
2. 市上の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要

(1)市土の利用目的に応 じた区分ごとの規模の日標

つ 計画の日標年次は平成31年 とし、基準年次は F`成 17年 とします。ただし、各調脊

との整合性を図るため平成19年 を現況年次に設定 します.

② 市土の利用に関して基礎的な前提となる人口と世帯数については、日南市総合計

画の将来フレームを基本として、平成31年 において、それぞれ58000人、22560世

帯になるものと想定 します。

● 市土の利用区分は、農用地、森林、宅地などの地 H別 区分と市街地とします.

● 市土の利用区分ごとの規模の日標については、利用区分別の市土の利用の現況と

変化についての調査に基づき、将来人口などを前提としながら、利用区分別に必要

な土地面積を予涸lし 、土地利用の実態との調整を図りながら定めるものとします。

0 市上の利用の基本構想に基づ く平成31年の利用区分ごとの規l● の日標は、次の表

に示すとおりとします。なお、以下の数値については、今後の経済社会情勢の変化

において不確定要素も多いことから、一定の幅を有 しているものと理解する必要が

あります。
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▼ 市土の利用目的に応 じた区分ごとの規模の目標

区 分

市土面積 (ha) 市土構成 △
ロ (%)

現 況

(基準年次)

目標年次
現 況

(基準年次)
目標年次

平成 19年 平成31年 平成19年 平成31年
』辰 用 地 3143     2965 59

788
01

55

森 林 42232    42221 788
01原

，
，
日

，

水面 河川 水路

40 40

982 982 18 18

道 路 1148 1 160 21
25

22
25宅 地 1311 1371

住  宅  地 743 764 14 14

工 業 用 地

その他 の宅地

99
469

124
483

02 02

09     09
881    91そ  の  他 4756 4873

〈
ロ 計 53.612 53,612 1000 1000
市 街 地 (DID) 631 631
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(2)地域別の概要

