで安定し

ていたが、その後減少に転じ、年々減少幅が拡大している。出荷額は、平成４年をピ

ークに増減を繰り返しながら、全体的には減少傾向が続いている。 
 

④商業 
 商業の状況は、平成 14 年の店舗数が 814 店、従業員数が 3,998 人、販売額が約 883.8
億円となっている。店舗数は、昭和 57 年をピークに減少しているが、近年減少傾向

が鈍化している。従業員数は、店舗数と同様に昭和 57 年をピークに減少していたが、

平成 11 年から増加傾向となっている。販売額は、増減を繰り返しながらも増加傾向

にあり、特に１店舗当たりの売上高は 30 年前の約５倍となっている。 
 

⑤観光 
 観光の状況は、平成 13 年の観光客数が 381,119 人で、日帰り客が 324,659 人、宿

泊客が 56,460 人となっている。宿泊施設は、ホテルが７軒、旅館が 10 軒、民宿が 12
軒、キャンプ場が１ヶ所である。観光客数は、近年徐々に増加しつつあるが、増加は

日帰り客によるもので、宿泊客が 2 割を下回る日帰り中心の観光地となっている。
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３）類型別の土地利用の整理 

土地利用の状況を居住系、工業系、商業系、農業系に区分した上で、土地利用の特

性や歴史的な背景から類型化し、土地利用の状況を以下にまとめる。 
 

①居住系の土地利用状況 
居住系の土地利用は、行政施設や商店街などが立地して古くから中心地としての役

割を果たしてきた御坊地区に集積する「既成市街地住宅地」と、農業や漁業などの第

１次産業を基盤とした塩屋、名田地区の海岸部と湯川地区の亀山周辺に立地する集落

地などの「農漁村集落住宅地」と、中心部に隣接し、交通利便性が高い藤田地区の南

部などに集積しつつある「進行市街地住宅地」に大きく分類し、概況をまとめる。 
 
土地利用の類型 概 況 
既成市街地住宅地 ・ 公共施設や商店街などを中心に、一体的な住宅地が形成されている。 

・ 公共施設などが充実していることから生活利便性は高い。 
・ 道路が狭く、公園が少ないなど生活環境の整備が不十分で、相対的

な居住機能は低下傾向にある。 
農漁村集落住宅地 ・ 農地を後背地にもち、比較的まとまった集落が数カ所に分散立地し

ている。 
・ 公民館などのコミュニティ施設が一部に見られる。 
・ 日用品等の商業機能も少ないことから、生活利便性は低い。 
・ 集落には幹線的な道路があるが、幅員が狭く、路地的な道路である。 

進行市街地住宅地 ・ 集落の周辺部が宅地化され、新たな市街地が形成されつつある。 
・ 地区内には公共施設は少ないが、中心部に近く生活利便性は高い。 
・ 地区内の道路は狭いが、幹線道路へのアクセス性が良いため、交通

利便性が高い。 
 

②商業系の土地利用 
商業系の土地利用は、県道井関御坊線の沿道に古くから形成されてきた商店街があ

り、多くの商業施設が集積した「街なか商業地」と、御坊地区の国道 42 号沿道に比

較的早い時期に集積した「沿道商業地」、藤田、湯川、野口地区の県道御坊美山線及び

国道 42 号沿道に大規模小売店や専門量販店などが集積した新たな商業地である「郊

外広域商業地」に大きく分類し、概況をまとめる。 
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土地利用の類型 概 況 
街なか商業地 ・ 本市の中心地で、商店街として発展してきた商業地である。 

・ 歴史ある商店街であるが、密集市街地であるために、道路幅員が狭

く、一方通行など車社会に対応できていない。 
・ 商店街からの移転や廃業により商業機能の空洞化が進んでいる。 

沿道商業地 ・ 御坊地区の国道沿道に比較的早い時期から集積してきた沿道型の商

業地で、大規模小売店と個人商店が商業地を形成していた。 
・ 近年、大規模小売店が撤退しているが、一方で飲食店などの新たな

商業の立地が見られ、商業地としてのポテンシャルは高い。 
郊外広域商業地 ・ 国道 42 号と県道御坊美山線の交差点部に、大規模小売店が立地して

商業核が形成された。 
・ 県道御坊美山線沿道は、専門量販店や飲食店、個人商店などが立地

し、多様な商業機能の充実による新たな商業地の形成が進んでいる。 
・ 広域交通網を活かし、駐車場など車社会にも対応していることから、

御坊圏域の商業地としての役割が期待できる。 
 

③工業系の土地利用状況 
工業系の土地利用は、藤田、御坊、塩屋地区の日高川沿いの河川沿いを中心に比較

的まとまって集積がなされている「地場産業工業地」と、塩屋地区に公的な開発事業

により造成された工業団地に工場集積が図られる「計画的開発工業地」と、御坊、湯

川地区の市街地内に小規模な工場が見られる「市街地混在工業地」に大きく分類し、

概況をまとめる。 
 
土地利用の類型 概 況 
地場産業工業地 ・ 御坊地区の日高川沿いにある製材団地やプラスチック団地、河口部

の製材関連の工業地、その対岸の塩屋地区の工業地は、まとまりあ

る街区を構成している。 
・ 藤田地区に位置する工場は、住宅地と混在して工場施設が立地して

いる。 
計画的開発工業地 ・ 塩屋地区の工業団地は、公的な開発事業で整備された工業地である。 

・ 工場団地には、一部に工場の立地が見られるが、厳しい経済情勢か

ら企業誘致が進んでいない状況である。 
市街地混在工業地 ・ 市街地の国道沿道などに立地している工場は、比較的規模が小さく、

自動車工場などの商業機能と複合した施設が多く見られる。 
・ 一部には住宅地との混在も見られるが、規模が小さいことなどから、

比較的周辺環境への影響も少ない。 
 

④農業系の土地利用 
農業系の土地利用は、水田と畑を中心とする農地である日高平野に広がる「平坦地

の農地」と、湯川、藤田、野口、塩屋地区の段丘地や丘陵地に樹園地が広がる「段丘・

丘陵地の農地」と、名田地区の丘陵地に花卉栽培を中心とする施設園芸が広がる「施

設園芸農地」に大きく分類し、概要をまとめる。 
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土地利用の類型 概 況 

平坦地の農地 ・ 耕地整備が行われた優良な農地が多い。 
・ 湯川、藤田地区の南部（御坊地区の隣接地）、野口地区の県道周辺

は、スプロールによる宅地化が進行しており、農住の混在が見られ

る。 
段丘・丘陵地の農地 ・ 山地や丘陵地に分布していることから、都市化の影響が少ないが、

近畿自動車道紀勢線の整備で一部減少している。 
施設園芸農地 ・ 名田地区は、農地造成が行われるなど農業基盤の整備が進んでい

る。 
・ 花卉栽培を中心とする施設園芸が盛んで、市域内で唯一、農地の増

加が見られる地域である。 
 
 

４）道路交通網 

 道路交通網は、「近畿自動車道紀勢線」と

「国道 42 号」が本市と大阪都市圏及び田辺

圏域や有田圏域、県都和歌山市を結ぶ都市間

の広域幹線道路である。また、「国道 425 号」、

「県道御坊中津線」、「県道御坊美山線」、「県

道御坊由良線」、「県道日高印南線」は、御坊

圏域内を結ぶ広域幹線道路となっている。 
これらの広域幹線道路を骨格に一般県道

及び市道が一体的な交通ネットワークを形

成し、経済活動や市民生活の基盤として利用

されている。また、近畿自動車道紀勢線に御

坊南 I.C が設置されるなど道路交通網の整

備が進められている。 
 

 

５）都市計画区域の土地利用 

都市計画区域内の土地利用は、都市的土地

利用が 557ha で約 4 割を占めて、残りの

813ha が自然的土地利用となっている。自

然的土地利用の内訳は、農地が約３割を占め、

山林、水面などがほぼ同割合となっている。

都市的土地利用の内訳は、宅地が 366.6ha
で約３割、その他の公的用地などが約 14％
となっている。 

＜

公
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■道路交通網図
高速道路 
国道 
県道 

都市計画区域の土地利用状況＞

共公益用地

81.5ha

6.0%

交通施設用地

7.6ha

0.6%

工業用地

50.5ha

3.7%

その他用地

72ha

5.2%

その他自然地

58.5ha

4.3%

水面

160.2ha

11.7%

山林

162.4ha

11.8%

住宅用地

190.1ha

13.9%

商業用地

54ha

3.9%

道路用地

101.2ha

7.4%

農地

432ha

31.5%

（都市計画基礎調査より）



 
 

