
1.市土利用に関する基本構想

(1)市土利用の基本方針

●基本理念

本市は、宮崎県南剖:に 位置 し、面積は536 12kinど であ り、林野面積が占めるキ」合

は780%、 可住地面積は22000と なっています。

市域の東fIは 日向灘に面 し、その海岸線が「日南海岸日定公hJに属 しています。

その日南海岸や緑豊かな森林空出|に代表 される自然環境や訳llLの 城 卜出、かつて日

明貿易などのlll点 となった油津港、外浦港などの膠史的資源に恵まれています。

この財産を適切に利用 保全 して次代に継承 してい くことは現在に生きる我々の

責務です。

21世紀を迎えた今 日、社会経済情勢に日を向けると、少子 高齢化の急速なlt行

による人
「

減少社会の到来、国際化 高度情報化のIE展、地Tl規模でのT4‐ 境悪化など、

日まぐるしい変化がみられます。また、地域主権の動 きも本格化 し、地方公共団体

の行政 ,■営に対する 主性 と自立性、自己責任が強 く求められてお ります .

さらには、本市の財政状況 も厳 しさを増すのは必至の状況であ り、本市を取 り巻

く環境は大 きく変化 しています .

このような中で、本市の市tの利用においても、その利用 日的に応 じた区分ごと

の個々の土地需要の量的な調整を行い、安全で安心できる市 1の 利用、循環と共生

を重視 した市土の利用、さらに、美 しく|,と りある市土の利用などの質的な向上を

図るとともに、市土利用の総合的なマネジメントを進めることに重 点を置 くことが

重要になっています。

このため、これからの本市の市土の利用にあたつては、次のとお り基本理念を掲げ、

日南市総合.l画 に定める将来の都市像「緑 と黒潮が育むIL業 文化 交流都市Jの

実現のため、「みんなでつ くりわかちあうまちJを キャッチフレーズに市民の活力

を
`Lか

しながら、多種多様な資源をさらに活用 し、バランスのとれた,Ittll興 をⅨ

ることとし、より・
I・l和 のとれた総合的かつil画的な市十の利用を促進 します。

基 本 理 念

市土は、IFt在 と将来における市民のための限られた資源であるとともに、生活

と生産を通 じた諸活動の共通の基盤であるため、公共の福祉を優先させ、 然環

境 との調和や土地の有する多而的な公益的l■ 能の IL揮 を重視 しなが ら、地域の自

然的、社会的、経済的、文化的条件に配慮 して、健FIで文化的な生活環境の確保

と市土のtl衡ある発展を図 ります。



②基本方針

H南市総合.l画が日指す都市の姿の実現に向けて、土地利用にあたっては以下の

基本方針を掲げて推進 します。

●まちの活力を高める土地利用

本市の活力向上には、油津港 外浦港 と東九州自動車道を基軸 とした交通体

系の強化などを契機 とする新たな産業立地が必要です。新たな都市機能の整備

とそれに伴 う土地利用にあたつては、自然との共生を維持 しつつ、土地のもつ

潜在能力を有効に活用 し、計画的な利用を促進 しながら、まちの活力を高めて

い くものとします .

●地域の個性を生かした土地利用

本市は、豊かな[然環境や、歴史的資源に恵 まれてお り、この貴重な財産を

私たちの時代に失うことなく後世に引 き継 ぐため、適正に保全 継承 します .

その一方で、市民の生活、FL産のために有効に活用 し、地域の個性 を生か し

たltttTI興につなげます。

●安全性 快適性を高める土地利用

本市は、厳 しい地形 地質条件から土地利用において大 きな制約を受けてい

ます。この市1約条件のもとで■られた土地を有効に活用 してい くために、治山

治水などの市土 l■ 全に努め、市tの安全性を高めます。また、「日南Th環境基

本条例」●F成21年 3月 30日 条例第161号 ,な どを踏まえ、自然環境への負荷蛭

減などに配慮 しながら、快適でゆとりのある市民の生活基盤づ くりに努めます .

●広域的な視点に立つた土地利用

土地や水、緑などの自然環境は単一の行政区域に限られたものではなく、行

政界を超えた連続性や連坦性を有 してお り、また、日常生活や生産活動は市城

を越えた広域の中で営まれています。このため、これからの土地利用では市域

にとらわれず、連続性 i二坦性を重視 した合理的な利用を促:Lし ます。
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(2)利用区分別の市土利用の基本方向