市土利用の基本方針を受けて、「緑 と黒潮が育む産業 文化 交流都市Jを 実現す

るために、各地域の特性を生かした計画的かつ合理的、総合的な土地利用を推進 します。

地域の区分は、旧市町村界による行政区分を基本単位として、次図のように旧日南

市における欽肥、吾田、油津、東郷、細日、鵜戸、酒谷の 7地域、旧北郷町における

大藤、郷之原、北河内の 3地域、旧南郷町における南郷、潟上、榎原の 3地域、合わ

せて13地域に分けています。
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①餞肥地域

本地域は、商業地や住宅により形成される旧城下町の飲肥市街地と、その後背地

となる飲肥杉に代表される森林 と農用地が多 くを占める農山村地域 とによって構成

されている地域です。
※

嵌肥市街地は、飲肥城址を十心に重要伝統的建造物群保存地区に選定され、優れ

た歴史 文化環境 とともに数多 くの史跡や文化財などがあります。これらを市民共

有の財産として後世に伝えるため、飲肥城下町を歴史的 文化的遺産ゾーンとして

位置づけ、保存計画に基づ く町並みの保存、1参復、修景を促進 します。また、歴史

的景観の保全に努めるとともに、景観に配慮 した道路、河川 水路の整備や緑地、

散策空間の確保を図 り、市民の生活環境、商業環境の向上 と併せて、本市の観光拠

点地区としての魅力向上を図 ります。

農山村地域については、人口の減少を抑制 し、さらには新たな就農者なども呼び

込むことができるよう、集落生活環境、農業生産基盤、林業生産基盤の整備を計画

的に推進するとともに、酒谷川流域などの優良農用地と飲肥杉などの優良林地の確

保を図 ります。
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②吾田地域

する拠点的なイ■割を有 している地域です。

近年は、土地区面整理事業が推進され、

住宅需要が増加 し、人口が増勢傾向にあ ります。また、国道222号や都市計画道路

新たな商業拠点としての機能も高まり楠原平野線の沿道地区に商業施設が立地し、

つつあります。

その一方、平野地区や戸高地区、星倉地区などにおいて、用途地域内に農用地が

残存 してお り、市街地として未妻tな 状況にあ ります。これらの地区において、本市

の拠点地区としてふさわしい機能的で美 しい市街地形成を図るため、計画的な市街

化を推進 し、土地利用の高度化を促進 します。さらに、東九州自動車道日FTI I C及

び油津港へのアクセス適路の整備を促進 し、物流機能を向上させ、工業用地のさら

なる活用を図 ります。

用途地域外に広がる農用地については、Fi用地の積極的確保に努め、併せて農業

基盤整備を推進 します。

本地域は、市の中央に位置 し、行政機関などの公共施設や大規模工場などが立地

計画的な市街地が形成 されたことから、
※
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①油津地域

本地域は、重要港湾油津港を有 し、隣接 して商業市街地が形成され、事業所等の

中心拠点として機能している地域です。

近年では、空 き家、空き地の増加など中心市街地の空洞化が深刻化 し、中心市街

地の持つ都市機能の維持存ttが課題となっています。

商業地については、既存大型店 との共存共栄を図 りながら、既存商店街の活性化

を促進するための、道路、駐車場、オープンスペースなどの必要な基盤整備を推進

します。また、かつて、飲肥杉の積出しに利用された堀川運河を歴史的資源 として

活用 し、港間らしい親水性の高い町並み空間を創出するため、堀川運河の保存 整備、

周辺地区の修景幣備を推進 します。

油津港については、油津港港湾計画に基づいて、ふ頭機能の再編、ふ頭用地の造
※

成、親水空間の確保など、新 しい時代に対応 した多様な港湾機能の充実が図られて

います。

「油津港と東九州自動車道を基軸としたまちづ くりJを進めている本市においては、

油津地区とHttI Cを連絡する道rliの 整備や、物流機能を高めるための新たな拠点

形成を図ります。
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①東郷地域

本地域は、内陸部の広渡川沿いにまとまりのある本市最大の農業地が広が り、海

岸部には美 しい松林が形成されています。また、 日高嶋地区の工業国地造成により、

新たな産業拠点も形成されつつある地域です。

この地域の農用地は、ほ場整備事業などの基盤整備や農業施設整備が行われた優

良農地であることから、無秩序な開発がなされないように農業振興地域の整備に関

する法律などの適正な運用による開発の規制 誘導を行い、農用地の確保 保全を

図 ります。 しかしながら、この地 r・kに は、東九州自動車道の日南 ICが設置される

こととなってお り、この整備に運動 して新たな産業立地などによる土地利用需要が

発生することが想定されます。本市の活力向上を図るには、新たな産業立地が必要

であることから、周辺の農業基盤との調整に配慮 しつつ、適正に産業拠点の形成を

図ります。

また、この地域には、日南総合運動公園がありますが、市民のスポーツ レクリェー

ションニーズに対応するため、その整備を推進するとともに、酒谷川 広波川の河

川敷地の緑化を図 り、自然環境を生かした親水性に富んだ美 しい景観を創造 し、市

民のレクリエーシヨン活動や憩いの場 として整備を推進 します。

森林については、ほとんどが比較的急傾斜の丘陵地帯であ り、一部保安林に指定

され、また、天然林などの貴重な自然環境を形成 してお り、適正な保全を図 ります。
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⑤細田地域

本地域は、臨海部に大堂津漁港、海水浴場を中心に市街地が形成され後背地は細

田川、南郷川流域に広がる農山村地域であり、細田川流域の優良農用地と丘陵地の

優良な呆樹園を有する地域です。

今後とも、農畜産業の拠点地域 として機能向上を図るため、農業基盤の整備を推

進するとともに、自然環境の保全、公害防止に十分配慮 しつつ土地の有効活用を推

進します。
※

さらに、主要地方道 日南志布志線などの産業基絆 となる幹線道路の整備促進をは

じめ、市道、幹線農道などの整備を推進 します。

大堂津地区の市街地については、道路整備などの都市基盤整備による居住環境の

向上を図るとともに、マ リンスポーツ、レジャーに対するエーズに対応するため、

眺望の優れた猪崎鼻公園や海水浴場周辺の適正な保全 整備 と有効活用を図 ります。
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⑥鵜戸地域