６）土地利用関連の法的規制状況 

土地利用の法的な規制は、市民が安全で快適な生活を営むことができ、動物や植物

などの自然と調和した土地の利用を図るために、都市計画法、農地法、自然公園法、

砂防法などの法律に基づいて地域指定がされている。 
御坊都市計画区域は、本市と美浜町の南端部を含む 1,595ha に指定されている。本

市は、河北を中心に河南の塩屋町と岩内の一部を含む 1,383ha に指定されており、行

政区域面積 4,378ha の約 31％の区域となっている。また、用途地域は、河北の御坊

地区を中心とする市街地と埋立てにより整備された御坊火力発電所が立地する塩屋地

区の一部に指定されている。指定内容は、12 用途のうち、住居系が４用途、商業系が

２用途、工業系が２用途の８用途が指定されており、各用途地域に応じた土地利用の

規制・誘導が図られている。 
農業振興地域は、湯川地区の一部と用途地域を除くほぼ全域に指定されており、そ

の中で農用地区域が多く分布するのは、湯川、藤田、野口地区の平坦部と塩屋、名田

地区の丘陵地部となっている。 
自然公園区域は、日高川以南の塩屋地区の海岸線に美浜町よりつながる「煙樹海岸

県立自然公園区域」が指定されている。また、自然公園区域内には、文化財にも指定

されたハマボウの群生地があり、貴重な自然生態系を形成している。 
防災関連法規制は、急傾斜地崩壊危険区域が 10 カ所、砂防指定地が２カ所、地す

べり防止区域が１カ所指定されている。このうち、砂防指定地と地すべり防止区域は

都市計画区域外となっている。 
 
 土地利用関連法規制の状況 単位：ha

名　称 面　積

都市計画区域 1,383 第一種中高層住宅専用地域 50 (18.1%)
(用途地域） 277  第一種住居地域 81 (29.2%)

 第二種住居地域 24 (8.7%)
 準住居地域 18 (6.5%)
 近隣商業地域 29 (10.5%)
 商業地域 10 (3.6%)
 準工業地域 30 (10.8%)
 工業専用地域 35 (12.6%)
 都市計画公園２ヶ所・都市計画街路８路線・都市下水路等

農業振興地域 3,846  農用地区域　 1,081 (28.1%)

県立自然公園区域 43.0  煙樹海岸県立自然公園（普通地域）

急傾斜地崩壊危険区域 11.63 10カ所

砂防指定地 11.97 2カ所

地すべり防止区域 8.51 1カ所 （亀山）

地域森林計画対象民有林
及び保安林

1,622

海岸保全区域 15カ所 延長6,349m

内　容 
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都市計画図 
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法適用図 
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７）都市施設整備の状況 

①都市計画道路とその他道路の状況 

下財部出島線 

大浜通線 

斉前紀伊御坊天田橋線 

道成寺天田橋線 

駅前吉原線 

吉原道之瀬線 

駅前新川橋線 

斉前天田橋線 

■都市計画道路網図 都市計画道路は、用途地域を中心に

周辺部及び美浜町を結ぶ道路が８路線

計画決定しており、計画延長は 18,580
ｍである。 

都市計画道路の整備状況は、斉前天

田橋線の１路線が整備済みで、駅前吉

原線、道成寺天田橋線、駅前新川橋線、

下財部出島線、斉前紀伊御坊天田橋線、

吉原道之瀬線、大浜通線の 7 路線が整

備中である。 
その他の道路は、幹線道路である県

道 7 路線と一級市道 20 路線の 27 路線

と生活道路である二級市道 26 路線、

その他市道 626 路線があり、生活の基

盤として利用されている。 
道路の整備状況は、国道や主要県道

は一部区間を除いて６m以上の幅員が

確保され、歩道も整備されている。一

方、一般県道や市道は、既成市街地と

集落地を中心に幅員４m 未満の区間

が見られる。 
 

②交通量の状況 
国道・県道交通量情勢調査による交通量の状況は、湯浅御坊道路が徐々にではある

が増加傾向を示している。 
国道 42 号は、調査地点が北塩屋と丸山の２カ所で、北塩屋より丸山が若干多いが、

14,000 台程度となっている。また、混雑度は両地点とも 1.39～1.52 となっており、

朝夕の通勤時間等には、交通渋滞が発生している。 
県道御坊中津線は、1,400 台程度と交通量が少なく、減少傾向にある。 
県道御坊美山線は、本市の東西道路の主軸となっており、平成９年から平成 11 年

の２年間で 34%増加している。また、混雑度は 1.75 と交通容量を上回っている。 
県道日高印南線は、御坊 I.C と市街地をつなぐ道路で、交通量は横這い状態である。 
県道江川小松原線は、御坊駅への東西のアクセス道路で、平成６年から平成 11 年

の５年間で 34.4%増加している。また、混雑度は、2.45 と市内で最も混雑する道路と

なっている。 
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主要道路断面交通量表
幅員

平成６年 平成９年 平成11年 (m)

湯浅御坊道路 － － 7,180 7,284 7.0 0.85

国道42号 北塩屋 16,383 13,779 14,139 6.8 1.39
丸　山 17,452 14,135 14,988 6.5 1.52

御坊中津線 熊　野 － 1,410 1,361 5.5 0.24
御坊美山線 吉　田 11,478 9,255 12,407 5.5 1.75
日高印南線 野　口 － 2,976 2,917 6.5 0.35
江川小松原線 小松原 6,384 6,992 8,582 4.0 2.45

資料：国道・県道・交通情勢調査

混雑度路線名 観測地点
12時間交通量(台)

  
 

③公共交通の状況 
公共交通網は、鉄道の JR 紀勢本線と紀州鉄道及びバスの御坊南海バスと中紀バス

により形成されている。 
鉄道は、JR 紀勢本線が、北は県都和歌山市や大阪都市圏、南は田辺市や新宮市な

どを結ぶ広域交通で、市内に特急停車駅である JR 御坊駅と普通停車駅である道成寺

駅の 2 駅がある。運行本数は、特急が上り 15 本、下り 14 本程度で、普通が 1 時間に

上下線合わせて 3～4 本程度である。JR 御坊駅の乗降客数は、平成 4 年をピークに減

少しており、現在も減少傾向が続いている。 
紀州鉄道は、JR 御坊駅から西御坊駅の

延長約 2.7 ㎞を結ぶ市内交通である。 

バス路線 
紀州鉄道 

JR 紀勢本線

■公共交通網 

御坊南海バスは、JR 御坊駅を中心に

市内及び周辺町村を結ぶ路線と和歌山市

（南海和歌山市駅）を結ぶ広域的な路線

により運行されている。 
中紀バスは、御坊本町と由良駅を結ぶ

1 路線が運行されている。 
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④公園緑地 
都市公園は、街区公園１ヶ所と総合公園１ヶ所の計２ヶ所の 17.4ha と都市緑地の

日高川ふれあい水辺公園の 25.2ha が都市計画決定されている。 
都市公園の整備面積が 17.36ha で、平成 12 年の国勢調査で計算すると、市民１人

当たりの公園面積は 6.19 ㎡／人で、全国及び和歌山県の整備水準を上回っている。 
都市公園の他に、祓井戸小公園、塩屋小公園、あたご山公園、八幡山公園の小公園、

合計面積約 1.7ha が整備され、市民に利用されている。祓井戸小公園以外は都市計画

区域内に立地している。また、宅地開発などに伴う開発公園や緑地が 47 カ所設置さ

れている。 
※全国の整備水準 5.21 ㎡／人、和歌山県の整備水準 3.74 ㎡／人 

 
⑤都市下水 

＜雨水排水＞ 
都市計画区域内の２級河川は、河北に日高川、富安川、下川、財部川、斉川、東裏

川、森後川、堂閉川と、河南に熊野川と王子川が流れている。これらの河川は、王子

川を除いて、西川や日高川を介して排水されている。 
都市下水路は、昭和 45 年に「御坊都市下水路」として排水面積約 254ha で計画決

定されている。御坊都市下水路は、直田川排水区（113ha）、上川排水区（45ha）、下

川排水区（96ha）の３排水区に分割されて整備が進められている。現在の整備状況は、

直田川排水区の下水路 601ｍと上川排水区の下水路 1,738m 及び上川ポンプ場１カ所

が整備されている。 
 

＜公共下水道等＞ 
本市の下水処理は、汚水適正処理構想で公共下水道、特定環境保全公共下水道、農

業集落排水の３事業方式が計画されている。 
湯川、藤田、塩屋、名田地区の丘陵地及び山間部と野口地区の平坦部は、農業集落

排水による処理が６地区で位置づけられており、富安地区、上野・楠井地区、野島地

区の３処理区は事業が完了し、その他の処理区についても順次整備が進められている。 
都市計画区域内は、公共下水道が御坊・湯川・藤田の既成市街地に、特定環境保全

公共下水道が塩屋・岩内地区に計画されている。このうち、塩屋・岩内地区の特定環

境保全公共下水道が整備に向け事業化が進められている。 
この他に下水処理対策として、個別処理施設の設置に対する助成が行われており、

年間 60 件を超える申請件数があり、増加傾向が続いている。 
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⑥その他の都市施設 
都市施設で都市計画決定が行われているのは、前記の公園、下水路の他は「日高地

方卸売市場」、「御坊市南塩屋火葬場」、「御坊市斎場」の 3 つである。 
ここでは、都市計画決定されていない都市施設も含めてまとめると以下の通りであ

る。 
＜卸売市場＞ 

日高地方卸売市場は、湯川町財部・小松原に位置し、昭和 49 年 7 月 12 日に計画決

定された面積約 1.3ha の卸売市場で、年間取扱量 24,000t の処理能力を持った施設と

して整備されている。 
＜火葬場＞ 

南塩屋区が管理する火葬場は、南塩屋字須佐之本に位置し、昭和 54 年 11 月 28 日

に計画決定された面積 0.1ha の火葬場で、設備は炉が 2 基設置されている。 
御坊市斎場は、島字外川原に位置し、昭和 62 年 11 月 28 日に計画決定された面積