①農用地

農用地は、農業の健全な発展を図り、食料の安定供給を確保するための基絆であり、

災害防止 環境保全の面からも、良好な状態で確保し効率的な利用に努める必要が

あります。
※

このため、「農業振興地域の整備に関する法律J(昭和44年法律第58号 )な ど土地

利用関係法令の一体的な運用により、土地の自然的要件、土地利用の動向、地域の

人口及び産業の将来の見通し等を考慮しつつ、今後も優良農用地においては、担い

手農家への農地の集積や集落を単位とした集団的農用地利用の促進など、農業経営

基盤の強化や農業生産性の向 に、経営合理化など農業振興施策に計画的かつ重点的

に取 り組みます。
米

市街地周辺の農地については、緑地機能や防災機能に配慮 しなが ら、都市計画の

用途地域指定との整合を図りながら、地域の実情にFlし た土地利用に努めます。

②森林

森林は、温室効果ガス吸収源対策の着実な実施、森林資源の成熟化、世界的な木

材の需給動向の変化等を踏まえ、我が国の木材供給基地として将来世代が、tl林の

有する地球温暖化の防止や国上の保全、水源のかん養、生物多様性の保全などの多

而的機能を享受できるよう、緑豊かで美 しい森林づ くりに向けて、多様で健全な整

備 と保全を図 ります .

市街地周辺の森林については、良好な都市環境を演出する修景緑地として保全

整備をlL進 します。

農山漁村の集落周辺の森林については、山地災書の米然防止に努めるとともに、

地域社会の活性化に加え、多様化する市民のニーズに配慮 しながら、恵まれた自然

を生か した森林 と人との共生の場 としての適正な利用を促進 します。

また、海岸沿いの傾斜が急な森林については、災害防J:や景観保全の観点か ら、

必要な整備を推進 します。

さらに、原生的な森林や貴重な動植物が生息 生育する森林等自然環境の保全を

図るべ き森林については、その適正な維持 管理を図 ります。

①原野

原野は、主に斜面や海岸沿いにあり、他への活用は難しく、貴重な自然環境を形

成 しているものもあるため、生態系及び景LHtの 維持等の観点から保全を基本 とし、

劣化 している場合は再生を
「

ります。

利用可能な原野については、自然環境や自然景観の保全に留意しつつ、適正で有

効な利用への転l■ を促進 します。



0水面 河川 水路

水面 ,可, 水路のうち、水面については、豊かな水資源の有効利用等を図るため、

既存施設の適切な維持 管理に努め、更力i整備を図ります。

河川については、水質や景観、地 卜水への還 lI Lな どの水の循環を考慮しつつ、Jt水

などの自然災害を防止 し市民
`L活

の安全性を確保するため、工事による自然環境への

負荷の軽減に配慮 しながら、河川改修の計画的推進に必要な用地の碓保を図ります。

水路については、農業的■地利用の高度化 を図 り、生席性の向 卜に資するため、

農業用用lII水路の整備に必要な用地のITE保 を図 ります。また、それぞれの施設の適

切な維持管理 更新や水面の適正な千1用 を通 じて、既存用地の持続的な利用を図り

ます.

水面、河川及び水路の諮備に当たっては、流域の特性に応 じた健全な水循環系の

構築等 を通 じ、自然環境の保全 再生に配慮するとともに、自然の水質浄化作用、
※

■物の多l‐ な生息 生育環境、うるおいのある水辺環境、都市における貴重なオー

プンスペース、熱環境改善等多様な機能の維持 向上を図ります。

0道路

道路については、市民生活の利便性向 卜や産業活動の効率化、タト部の経済的活力

をまちづ くりに生かす観点から、本市と周辺地l・Tと の体系的、有機的な道路網の整

備を推進 します
`.

一般道路については、広域交通網の●L実 と地 I・l産業 経済の発展を促進 し、市土

の有効利用及び良好な生活 生岸基盤の整備を進めるため、必要な用地の確保を図

るとともに、施設の適ワな維持管理 更新を通 じて、既存用地の持続的な利用を図

ります。

また、交通の高・l化 に対応するために、東プし州自動車道等の整備に必要な用地の

確保に努め、高iE交〕Jネ ットワークの形成を図 ります。

これらの道路の整備にあたっては、道路の安全性、快適1■等の向上並びに防災機

能の向 卜及び公共 公益施設の収容機南ヒ等の発揮に配意するとともに、 動車騒音

等公害の発生の防止に努めるなど周辺の自然環境や■活環境に配慮 しなが ら、整備

を推進 します。

農道及び林道については、農林業の生産性向 L並びに農用地及び森林の適正な管

理を図るため、必要な用地の確保を図るとともに、施設の適切な維持管理 更

'iをlmし て既存用地の持続的な利用を図 ります。

また、整備に当たっては、効率的な4Hi送体制の確立及び農山村の生活環境の改善

に配意するとともに、自然環境の保全に十分配慮 します。

さらに、道路を活用 しなが ら豊かな交流を促 し、地域の活性化や観光llF興 につな

ける日本風景街道 (「 |1南海岸 きらめきラインJ)の活動を地域が主体 となって推進

します .