0.6ha の火葬場で、設備は炉が 3 基と汚物炉が 1 基設置されている。 
＜ごみ処理施設＞ 

ごみ処理は、1 市 7 町村で「御坊周辺広域市町村圏組合」を設立し、認定作業の 1
つの広域事業として処理が行われている。処理施設は、御坊市名田町野島に平成 10
年度、新たな施設として「御坊広域清掃センター」が整備されて稼働している。新施

設の処理能力は 98t／日で、灰加熱脱塩素化処理施設も整備されている。 
不燃ごみは、楠井不燃物処理場が平成 11 年 5 月に閉鎖された。現在は、排出者が

個々に民間事業者に依頼し、処理が行われている。 
＜し尿処理施設＞ 

し尿処理もごみ処理と同様に 1 市 7 町村の「御坊周辺広域市町村圏組合」により広

域事業として処理が行われている。処理施設は、御坊市熊野に整備された施設で、平

成 5 年には増える浄化槽汚泥を処理するため、浄化槽汚泥専用処理施設を整備し、機

能の充実を図っている。 
 
 

８）文化財の状況 

文化財の指定状況は、有形文化財、無形文化財、記念物を合わせて、県指定が 8 件、

市指定が 21 件の計 29 件と埋蔵文化財包括地の 232 ヶ所が指定されている。 
県及び市指定の史跡は、熊野古道に関わるものが多く、地域の歴史文化の象徴であ

ることから、市民をはじめ、観光客などにも利用してもらえる観光資源としての活用

が期待される。また、天然記念物は地域の景観を形づくる要素として重要な役割を担

っていることから、都市の景観としても維持していくことが必要である。 
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９）公共施設の整備状況 

本市は、御坊圏域の中心都市であることから、県の施設など広域行政施設が多く立

地している。主な官公庁施設、医療施設、通信施設などの公共公益施設は、河北部を

中心に立地しており、学校や公民館などのコミュニティ施設は各地域に立地している。 
    
 御坊

 
1 税務署 薗430-3

2 御坊労働基準監督署 湯川町財部1132

3 御坊簡易裁判所 湯川町財部515-2

4 和歌山家庭裁判所御坊支部 湯川町財部515-2

5 和歌山地方裁判所御坊支部 湯川町財部515-2

6 ハローワーク御坊公共職業安定所 湯川町財部943

7 御坊法務総合庁舎 薗369-6

8 御坊郵便局 薗301-5

9 御坊警察署 湯川町財部237-1

10 御坊保健所 湯川町財部859-2

11 日高総合庁舎 湯川町財部651

12 塩屋小学校 塩屋町南塩屋17

13 御坊小学校 薗226

14 名田小学校 名田町野島326

15 野口小学校 野口761

16 藤田小学校 藤田藤井2047-1

17 湯川小学校 湯川町小松原179

18 河南中学校 塩屋町北塩屋300

19 御坊中学校 島10

20 湯川中学校 湯川町小松原50

21 名田中学校 名田町野島1348-15

22 県立日高高等学校 島45

23 県立紀央館高校 湯川町小松原43-1

24 国立和歌山工業高等専門学校 名田町野島77

25 御坊市役所 薗350-2

26 御坊市役所名田支所 名田町上野1568-3

27 御坊市水道事務所 藤田町藤井2323

28 御坊市消防本部 湯川町財部221-1

29 御坊市防災センター 野口29

30 御坊市民文化会館 薗258-2

31 御坊市立図書館 薗378-1

32 御坊市勤労者青少年体育センター 湯川町小松原50

33 御坊市立武道館 島426-1

34 御坊市立相撲場 薗310

35 御坊市立体育館 薗87-1

36 御坊市中央公民館 薗378-1

37 藤田コミュニティセンター 藤田町藤井2119-1

38 湯川コミュニティセンター 湯川町小松原317-1

39 野口コミュニティセンター 野口254

40 名田公民館 名田町野島1-8

41 薗会館 島358-1

42 島会館 島486-1

43 明神川会館 明神川615-3

44 塩屋公民館 塩屋町北塩屋1121

■市施設（コミュニティ施設）

■国施設

■県施設

■国・県・市教育施設

■市施設（行政施設）

■市施設（文化・体育等の施設）
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■公共施設位置図
国施設 
県施設 
教育施設 
市施設（行政施設） 
市施設（文化体育等施設） 
市施設（コミュニティ施設） 
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４．まちづくりアンケート 
 

１）まちづくりアンケート結果の概要 

■道路交通網の優先的に取り組むべき整備項目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 .5

34 .8

23 .8

22 .5

21 .0

15 .0

8 .8

8 .5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

生活道路の整備

歩道や歩行者専用道路の整備

障害者・高齢者が利用しやすい段差等のない道路や駅舎等の整備

ガードレールやカーブミラー等の交通安全施設の整備

側溝や街路樹の整備等の道路環境の形成.

広域幹線道路の整備

鉄道の運行本数増加などの利便性の充実

紀州鉄道やバスなどの公共交通機関の充実

（％）

■公園・広場の優先的に取り組むべき整備項目 

44 .2

33 .5

17 .3

6 .9

4 .0

64 .0

0 10 20 30 40 50 60 70

身近な公園や子供の遊び場の整備

森林公園などの自然型公園の整備

散歩やレクリエーションができる大きな公園の整備

体育館やプールの整備

テニスコート・野球場・サッカー場・陸上競技場等の整備

パターゴルフ場などの娯楽性のある公園の整備

（％）

 
 
 
 
 
 
 
 
■下水道や河川の優先的に取り組むべき整備項目 
 

54 .2

28 .1

24

24

18 .5

17 .3

0 10 20 30 40 50 60

市街地全体の公共下水道の整備

合併浄化槽設置の助成措置の充実

雨水排水のための下水路の整備

市内の小規模河川の増水対策

日高川などの水害対策

集落排水事業による農村、漁村集落での下水道の整備

（％）

 
 
 
 
 
 
 

－125－
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無秩序な住宅開発の抑制と計画的な整備の誘導

密集住宅地における居住環境の改善と整備

農地と宅地の混在地区での効率的な土地利用を図る区画整理

市街地の老朽化した建物や商業施設の建替え等の再開発

公営住宅の建替えや改築など住宅モデルとなる整備

（％）
■市街地や居住環境などの優先的に取り組むべき整備項目 
 
 
 
 
 

 



 
 
■防災対策として優先的に取り組むべき整備項目 
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避難路や避難地の確保、備蓄庫等の防災施設の整備

緊急車両の円滑な通行を確保するための道路整備

津波や洪水に対する堤防や水門の整備などの水害対策

民間及び公共建築物の耐震強化や不燃化等の地震対策

消火栓、防火水槽、資器材の整備等の消防機能の強化

建物の不燃化や道路幅員の確保など火災の延焼防止対策

地滑り、崖崩れ等の土砂災害の防止対策

（％）

 
 
 
 
 
 
 
■産業振興を図るために優先的に取り組むべき事項 
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商業の活性化を図る対策

歴史や自然を活かした観光・リゾート施設の整備

良質な住宅地の供給等による居住環境の整備

御坊ICを活用した物流関連産業の振興

農地の保全や農業基盤の整備等による農業振興

工業団地の整備・充実による工業振興

火力発電所や港湾施設等の整備促進

ゴルフ場や観光リゾートホテル等のリゾート施設の整備

（％）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■今後の土地利用や開発に対する意向 
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開発地域と保全地域を明確化し、秩序のあるまちづくり

住宅地・商業地・工業地が混在しない環境のよいまちづくり

計画的な開発指導による周辺と調和した土地利用の推進

農業を中心とし,宅地開発を抑制した自然環境の保全

自由な開発・土地利用による人口増加と市街地の拡大

（％）

 
 
 
 
 
■御坊市の将来像に対する意向 
 
 
 
 
 
 
 
 
商業
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就業地と住宅が市内にある産業と生活環境が調和したまち

保健・福祉・医療、教育・文化・行政サービス機能が充実したまち

生活環境の良い住宅地が整備されたまち

歴史や自然を活かした観光・リゾート施設のある人が訪れるまち

農業が盛んな緑豊かなまち

火力発電所と港湾機能を生かしたエネルギーと物流のまち

施設やサービス産業が集積した商業サービス拠点のまち

工業が盛んなまち

歴史的建造物が保全された歴史文化豊かなまち

（％）
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５．御坊地域の概要 

１）地域の概要 

■地域の範囲と面積 
日高川の河北の南部に位置する県道御坊美山線より南側の名屋、御坊、薗、島、財

部、吉田を対象とする約 340ha の区域である。（行政区域の約 7.8％） 
 

■人口・世帯数 人口・世帯数の推移
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世帯数平成 12 年国勢調査：人口 9,264 人

（市全体の約 33.1％）、世帯数 3,549
世帯（市全体の約 36.1％） 

地域内の人口は、昭和 30 年の

16,923 人をピークに減少し、近年は 5
年間で 5～10％程度の減少となってい

る。 
 

■法適用の状況 
名 称 区 域 

都市計画区域 全域：約 340ha（都市計画区域の約 24.8％） 

用途地域 
第一種中高層住居専用地域（39ha）、第一種住居地域（71ha）、 
第二種住居地域（22ha）、準住居地域（12.7ha）、 
商業地域（4.6ha）、近隣商業地域（28.6ha）、準工業地域（29.4ha） 

農業振興地域 地域東部の一部：約 96ha（農業振興地域の約 2.5％） 
 

２）土地利用の状況 

■土地利用の現況 
土地利用状況 単位：ha

面積 割合
宅地 住宅用地 79.0 23.2%

工業用地 24.6 7.2%
商業用地 34.0 10.0%
その他用地 24.0 7.1%
小計 161.6 47.5%

公共公益用地 29.6 8.7%
交通施設用地 5.7 1.7%
道路用地 40.4 11.9%
小計 237.2 69.7%
農地 田 47.3 13.9%

畑 10.0 2.9%
休耕地 1.1 0.3%
小計 58.4 17.2%

山林 0.0 0.0%
水面 39.7 11.7%
その他自然地 4.8 1.4%
ゴルフ場 0.0 0.0%
小計 102.9 30.3%

340.2 100.0%

土地利用

都
市
的
土
地
利
用

自
然
的
土
地
利
用

合　計

本市で最も古くから、市街地が形成されてきた地区

で、商業施設や公共施設が集積し、御坊圏域の中心的

な役割を果たしてきた地域である。従って、都市的土

地利用が約 70％と市内でも最も高く、その中でも商業

地や公共公益用地が高い割合を占めている。 
国道 42 号と都市計画道路駅前吉原線の間は、北西

部に公共公益施設用地、中央部の都市計画道路紀伊御

坊天田橋線沿道に商業地、その他は住宅地として利用

されている。古くは、旧国道沿いに商業施設が集積し

ていたが、国道 42 号及び県道御坊美山線沿道に移っ

ている。また、都市計画道路駅前吉原線から日高川に

至る地区は、大部分が農地として利用されている。 
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３）市街地の状況 

■行政サービスの中心地 
市役所を中心に図書館や市民文化会館など多くの公共施設がコンパクトに集積した

地区として公共公益ゾーンを形成している。しかし、施設及び設備が老朽化し、道路

や駐車場などアクセス機能が弱いため、利用者ニーズに対応できない状況にある。 
■国道 42 号沿道 

国道 42 号沿道は、広域型の沿道商業地として発展し、一時は多様化する消費社会

の中で魅力を失いかけていたが、近年、業種業態の転換などにより、新たな商業地と

して生まれ変わりつつある。 
■本町、中町、御堂筋の商店街 

本町、中町、御堂筋の商店街は、御坊の歴史とともに古くから形成されてきた商業

地である。近年は、廃業により店舗併用住宅が専用住宅や空家になり、空地も増加す

るなど一体的な商店街としての商業機能が失われ、住宅地化している。 
■名屋の工業地区 

国道 42 号より西側の名屋地区には、製材所などの工場が多く立地した工業地を形

成している。近年は経済のグローバル化が進み工業の衰退が見られる。 
 

４）都市施設等の整備状況 

■公共公益施設 
本地域には、御坊税務署、御坊労働基準監督署、ハローワーク御坊公共職業安定所、

御坊法務総合庁舎、県立日高高等学校、御坊市役所、図書館、御坊市民文化会館、体

育館、相撲場、武道館、御坊小学校、御坊中学校などの公共施設と、日高総合病院、

御坊郵便局、銀行などの公益施設が立地している。 
■主要道路 

国道 42 号（都市計画道路斉前天田橋線）、県道御坊美山線（都市計画道路下財部出

島線）、都市計画道路駅前吉原線、道成寺天田橋線である。 
■都市計画道路 

地域内には、吉原道之瀬線、下財部出島線、斉前天田橋線、斉前紀伊御坊天田橋線、

駅前吉原線、道成寺天田橋線、大浜通線の 7 路線が計画決定されているが、整備済み

は斉前天田橋線の 1 路線で、その他の路線は一部区間が整備済み、もしくは、整備中

である。 
■都市公園・緑地等 

都市公園は、名屋公園（0.2ha）がある。 
■その他都市施設 

御坊市斎場が島字外川原に 0.6ha の規模で計画決定されて整備済みである。また、

都市下水路が集水面積 254ha で計画決定されて一部が整備済みである。 
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５）地域住民の意向 

■道路交通網の整備意向 
 
 
 
 
 
⑦鉄道の運行本数増加な

御坊地域 
御坊市全体 
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①広域幹線道路の整備

②生活道路の整備

③歩道や歩行者専用道路の整備.

④ガードレールやカーブミラーなどの
交通安全施設の環境整備

⑤障害者・高齢者が利用しやすい段差の
ない道路・駅舎等の整備

⑥紀州鉄道・バス等の公共交通機関
の充実

ど利便性の充実

⑧側溝や街路樹など道路環境の整備.

 
 
 
 
■公園・広場などの整備意向 
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①身近な公園や子供の遊び場の整備

②散歩やレクリエーションができる
大きな公園の整備

③テニスコート・野球場・サッカー場・
陸上競技場等の整備

④森林公園などの自然型公園の整備

⑤パターゴルフ場などの娯楽性のある
公園の整備

⑥体育館やプールの整備

 
 
 
 
 
 
 
■市街地及び居住環境の整備意向 
 

0

20

40

60
①密集住宅地の居住環境の整備改善

②無秩序な住宅開発の抑制と計画的な
整備の誘導

③公営住宅の建替えや改修など
住宅モデルとなる整備

④農地と宅地の混在地区での効率的な
土地利用を図る一体的な区画整理

⑤老朽建物や商業施設の共同建替え.
などの市街地の再開発

 
 
 
 
 

 
 
■防災対策の整備意向 
 
 
 
 
 ⑥緊急車両の円滑な
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①避難路や避難地の確保、及び備蓄庫など
の整備

②民間及び公共建築物の耐震強化や
不燃化などの地震対策

③津波や河川の氾濫に対する堤防や
水門の整備などの水害対策

④建物の不燃化や道路幅員の確保など火災
の延焼防止対策

⑤消火栓や防火水槽の設置、資器材の整備
などの消火活動対策

通行を確保するための
道路整備

⑦地滑り、崖崩れなど土砂災害の防止対策

 
 

 －129－



６．湯川地域の概要  

１）地域の概要 

■地域の範囲と面積 
県道御坊美山線より北側に位置する財部、小松原、丸山、富安を対象とする約 825ha

の区域である。（行政区域の約 18.8％） 
 人口・世帯数の推移
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■人口・世帯数 
平成 12 年国勢調査：人口 7,283 人

（市全体の約 26.0％）、世帯数 2,669
世帯（約 27.1％） 

地域内の人口は、微増傾向が続いて

おり、20 年前の昭和 55 年と比べて

1.14 倍に増加している。 
 

■法適用の状況 
名 称 区 域 

都市計画区域 富安の一部（北部）を除く地域 
約 400ha（都市計画区域の約 29.2％） 

用途地域 第一種中高層住居専用地域（11ha）、第一種住居地域（10ha）、 
第二種住居地域（2ha）、準住居地域（5.3ha）、 
商業地域（5.4ha）、近隣商業地域（0.4ha）、準工業地域（0.6ha） 

農業振興地域 財部と小松原の用途地域と北部の一部を除く地域： 
約 601.8ha（農業振興地域の約 15.6％） 

急傾斜地崩壊危険区域 8 ヶ所 
砂防指定地 1 ヶ所 

 

２）土地利用の状況 
土地利用状況 単位：ha

面積 割合
宅地 住宅用地 61.4 7.4%

工業用地 3.5 0.4%
商業用地 16.7 2.0%
その他用地 23.2 2.8%
小計 104.8 12.7%

公共公益用地 15.3 1.9%
交通施設用地 9.0 1.1%
道路用地 33.7 4.1%

小計 162.8 19.7%
農地 田 156.9 19.0%

畑 105.7 12.8%
休耕地 4.3 0.5%
小計 266.9 32.4%

山林 357.5 43.3%
水面 19.5 2.4%
その他自然地 18.1 2.2%
ゴルフ場 0.0 0.0%
小計 662.0 80.3%

824.8 100.0%

土地利用

都
市
的
土
地
利
用

自
然
的
土
地
利
用

合　計

■土地利用現況 
国道 42 号と県道御坊美山線（都市計画道路下財部

出島線）の交差点を中心に、商業施設が集積し、近年、

商業地としてまとまりある地区を形成している。また、

県道御坊美山線沿道にも商業施設が立地し、沿道利用

型の商業地となっている。 
JR 御坊駅前周辺では、小松原地区に市街地が形成

されているが、都市計画道路駅前吉原線沿道は、市街

化の動向が低調である。また、丸山地区は、密集した

集落地が形成されており、宅地開発も少ないため、農

地として自然的土地利用が行われている。 
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３）市街地の状況 
■JR 御坊駅周辺地区 