O住宅地

住宅地については、豊かな住生活の実現、秩序ある市街地形成の観点から、llf震

環境性能を含めた住宅ス トックの質の向上を図るとともに、住宅周辺の生活 F_3連施

設の計画的な再整備を進めながら、良好な居住環境が形成されるよう、まちづ くり

と連携 して十地の有効な利活用を図ります。また、災害に関するIL域の 然的 社

会的特性を踏まえた迪切な市土の利用を図 ります。

用 l■ 地域内においては、市街地整備の推進による土地利用の高度化、合理化、効
※

率化、さらには、低 未利用地の有効活用により、市街地の規模や機能に応 じたオー

プンスペースの確保 と道路の整備など、安全1■の向上 とゆとりある快適なT‐境の確

保を図ります。

用途地域外の集落住宅地については、農林業的土地利用 との調整を図 りつつ、快

適な農 1体」の住みよい環境づ くりに努めます
`,

⑦工業用地

:業用地は、用途地域の指定にFlし て、月 ,」 の住環境や自然環境に配慮 しながら
※

工業系用途地域へ誘導 し、集積 をス リます。なお、重要港湾油津港や東九州自動車

道の整備などのl―業基盤の充実 強化を背景 として、集約的な土地需要が生 じた場

合には、新たな工業用地を適正に配置 していきます .

この力iた な工業用地においては、本市経済の自立的発展 と雇用機会の増大を図る

ため、グローバル化、1青幸R化の進展等に伴 う産業の高イ」加価値化や構造変化、地域

資源を重視 した工場の立地動向、産業 物流 インフラの整備状況、地域産業活性化

の動向等に対応 しつつ、新たな工業集積や流通業務地区の形成を図 ります
`,

また、工場移転、業種転換、閉鎖等に伴って十ずる工 l.跡地については、環境面での配

慮事項をIn lするとともに、良好な制
'市

環境の整備等のため、有効利用を図ります。

①その他 (事務所、店舗等)の宅地

その他 (事務 ,'「 、店舗等)の宅地については、市街地における■地利用の高度化、

中t、市街地における都市福利施設の幣備や商業の活性化並びに良好な環境の形成に

配慮 しつつ、事務所 店舗用地について、経済のソフ ト化 サービス化の進展等に

対応 して、市街地内の主要幹 |・7道路沿道地|・lを 中心に用途地域 と整合を図 りながら

計画的かつ適正な配置に努めます。

大規模集客施設については、者「市機能を集積 し、高齢者を含めた多 くの人々が暮らし

やすいまちづ くりを実現するため、立地する場合には者「市構造及び経済活動への広域的

な影響や地域の合意形成、地域の景観との調和を踏まえた適正な立地をⅨります。

また、本市の豊かな 然、観光、歴史的資源を生か した特色のある都市づ くりを

推・Lす るため、周辺の土地利用 との調整を図るとともに、地域の景観との調和に配

慮 します。



O海岸及び沿岸海域

本市の海岸、ilヽ岸海域は貴重な海洋性 自然資源や亜熱帯性植物資源などに恵まれ、

日南海岸
「

1定公卜に指定されているため、その適上な保護を図 りながら、観光施設

等の子備を推進 します。

また、港湾、漁港の計画的整備を促進 し、特に重要港湾油津港、地方港湾外浦港

については、l■ 済的 社会的動向を踏まえるとともに、港湾後背地などの陸域 との

一体性に配慮 しながら、海上輸送の効率化への対応に努めます。その中で、,tF史的

資源である堀川・■河については、油津港 との共生を図り整備 充実を推進 します。

なお、これらの利用にあたっては、市土の保全と安全性の向上に資するため、|千ト

岸地域の多様な生態系及び景観の保全 再生や漂着ゴミ対策、汚濁負荷月策に努め、

海岸の保全を図 ります .

⑩その他

以 1の ほか、文教施設、公回緑地、交 i邑 施設、環境衛生施設、厚生福祉施設など

の公用 公共用施設の用地については、市民生ii「の重要性 とニーズの多様化を踏

まえ、環境の保全に配慮 して、必要な用地の確保を図ります
`,

また、施設の整備に当たっては、被災 しにくい整備を行 うとともに、災害時の活

用にも配慮 します.さ らに、施設の拡散を防ぐ観点から牢き屋 空き店舗の再生利

用や街なか立地に配慮 します.