JR 御坊駅の駅前広場は、平成 5 年に事業が完了し、都市計画道路駅前吉原線も整

備されたことで交通結節点機能の充実が図られた。しかし、駅前周辺地区は、面的な

開発事業が進まなかったため、駅前地区のポテンシャルに見合う市街地形成が進まず、

今も一団の農地として利用されている。 
■県道御坊美山線（都市計画道路下財部出島線）の沿道 

県道御坊美山線（都市計画道路下財部出島線）と国道及び南北方向の都市計画道路

との交差点付近を中心に商業施設の集積が進んでおり、今後、県道御坊美山線沿道は、

一体的な商業空間として線状に連担することが予測される。 
■国道 42 号沿道 

国道 42 号の斉川より北側は、道路の東側が線路敷きであるため、道路の西側しか

利用できないが商業、業務用地として有効利用されている。 
■小松原、丸山の集落 

小松原、丸山の集落は、農業を主体とする集落として形成されてきたため、道路幅

員が狭く、道路網も不十分で木造家屋を中心とした典型的な農村集落となっている。 
■個別開発による宅地化 

郊外地域は、ミニ開発により農地が虫食い的に宅地化され、都市施設が十分整備さ

れないまま農地と宅地の混在化が進んでいる。 
 

４）都市施設等の整備状況 
■公共公益施設 

御坊簡易裁判所、和歌山家庭裁判所御坊支部、和歌山地方裁判所御坊支部、御坊警

察署、日高総合庁舎、御坊保健所、県立紀央館高校、御坊市消防本部、湯川小学校、

湯川中学校などの公共施設と、北裏病院などの公益施設が立地している。 
■主要道路 

国道 42 号（都市計画道路斉前天田橋線）、県道御坊美山線（都市計画道路下財部出

島線）、都市計画道路駅前吉原線、都市計画道路駅前新川橋線、都市計画道路斉前紀伊

御坊天田橋線がある。 
■都市計画道路 

斉前天田橋線、下財部出島線、駅前吉原線、駅前新川橋線、斉前紀伊御坊天田橋線

の 5 路線が計画決定されているが、整備済みは斉前天田橋線の 1 路線で、駅前吉原線

の地域内区間は整備済み、また、下財部出島線と駅前新川橋線及び斉前紀伊御坊天田

橋線は現在整備が進められている。 
■都市公園等 

都市公園はないが、その他の公園としてあたご山自然小公園（1.1ha）がある。 
■その他都市施設 

日高地方卸売市場が財部・小松原に約 1.3ha で計画決定されて整備済みである。 
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５）地域住民の意向 

■道路交通網の整備意向 
湯川地域 
御坊市全体 
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①広域幹線道路の整備

②生活道路の整備

③歩道や歩行者専用道路の整備.

④ガードレールやカーブミラーなどの
交通安全施設の環境整備

⑤障害者・高齢者が利用しやすい段差の
ない道路・駅舎等の整備

⑥紀州鉄道・バス等の公共交通機関
の充実

⑦鉄道の運行本数増加など利便性の充実

⑧側溝や街路樹など道路環境の整備.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■公園・広場などの整備意向 
 

0

20

40

60

80
①身近な公園や子供の遊び場の整備

②散歩やレクリエーションができる
大きな公園の整備

③テニスコート・野球場・サッカー場・
陸上競技場等の整備

④森林公園などの自然型公園の整備

⑤パターゴルフ場などの娯楽性のある
公園の整備

⑥体育館やプールの整備

 
 
 
 
 
 
 
■市街地及び居住環境の整備意向 
 

0

20

40

60
①密集住宅地の居住環境の整備改善

②無秩序な住宅開発の抑制と計画的な
整備の誘導

③公営住宅の建替えや改修など
住宅モデルとなる整備

④農地と宅地の混在地区での効率的な
土地利用を図る一体的な区画整理

⑤老朽建物や商業施設の共同建替え.
などの市街地の再開発

 
 
 
 
 
 
 
■防災対策の整備意向 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

①避難路や避難地の確保、及び備蓄庫など
の整備

②民間及び公共建築物の耐震強化や
不燃化などの地震対策

③津波や河川の氾濫に対する堤防や
水門の整備などの水害対策

④建物の不燃化や道路幅員の確保など火災
の延焼防止対策

⑤消火栓や防火水槽の設置、資器材の整備
などの消火活動対策

⑥緊急車両の円滑な通行を確保するための
道路整備

⑦地滑り、崖崩れなど土砂災害の防止対策
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７．藤田地域の概要  

１）地域の概要 

■地域範囲と、面積 
県道御坊美山線より北側に位置する吉田、藤井を対象とする約 315ha の区域である。

（行政区域の約 7.2％） 
 

■人口・世帯数 人口・世帯数の推移

3,407 3 ,425 3 ,6263 ,4053 ,062

857
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1 ,049
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(世帯)

人口

世帯数

0 0

平成 12 年国勢調査：人口 3,626 人

（市全体の約 12.9％）、世帯数 1,334
世帯（約 13.6％） 

地域内の人口は、増加傾向が続いて

おり、20 年前の昭和 55 年と比べて

1.18 倍に増加している。 
 
 

■法適用の状況 
名 称 区 域 

都市計画区域 吉田の一部（北部）を除く地域：約 158ha（都市計画区域の

約 11.5％） 
用途地域 指定なし 
農業振興地域 北部の一部を除く地域：約 285.2ha（農業振興地域の約 7.4％） 

 
 

２）土地利用の状況 

■土地利用現況 
土地利用状況 単位：ha

面積 割合
宅地 住宅用地 36.8 11.7%

工業用地 5.9 1.9%
商業用地 3.2 1.0%
その他用地 16.0 5.1%
小計 61.9 19.7%

公共公益用地 7.3 2.3%
交通施設用地 3.6 1.1%
道路用地 19.1 6.1%

小計 91.9 29.2%
農地 田 67.5 21.4%

畑 58.5 18.6%
休耕地 2.8 0.9%
小計 128.8 40.9%

山林 58.7 18.6%
水面 18.3 5.8%
その他自然地 17.4 5.5%
ゴルフ場 0.0 0.0%
小計 223.1 70.8%

315.0 100.0%

土地利用

都
市
的
土
地
利
用

自
然
的
土
地
利
用

合　計

JR 御坊駅と東部の日高川に挟まれた平坦部とそ

の北側に広がる段丘及び山地の区域である。 
平坦部は、都市計画区域内の用途未指定区域で、

古くは水田と農村集落であったが、近年、宅地開発

が進み農住混在地となっている。また、地域内に化

学工場が立地している。 
JR 紀勢本線より北側は、水田と果樹園を主とす

る農村地域であるが、一部で宅地開発が行われてい

る。堂閉川より北側は、都市計画区域外で山林とな

っている。また、県道御坊美山線（都市計画道路下

財部出島線）の沿道は、商業施設の集積した沿道商

業地が形成されている。 
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３）市街地の状況 

■県道御坊美山線（都市計画道路下財部出島線）の沿道 
県道御坊美山線（都市計画道路下財部出島線）の沿道は、商業など利便性を活かし

た施設が集積しており、今後も沿道部に商業や業務施設の立地が予想される。 
■県道御坊美山線（都市計画道路下財部出島線）北側の住宅地 

県道御坊美山線（都市計画道路下財部出島線）の沿道商業地の北側は、市道に沿っ

て宅地開発が連坦して行われ、まとまりのある住宅地を形成しつつある。しかし、現

状においては、住宅地と農地が混在した地区となっている。 
■藤井の住宅地 

藤井地区は、都市計画道路道成寺天田橋線沿道を中心に住宅地が形成されているが、

地区内には比較的規模の大きい工場が立地しており、住工混在地区になっている。 
■個別開発による宅地化 

道成寺駅周辺は、集落地としてまとまりのある地区となっているが、道成寺駅周辺

以外は、宅地開発により農地が虫食い的に開発されたため、一体的なまちが形成され

ず、小規模な宅地が農地と混在している。 
 
 

４）都市施設等の整備状況 

■公共公益施設 
御坊市勤労者青少年体育センター、藤田小学校、御坊市水道事務所、藤井浄水場な

どの公共施設が立地している。 
■主要道路 

県道御坊美山線（都市計画道路下財部出島線）、県道日高印南線（都市計画道路道成

寺天田橋線）、市道駅前道成寺線がある。 
■都市計画道路 

下財部出島線、道成寺天田橋線の 2 路線が計画決定されており、2 路線ともに一部

整備されている。 
■都市公園等 

都市緑地は、日高川河川敷に日高川ふれあい水辺公園（計画面積 25.24ha、整備面

積 19.15ha）があり、その他の公園として八幡山公園（0.26ha）がある。 
■その他都市施設 

富安川沿いの地区は、農業集落排水施設が整備されている。 
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５）地域住民の意向 

■道路交通網の整備意向 
藤田地域 
御坊市全体 

0

20

40

60
①広域幹線道路の整備

②生活道路の整備

③歩道や歩行者専用道路の整備.

④ガードレールやカーブミラーなどの
交通安全施設の環境整備

⑤障害者・高齢者が利用しやすい段差の
ない道路・駅舎等の整備

⑥紀州鉄道・バス等の公共交通機関
の充実

⑦鉄道の運行本数増加など利便性の充実

⑧側溝や街路樹など道路環境の整備.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
■公園・広場などの整備意向 
 

0

20

40

60

80
①身近な公園や子供の遊び場の整備

②散歩やレクリエーションができる
大きな公園の整備

③テニスコート・野球場・サッカー場・
陸上競技場等の整備

④森林公園などの自然型公園の整備

⑤パターゴルフ場などの娯楽性のある
公園の整備

⑥体育館やプールの整備

 
 
 
 
 
 
 
■市街地及び居住環境の整備意向 
 

0

20

40

60
①密集住宅地の居住環境の整備改善

②無秩序な住宅開発の抑制と計画的な
整備の誘導

③公営住宅の建替えや改修など
住宅モデルとなる整備

④農地と宅地の混在地区での効率的な
土地利用を図る一体的な区画整理

⑤老朽建物や商業施設の共同建替え.
などの市街地の再開発

 
 
 
 
 
 
 
■防災対策の整備意向 
 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

①避難路や避難地の確保、及び備蓄庫など
の整備

②民間及び公共建築物の耐震強化や
不燃化などの地震対策

③津波や河川の氾濫に対する堤防や
水門の整備などの水害対策

④建物の不燃化や道路幅員の確保など火災
の延焼防止対策

⑤消火栓や防火水槽の設置、資器材の整備
などの消火活動対策

⑥緊急車両の円滑な通行を確保するための
道路整備

⑦地滑り、崖崩れなど土砂災害の防止対策
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８．野口地域の概要  

１）地域の概要 

■地域範囲、地域面積 
日高川の河南の北部に位置する野口、岩内、熊野を対象とする約 714ha の区域であ

る。（行政区域の約 16.3％） 
 

■人口・世帯数 人口・世帯数の推移
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平成 12 年国勢調査：人口 1,680 人

（市全体の約 6.0％）、世帯数 526 世帯

（約 5.3％） 
地域内の人口は、昭和 22 年が 1,740

人をピークに減少していたが、昭和 50
年から増加に転じ、昭和 22 年のピー

ク時の人口に回復しつつある。 
 

■法適用の状況 
名 称 区 域 

都市計画区域 岩内地区：約 130ha（都市計画区域の約 9.5％） 
用途地域 指定なし 
農業振興地域 全地域（714ha） 
急傾斜地崩壊危険区域 3 ヶ所 

 

２）土地利用の状況 

■土地利用現況 
本地域は、日高川左岸の水田を中心とする農村地域

である。平坦部は、昭和 28 年の大水害により、日高

川に洗い流され、その後、耕地整理により基盤整備が

行われた。南部の岩内地区は、都市計画区域である。 

土地利用状況 単位：ha

面積 割合
宅地 住宅用地 22.5 3.2%

工業用地 7.1 1.0%
商業用地 5.9 0.8%
その他用地 37.1 5.2%
小計 72.6 10.2%

公共公益用地 20.6 2.9%
交通施設用地 0.2 0.0%
道路用地 46.1 6.5%
小計 139.5 19.5%
農地 田 71.2 10.0%

畑 64.8 9.1%
休耕地 6.9 1.0%
小計 143.0 20.0%

山林 259.5 36.3%
水面 115.6 16.2%
その他自然地 56.3 7.9%
ゴルフ場 0.0 0.0%
小計 574.3 80.5%

713.9 100.0%

土地利用

都
市
的
土
地
利
用

自
然
的
土
地
利
用

合　計

本地域に御坊 I.C があり、市域内外を結ぶアクセス

道路が整備されている。また、県道日高印南線の野口

新橋から御坊 I.C に至る区間の沿道は、商業施設や業

務施設が集積し、沿道商業地の形成が進んでいる。県

道日高印南線沿道以外の平坦部は、一部に集落地が見

られるものの農業基盤整備がなされた優良な農地で、

水田として利用されている。丘陵部は、樹園地が一部

見られるが、大部分は畑として利用されている。 
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３）市街地の状況 

■県道日高印南線の沿道 
県道日高印南線沿道は、御坊 I.C の開設に伴って通過交通に対する利便施設の立地

により市街地の形成が始まったが、その後、交通利便性を活かして御坊圏域を商圏と

する商業・業務施設の集積が進んでいる。 
■野口の集落 

野口地区の集落は、広大な水田の中に立地する農村集落であり、まとまりのある４

つの集落があるが、そのうち３つの集落は、道路等が狭くて密集している。集落周辺

での宅地開発などは少ないが、県道日高印南線沿道に商業施設が立地することで、生

活利便性が向上し、宅地開発の圧力が高まることが懸念される。 
■岩内、熊野の集落 

岩内、熊野の集落は、県道御坊中津線と市道野口隠谷線が整備されたことで、交通

機能は向上したが、市街化等の動向はあまり見られず、農村的な集落となっている。

今後、御坊南 I.C の開設等の影響が懸念される。 
 

４）都市施設等の整備状況 

■公共公益施設 
御坊クリーンセンター、御坊市防災センター、野口小学校、野口浄水場などの公共

施設が立地している。 
■主要道路 

近畿自動車道紀勢線（御坊 I.C、御坊南 I.C）、県道日高印南線、県道御坊中津線、

市道野口隠谷線、市道猪野々大浜通線がある。 
■都市計画道路 

なし。 
■都市公園等 

都市緑地は、日高川河川敷に日高川ふれあい水辺公園（計画面積 25.24ha、整備面

積 19.15ha）がある。 
■その他都市施設 

なし。 
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５）地域住民の意向 
野口地域 
御坊市全体 ■道路交通網の整備意向 
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①広域幹線道路の整備

②生活道路の整備

③歩道や歩行者専用道路の整備.

④ガードレールやカーブミラーなどの
交通安全施設の環境整備

⑤障害者・高齢者が利用しやすい段差の
ない道路・駅舎等の整備

⑥紀州鉄道・バス等の公共交通機関
の充実

⑦鉄道の運行本数増加など利便性の充実

⑧側溝や街路樹など道路環境の整備.
 
 
 
 
 
 
 
 
■公園・広場などの整備意向 
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①身近な公園や子供の遊び場の整備

②散歩やレクリエーションができる
大きな公園の整備

③テニスコート・野球場・サッカー場・
陸上競技場等の整備

④森林公園などの自然型公園の整備

⑤パターゴルフ場などの娯楽性のある
公園の整備

⑥体育館やプールの整備

 
 
 
 
 
 
 
■市街地及び居住環境の整備意向 
 

0

20

40

60
①密集住宅地の居住環境の整備改善

②無秩序な住宅開発の抑制と計画的な
整備の誘導

③公営住宅の建替えや改修など
住宅モデルとなる整備

④農地と宅地の混在地区での効率的な
土地利用を図る一体的な区画整理

⑤老朽建物や商業施設の共同建替え.
などの市街地の再開発

 
 
 
 
 
 
 
■防災対策の整備意向 
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①避難路や避難地の確保、及び備蓄庫など
の整備

②民間及び公共建築物の耐震強化や
不燃化などの地震対策

③津波や河川の氾濫に対する堤防や
水門の整備などの水害対策

④建物の不燃化や道路幅員の確保など火災
の延焼防止対策

⑤消火栓や防火水槽の設置、資器材の整備
などの消火活動対策

⑥緊急車両の円滑な通行を確保するための
道路整備

⑦地滑り、崖崩れなど土砂災害の防止対策
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９．塩屋地域の概要  

１）地域の概要 

■地域範囲、地域面積 
日高川の河南の中央部に位置する北塩屋、南塩屋、明神川を対象とする約 976ha の

区域である。（行政区域の約 22.3％） 
 

■人口・世帯数 人口・世帯数の推移
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平成 12 年国勢調査：人口 ,093 人

（市全体の約 11.0％）、世帯数 1,06
世帯（約 10.8％） 

3
2

2地域内の人口は、昭和 25 年の 3,55
人をピークに減少していたが、昭和 45
年から増加に転じ、昭和 60 年には

3,448 人まで回復したが、それ以降、

再び減少が続いている。 
 

■法適用の状況 
名 称 区 域 

都市計画区域 北塩屋地区及び南塩屋地区の西部 
約 342ha（都市計画区域の約 25％） 

用途地域 工業専用地域（35ha） 
農業振興地域 全地域（976ha） 
急傾斜地崩壊危険区域 3 ヶ所 
砂防指定地 1 ヶ所 
県立自然公園 煙樹海岸県立自然公園の普通地域（43ha） 

 
 

土地利用状況 単位：ha

面積 割合
宅地 住宅用地 33.6 3.4%

工業用地 31.5 3.2%
商業用地 4.8 0.5%
その他用地 43.7 4.5%
小計 113.5 11.6%

公共公益用地 73.5 7.5%
交通施設用地 1.6 0.2%
道路用地 51.5 5.3%

小計 240.1 24.6%
農地 田 94.4 9.7%

畑 90.3 9.3%
休耕地 7.8 0.8%
小計 192.5 19.7%

山林 417.9 42.8%
水面 75.0 7.7%
その他自然地 50.0 5.1%
ゴルフ場 0.0 0.0%
小計 735.4 75.4%

975.5 100.0%

土地利用

都
市
的
土
地
利
用

自
然
的
土
地
利
用

合　計

２）土地利用の状況 

■土地利用現況 
本地域は、日高川河口部の地域であり、海岸部は漁

村集落が、内陸部には農村集落が発展してきた地域で

ある。海岸に面した西部は、大部分が都市計画区域で

ある。 
海岸部を南北に走る国道 42 号沿いに密集市街地が

形成されている。また、埋立てによって、発電所が立

地している。山間部には公的開発による北塩屋中山団

地が整備され、良好な住宅地となっている。 
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日高川河口部の河川沿いは、小規模な工場が集積した工業団地があり、北塩屋には、

公的開発による御坊第 2 工業団地が整備されて、工場の誘致が進められている。 
海岸部は、本市で最も大きい南塩屋漁港が整備されており、漁業の拠点として利用

されている。その南塩屋漁港の隣接地では、日高港湾の第一期工事が進められている。 
王子川の河川沿いの平坦部は、水田が多く、一部に集落地が見られる。また、丘陵

部を中心に農地開発が進められており、樹林地から樹園地や畑への土地利用転換が進

められている。 
 
 