レクリエーション用地や観光 リゾー ト施設用地については、市民の価値観の多

1■化や国際観光の振興、自然 とのふれあい志向の高まりを踏まえ、自然環境の保全

を図 りつつ、地域の振興等を総合的に勘案 して、計両的な整備と有効利用を進めます。

その際、tl林、河川、治岸域等の余暇_L間 としての利用や施設の適切な配置とその

広域的な利用に配慮 します .

l■ 未利用地のうち、工場跡地等都市の低 未利用地は、再開発用地や防災 自

然再生のためのオープンスペース、公共用施設用地、居住用地、事業用地等 として

の1年利用を図 り、耕作放棄地は、FF有者等による適切な管理に加え、lHい手になる

炭用地としての活用を積極的に図るとともに、それぞれの地域の状況に応 じて施設

用地、tl林等農用地以外への転換による治効利用の促進を図 ります .
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(3)地域類型別の市土利用の基本方向

①都市地域

市街地については、人口減少、高齢化の進展の中で全体としては、市街化ll人は

鈍化することが見 i己 されることから、これを環境負荷の少ない豊かで暮 らしやすい

都 市形成の好機 ととらえ、1ま炭素型のi.市構造や集約型都市構造なども視野に入れ

て、都市における環境 を安全かつ健全でゆとりあるものとし、併せて、経済社会活

動をT7り 巻 く状況の変化に適切に対応できるようにすることが重要となっています。

このため、中心市街地等における都市機能の集積や交,こ利使 ■の向上を推:Lし つ

つ、既成市街地においては、再開発等により上地利用の高度化を図るとともに、低

未利用地の有効利用を促進 します.

また、歴史的市街地においては、緑地 散策空間の確 l■や都市景観の向 になどに

よる個1■的で魅力ある都市空間づ くりをⅨ ります。

用lT地域内の未利用地など市街化をはるべ き区l・ においては、地域の合意を踏ま

え計画的に良好な市街地等の整備を図 ります。

さらに、自然条件や防災施設の整備状況を考慮 した■地利用への誘導、諸機能の

分散配置やバックアップシステムの整備、地域防災拠点の鷲備、オープンスペース

の確保、電気、ガス、上 卜水道、通信、交通等のライフラインの多重化 多元化等により、

災害に対する安全性を高め、災害に強い都市構造の形成を図ります .

あわせて、住居系、商業系、業務系等の多様な機能をバランスよく配置すること、

健全な水循環系の構築や資源 エネルギー利用の効率化、熟環境改善のための緑地

水面等の効率的な配置などにより、都市活動による環境への負荷が少ない都市の形

成をⅨるとともに、美 しく良好なまちなみ景観の形成、豊かな居住環境の創出、緑

地及び水辺空間によるエコロジカル ネットワークの形成等を通 じた自然環境の保

全 再生 倉り出などにより、美 しくゆとりある環境の形成を図 ります。

②農山漁村地域

農山漁村地域については、過疎化 高齢化が急速に進む 、食糧■産や■活の場

であるだけでなく豊かな自然や美 しい景観が残ってお り、これらは市民共治の財 li

として¬
:っ てい く2ヽツカiあ りま司。

また、森林や水田は雨水の調整機能など多IIな 公益 lt能 を有 してお り、これらを

良好な状態に保つことが農山漁|」 コミュニテイの維持 と市全体の環境の向上につな

がることから、地域住民だけでなくll市 部住民や企業など多様な主体の参画を得な

がら、これらの環境鷲備を区 ります .

さらに、農業の1[模 l17大 が比較的容易な地域においては、農業生産基盤の整備を

促進するとともに農業経営の担い手への農用地の集積を図 り、生岸条件や交i亘 など

の十活条件が不利な中山問地域においては、集落単位での市業を導入するなど効率



的な土地利用に努めます。

森林については、森林整備事業などを導入 し適切なtt林
管理に努めるとともに、

都市住民や森づ くリボランティア等の参加 協力を得なが ら、植林や育林など適切

な管理 と有効利用を図 ります。

農地と宅地が混在する地域においては、地域住民の意向に配慮 しつつ、土地利用

のl‐l切 な規制と誘導によって無秩序な開ζδ防正に努めながら、農村地域の特性に応

じた良好な生産基盤 と生活環境の一体的な形成を図 り、農業生産活動 と地域住民の

生活環境が調和するよう、地域の実情に応 じたil画的かつ適切な土地利用を図りま

す。

①自然維持地域

高い価値を有する原生的な自然の地域や貯生生物の重要な生増、 生育地、す ぐれ

た自然の風景地など、自然環境の保全を維持すべき地域については、市上のエコロ

ジカル ネットワーク形成上、中核的な役割を呆たすことから、野生生物の生虐

生育空間の適切な配置や連続性を確保 しつつ、自然環境が劣化 している場合は再生

すること等により、適正に保全 します。

その際、特定外来生物について「特定外来生物による生態系等にl■ る被害の防止

に関する法律J(平成16年 6月 2日 法第78号 )に基づき適切な対応を区ることや野生

鳥獣被害のFl止に努めるとともに、同観点から都市 農山漁村との適切な関係の構

築を図ります。併せて、自然環境データの整備等を図ります。

また、適正な管理の下で、自然の特性を踏まえつつ自然体験 学習等の自然との

ふれあいの場としての利用を図ります。