３）市街地の状況 

■塩屋の集落 
塩屋の集落は、漁業を主産業とした集落として形成されており、集落の主要な道路

は中央を通る国道 425 号及び市道南塩屋森岡線で、この道路を骨格にして生活道路の

ネットワークが形成されている。西側に位置する国道 42 号とは地形的に高低差があ

るため、大きな影響を受けずに、古くからの集落の形態を今に残している。 
■計画的な宅地 

北塩屋中山団地は、公的な宅地開発として整備された住宅地で、塩屋の集落からア

クセス道が整備され、利便性の高い地区となっている。 
 
 

４）都市施設等の整備状況 

■公共公益施設 
塩屋小学校、河南中学校、御坊市歴史民俗資料館などの公共施設が立地している。 

■主要道路 
国道 42 号、国道 425 号がある。 

■都市公園等 
都市公園は、御坊総合運動公園（計画面積 17.2ha、整備面積 17.16ha）があり、そ

の他の公園として塩屋小公園（0.17ha）がある。 
■その他都市施設 

南塩屋区が管理する火葬場が南塩屋字須佐之本に 0.1ha で計画決定されて整備済み

である。また、日高港湾の第１工区が整備中であり、日高港湾に接して南塩屋漁港が

整備されている。 
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５）地域住民の意向 
塩屋地域 
御坊市全体 ■道路交通網の整備意向 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
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60
①広域幹線道路の整備

②生活道路の整備

③歩道や歩行者専用道路の整備.

④ガードレールやカーブミラーなどの
交通安全施設の環境整備

⑤障害者・高齢者が利用しやすい段差の
ない道路・駅舎等の整備

⑥紀州鉄道・バス等の公共交通機関
の充実

⑦鉄道の運行本数増加など利便性の充実

⑧側溝や街路樹など道路環境の整備.

■公園・広場などの整備意向 
 

0

20

40

60

80
①身近な公園や子供の遊び場の整備

②散歩やレクリエーションができる
大きな公園の整備

③テニスコート・野球場・サッカー場・
陸上競技場等の整備

④森林公園などの自然型公園の整備

⑤パターゴルフ場などの娯楽性のある
公園の整備

⑥体育館やプールの整備

 
 
 
 
 
 
 
■市街地及び居住環境の整備意向 
 

0

20

40

60
①密集住宅地の居住環境の整備改善

②無秩序な住宅開発の抑制と計画的な
整備の誘導

③公営住宅の建替えや改修など
住宅モデルとなる整備

④農地と宅地の混在地区での効率的な土
地利用を図る一

⑤老朽建物や商業施設の共同建替え.
などの市街地の再開発

 
 
 
 
 
 
 
■防災対策の整備意向 
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①避難路や避難地の確保、及び備蓄庫などの
整備

②民間及び公共建築物の耐震強化や
不燃化などの地震対策

③津波や河川の氾濫に対する堤防や
水門の整備などの水害対策

④建物の不燃化や道路幅員の確保など火災の
延焼防止対策

⑤消火栓や防火水槽の設置、資器材の整備
などの消火活動対策

⑥緊急車両の円滑な通行を確保するための
道路整備

⑦地滑り、崖崩れなど土砂災害の防止対策
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１０．名田地域の概要 

１）地域の概要 

■地域範囲、地域面積 
日高川の河南の南部に位置する野島、上野、楠井を対象とする約 1,209ha の区域で

ある。（行政区域の約 27.6％） 
 

■人口・世帯数 人口・世帯数の推移

3,282 3 ,215 3 ,177 3 ,123 3 ,088
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平成 12 年国勢調査：人口 3,088 人

（市全体の約 11.0％）、世帯数 693 世

帯（約 7.0％） 
地域内の人口は、昭和 22 年が 3,745

人をピークに減少していたが、昭和 35
年から増加に転じ、昭和 45 年には

3,382 人まで回復したが、それ以降、

減少が続いている。 
 

■法適用の状況 
名 称 区 域 

都市計画区域 指定なし 
用途地域 指定なし 
農業振興地域 全地域：1,209ha（農業振興地域の約 31.4％） 
地すべり防止区域 1 ヶ所 
砂防指定地 2 ヶ所 

 
２）土地利用の状況 

■土地利用現況 
土地利用状況 単位：ha

面積 割合
宅地 住宅用地 27.5 2.3%

工業用地 4.1 0.3%
商業用地 4.3 0.4%
その他用地 137.5 11.4%
小計 173.4 14.3%

公共公益用地 22.8 1.9%
交通施設用地 2.3 0.2%
道路用地 46.1 3.8%

小計 244.6 20.2%
農地 田 11.1 0.9%

畑 92.4 7.6%
休耕地 0.7 0.1%
小計 104.2 8.6%

山林 738.7 61.1%
水面 19.9 1.6%
その他自然地 101.2 8.4%
ゴルフ場 0.0 0.0%
小計 964.0 79.8%

1,208.6 100.0%

土地利用

都
市
的
土
地
利
用

自
然
的
土
地
利
用

合　計

本地域は、本市の南部に位置し、畑作や施設園芸

を主とする農業地帯である。 
西部は、海に面して大きな高低差がある海岸段丘

である。海岸に近い段丘地を南北に国道 42 号が通

り、国道より海岸側に集落があり、海岸には漁港が

立地している。近年、大規模な農地造成により、優

良な農地が整備され、本市を代表する農業地として

ハウス栽培を主とする高度な農業が展開されてい

る。その他、国道 42 号沿道は、商業や業務施設の

立地は少なく、野島に国立和歌山工業高等専門学校

や老人福祉施設が立地している。 
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３）市街地の状況 

■各集落の状況 
野島、加尾、上野、楠井などの集落は、半農半漁の集落として形成されており、集

落の主要な道路は中央を通る市道で、この道路を骨格にした生活道路により家屋及び

その外縁部に広がる農地が結ばれている。 
国道 42 号と集落の結びつきは比較的少ないが、市道のみでは各集落間の移動がで

きないため、国道 42 号が一部で生活道路としての役割も果たしている。 
■計画的な宅地 

北塩屋中山団地は、公的な宅地開発として整備された住宅地で、塩屋の集落からの

アクセス道も整備されて利便性の高い地区であることから、今後も良好な住環境を育

成していくことが求められる。 
 
 

４）都市施設等の整備状況 

■公共公益施設 
名田支所、御坊広域清掃センター、名田小学校、名田中学校、国立和歌山工業高等

専門学校などの公共施設が立地している。 
■主要道路 

国道 42 号がある。 
■都市公園等 

都市公園はないが、その他の公園として祓井戸小公園（0.12ha）がある。 
■その他都市施設 

農業集落排水処理施設が、野島地区と上野・楠井地区に整備されている。 
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５）地域住民の意向 名田地域 
御坊市全体 ■道路交通網の整備意向 
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①広域幹線道路の整備

②生活道路の整備

③歩道や歩行者専用道路の整備.

④ガードレールやカーブミラーなどの
交通安全施設の環境整備

⑤障害者・高齢者が利用しやすい段差の
ない道路・駅舎等の整備

⑥紀州鉄道・バス等の公共交通機関
の充実

⑦鉄道の運行本数増加など利便性の充実

⑧側溝や街路樹など道路環境の整備.

■公園・広場などの整備意向 
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80
①身近な公園や子供の遊び場の整備

②散歩やレクリエーションができる
大きな公園の整備

③テニスコート・野球場・サッカー場・
陸上競技場等の整備

④森林公園などの自然型公園の整備

⑤パターゴルフ場などの娯楽性のある
公園の整備

⑥体育館やプールの整備

 
 
 
 
 
 
 
■市街地及び居住環境の整備意向 
 

0

20

40

60
①密集住宅地の居住環境の整備改善

②無秩序な住宅開発の抑制と計画的な
整備の誘導

③公営住宅の建替えや改修など
住宅モデルとなる整備

④農地と宅地の混在地区での効率的な
土地利用を図る一体的な区画整理

⑤老朽建物や商業施設の共同建替え.
などの市街地の再開発

 
 
 
 
 
 
 
 
■防災対策の整備意向 
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①避難路や避難地の確保、及び備蓄庫などの
整備

②民間及び公共建築物の耐震強化や
不燃化などの地震対策

③津波や河川の氾濫に対する堤防や
水門の整備などの水害対策

④建物の不燃化や道路幅員の確保など火災の
延焼防止対策

⑤消火栓や防火水槽の設置、資器材の整備
などの消火活動対策

⑥緊急車両の円滑な通行を確保するための
道路整備

⑦地滑り、崖崩れなど土砂災害の防止対策
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１１．用語の説明 
 

＜あ行＞ 
アダプト制度 

アダプトとは、英語で「養子にする」の意

味で、市民や事業者が公共施設や公共スペー

スの里親となり、管理など自主的な行動を行

うための制度で、市民が地域社会で自発的に

貢献することを目的としており、覚書に基づ

いて行う。 
インセンティブ 

人に行動を起こさせる誘因「刺激、動機」

などの意味合い。 
オープンスペース 

公園、広場、河川、湖沼、山林、農地など、

建物によって覆われていない土地の総称。 
 

＜か行＞ 
街区公園 

主として街区に居住する者の利用に供す

ることを目的とする公園で、誘致距離 250ｍ、

標準面積 0.25ha。 
協働 

市民と行政が共同の担い手として、適切な

役割分担のもと、お互いの成果と責任を共有

し、対等な協力関係で協力しながら働いてい

くこと。 
近隣公園 

主として近隣に居住する者の利用に供す

ることを目的とする公園で、誘致距離 500ｍ、

標準面積 2ha。 
近自然工法 

人と環境との共生を基本理念に生態系や

自然景観・復元を図るための工法で、日本で

は河川に適用された例が多い。多自然工法と

もいう。 
既成市街地 

一般的には、都市において既に市街地が形

成されている地域。法律的には首都圏整備法

と都市計画法に規定されている。 
環境共生型住宅 

気候、風土、環境等の特性を踏まえて、石

油、天然ガス等化石燃料の削減、太陽熱等自

然エネルギーの活用、水循環や廃棄物のリサ

イクルを考慮するなど、地球環境に対する負

荷を低減する住宅。 

 
環境低負荷型建築物 

気候、風土、環境等の特性を踏まえて、石

油、天然ガス等化石燃料の削滅、太陽熱等自

然エネルギーの活用、水循環や廃棄物のリサ

イクルを考慮するなど、地球環境に対する負

荷を低減する建物。 
グローバル化 

全世界的規模。 
建築協定 

市町村が条例で定めた区域内で、土地所有

者や借地権者が住環境を守るために建築物

の敷地、位置、構造、用途、形態、デザイン、

建築設備の基準について取り決める協定。 
工業系の用途地域 

工業系の用途地域とは、準工業地域と工業

地域の土地利用を図る地域。 
交通安全施設 

交通公害の防止と交通の安全と円滑化等

を目指して、道路管理者が整備する信号機、

車両感知器、交通情報板、道路標識、道路標

示等のこと。 
交通安全施設 

交通公害の防止と交通の安全と円滑化等

を目指して、道路管理者が整備する信号機、

車両感知器、交通情報板、道路標識、道路標

示等のこと。 
交通結節点 

異なる交通機関（鉄道やバスなど）が相互

に連絡し、様々な交通需要に対応した体系的

な交通サービスを提供する場所で、駅前広場

などの交通関連施設のこと。 
コミュニティ 

共同体、地域社会の意味で、仲間意識やあ

る共通の意識によりつながりを持って共同

の生活をする集団、地域及び人々。 
コミュニティビジネス 

地域住民が主体となり、地域の資源（人）、

風土、原材料、ノウハウ、技術、文化、産業

などの資源を活かし、地域にある様々な問題

を解決する生活支援ビジネス。 
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＜さ行＞ 
自然生態観察公園 

多様な生物の育成、生息地を確保するとと

もに、市民の環境活動や指導者の育成などの

拠点となる公園。 
自然公園区域 

自然公園は、自然公園法に基づいて指定さ

れる区域で、優れた美しい自然の風景地を保

護していくとともに、その自然に親しみ野外

レクリエーションを楽しむことを目的とし

ている。自然公園には、国立公園と国定公園、

都道府県立自然公園がある。 
親水空間 

水と直接的に接することのできる空間。 
商業系の用途地域 

商業系の用途地域とは、近隣商業地域、商

業地域と商業施設の立地が比較的容易な準

住居地域や準工業地域を含めた商業系の土

地利用を図る地域。 
白地地域 

都市計画区域内で、用途地域の指定が行わ

れていない区域。 
住居系の用途地域 

住居系の用途地域とは、第一種低層住居専

用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中

高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地

域、第一種住居地域、第二種住居地域で住居

系の土地利用を図る地域。 
準都市計画区域 

積極的な整備や開発を行う必要はないが、

土地利用の規制誘導を行わず放置すれば、将

来一体の都市としての整備、開発及び保全に

支障が生じるおそれがある区域に対して、土

地利用の秩序ある利用を図ることのみを目

的に定める区域である。そのため、土地利用

に関する都市計画は行えるが、都市施設や市

街地整備などはできない。 
準防火地域 

都市計画法により火災の危険を防ぐため

に、建築物が密集した市街地に定められた地

域。 
セットバック 

都市計画区域で建築物を建てる場合、建築

基準法の制限に基づき、道路の幅員を確保す

るために敷地の一部を道路部分として負担

する場合の後退部分。もしくは後退する行為。 

 
 
 

＜た行＞ 
地域防災計画 

災害対策基本法に基づき、洪水、地震、津

波などの災害に対して市、県、その他行政機

関が、それぞれの機能を有効に発揮し、市民

の生命・身体及び財産を災害から保護するた

めに災害予防、災害応急対策、災害復旧を実

施することを目的とした計画。 
地区計画 

都市計画区域内のまとまりある「地区」を

対象として、市民の意向を反映しながら、市

町村が地区の特性に応じたきめ細やかな計

画を定め、建築物等を規制誘導し、住み良い

特徴のあるまちづくりを総合的に進めるた

めの制度。 
地区公園 

主として徒歩圏域内に居住する者の利用

に供することを目的とする公園で、誘致距離

1 ㎞、標準面積 4ha。 
都市基幹公園 

都市公園等の種類の中で、都市市民全般を

対象として、休息、遊戯、運動など総合的な

利用を目的とする公園で、総合公園と運動公

園の総称。 
都市計画区域 

健康で文化的な都市生活や基本的な都市

活動を確保するために都市計画法、その他の

法令の規制を受ける土地の範囲であり、自然

的、社会的条件等を勘案し、一体的な都市と

して総合的に整備、開発及び保全することを

目的として定める区域。 
都市計画道路 

都市計画において定められている都市施

設の一つ。その種別は自動車専用道路、幹線

道路、区画街路、特殊街路がある。 
都市緑地 

1 カ所当たり、面積 0.1ha 以上を標準とし

て配置する。ただし、既成市街地等において

は良好な樹林地等がある場合、あるいは植樹

により都市に緑を増加または回復させ、都市

環境の改善を図るために緑地を設ける

0.05ha 以上の緑地も含む。 
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＜な行＞ 
農業振興地域 

農業の健全な発展及び国土資源の合理的

な利用の見地から、今後、概ね 10 年以上に

わたって、総合的に農業の振興を図る区域。 
 

＜は行＞ 
ボーダレス化 

国境を超えて、世界的スケールで展開され

る経済や産業などの動きこと。 
ポテンシャル 

本来備えている能力、可能性。 
ハザードマップ 

災害による危険をあらかじめ想定し、その

危険度等を示した地図。 
バリアフリー 

障害を持つ人、高齢者などの行動を阻害す

るような都市、環境、建築等の物理的なバリ

ア、人間の心理的バリア、社会的制度におけ

るバリアなど、すべての「障壁」を取り除く

という考え方。まちづくりに関連する例とし

ては、歩道、駅のホームに設けられた視覚障

害者誘導用ブロック、車椅子用の公衆トイレ、

低い位置に操作ボタンがある券売機など。 
防火地域 

都市計画法により主に商業地などで建築

物が密集した市街地を火災の危険から守る

ために定められた地域。 
 

＜ま行＞ 
緑の基本計画 

都市緑地保全法の「市町村の緑地の保全及

び緑化の推進に関する基本計画」が緑の基本

計画である。この計画は、市町村が計画的、

総合的に公園・緑地の保全及び緑化の推進を

図るための基本的な計画。 
面的整備事業 

面的整備事業とは、道路や公園などの都市

基盤施設が未整備な市街地や今後市街化が

予想される地区で、道路や公園などの都市基

盤の整備や宅地の区画形状を整えるなど計

画的で効率的な市街地形成を図ることを目

的とした事業で、「土地区画整理事業」や「沿

道区画整理型街路事業」などである。 

 
 
 

＜や行＞ 
ユニバーサルデザイン 

できる限りすべての人に利用可能なよう

に、製品、建物、空間をデザインすること。 
用途地域 

土地利用の基本となるもので、様々な用途

の建築物が無秩序に混在することで生じる

騒音・悪臭・日照阻害等を防止する建築規制

で、建築物の種類、用途、容積率、建ぺい率、

日影等を規制して、良好な生活環境の形成を

図る制度。 
 

＜ら行＞ 
ライフライン 

都市生活の生命線。上下水等の供給処理網、

電気・ガス等のエネルギー供給網、道路・鉄

道等の交通網、および通信・電話等の情報網

を含んだネットワーク。 
ライフスタイル 

「生活様式」のこと。 
ロードサイド型店舗 
交通利便性が高い幹線道路沿道に立地し

て、広域から車による集客を目的とした店舗。 
 

＜わ行＞ 
和歌山県屋外広告物条例 

屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物

についての必要な規制を行い、美観風致を維

持し、公衆に対する危害の防止を図るととも

に、良好な景観の形成に寄与することを目的

に県が制定した条例。 
和歌山県福祉のまちづくり条例 

福祉のまちづくりで、県、市町村、事業者

及び県民の責務を明らかにするとともに、県

の基本方針を定めて、これに基づく施策を総

合的に実施し、障害者や高齢者等が安全かつ

円滑に利用できる施設等の整備を促進する

ことを目的に県が制定した条例。 
NPO 

医療、福祉、環境、文化、芸術、スポーツ、

街づくり、国際協力・交流、人権・平和、教

育、女性などのあらゆる分野における営利を

目的としない非営利組織のこと。 
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