本地域は、国定公園に指定されている日南海岸のlnl光明媚な海岸部と背後の森林

からなる農止漁村地域です。

地域の特性を生かしたポンカンなどの果樹 をはじめとした暖地性農業が展開され

てお り、今後 とも地域農業に必要な農用地のlt全が必要となっています。

大浦地区から小吹毛井地区の海岸 と、小 日井地区から|ロ サボテンハーブ園にかけ

ての海岸に分布する原野については、日南海岸の優れた自然景観の形成に大 きな役

割を呆たしてお り、適正な保存を図 ります。

地域の交通軸である国道220号 は、本市及び当地域の生活 産業を支える主要な

幹線道路であるとともに、優れた自然景観 自然環境や、これらを生か した観光

リブー トにとっても重要な役割 も担ってお り、海岸美の景観を生か した道路整備な

どを促進 します。

また、本地域の農lt物の早急かつ安定的な出荷などを図るため、東九州自動車道

北郷 IC周辺とを連絡する道路の整備を推進 します。

旧来からの H南海岸の観光拠 点である鵜戸神宮やサ ンメッセロ南などの周辺環境

保全を図ります。

大浦、鵜戸、官浦、富土及び鶯巣地区の漁業振興を図るため、漁港整備などの漁

業基盤整備や漁ホ」環境整備を推進 します。
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⑦酒谷地域

本地域は、酒谷川流域に帯状に農用地が展開 し、その L流に広大な森林が広がる、

農林業を主体 とする農山村地域です。

優れた自然環境を形成 している酒谷川上流部の天然林の保全を区るとともに、森

林の有する国土保全などの多面的な機能を維持 増進させるため、環境保全に努め

つつ、広葉樹の植林を促進 します。

また、本地域は本市の水源地であ り、周辺の森林地域の保全に努めていくととも

に、日南 ダム周辺における親水性を高め、 レクリエーション拠点としての活用を促

進 します。

農山村集落においては、限られた農用地の有効活用を図るため、ほ場整備事業な

どの生産基盤整備を推進 します。
米

また、本地域に残る「里山Jゃ「棚田Jについては、農林業の生産の場である一方で、

人々に「安 らぎJや「癒 しJを 与 える空 間であることか ら、地域住民 は もと

より、都市住民の参加やIj」力などによる維持 保全のあり方を検討するとともに、※
グリーンッーリズムの拠点形成を図るために必要な整備 とその活用を促進 します。
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①大藤地域

木地 l・lは 、広波川の中流域に位置 し、その両岸に広がる優良農地により豊かな食

糧生産の場 として機能 しています。

また、天然ガスとこれに付随する温泉資源に恵まれてお り、これらを活用 した温

泉保養地として、来訪者に快適な保養空間を提供するための施設整備を図ります。

地域を通る県道日南高岡線の交通量増加に対応 して、交通安全確保に向けた施策

を推進するとともに、東九州自動車道の建設を推進 し、工業団地 物流基地等の造

成についても検討 します。

地域内の宅地においては、温泉保養の宿泊施設の充実や、総合的な保養施設計と

しての土地利用の誘導を図 ります。

農用地については、すでに100%ほ 場整備が完了 し、今後は適正な管理 と保全に

努めるとともに、生産性の向上を図 り、さらに新たな優良農用地の確保を進めます。

森林については、温泉保養基地として周辺の景観 との調和 を保ち、その保全に努

める一方、周囲の環境に及ぼす影響に 1分に配慮 しなが ら、工場団地等への転用に

ついて検討 していきます。

広 lr‐川の河川改修については、今後とも促進するとともに、地域内の左岸部にお

ける河川公園の幣備について具体化に向けて検討を進めます。
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①郷之原地域

本地域は、広渡川の中流域に位置 し、JR日 南線の北郷駅周辺の県道沿いに旧北

郷町の中心 となっていた市街地を形成 しています。

この市街地においては、北郷町総合支所をはじめとする周辺地j・lの生活中心的な

機能の集積 を維持するとともに、道路の安全性向上や公園緑地等の施設用地の確保

に努め、快適性 利便性のある地域 としての住環境整備に努めます。

また、花立山に立地 しているリゾー ト施設や蜂之巣公園、猪八重渓谷に広がる森

林セラピーを核 として、地域の主産業である農林業 と観光等 との連携により、雇用

開発、地域産業への経済波及等を図 りまり。

農用地のうち、田は一部地域を除いては場整備が完了しています。今後は、農業

生産性の向上に向けて、農地の流動化 集積化を推進して農業基盤整備に努め、優

良農用地の確保を図ります。

なお、この地域には、東九州自動車道の北郷 ICが設置されることとなっており、

この整備に連動 して新たな産業立地などによる土地利用需要が発生することが想定

されます。

本市の活力向上を図るには、新たな産業立地が必要であることから、周辺の農業

基盤との調整に配慮 しつつ、適正な産業拠 点の形成を図ります。
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⑩北河内地域

本地域は、本市の最北部にあって広lF川 のlll流 域を構成 し、地域の大部分を妖肥

杉 と渓谷に包 まれた美 しく豊かな自然を有する森林が占めています。

この森林は、水源かん養や山地災害防止等の公益的機能を有 し、住民の生活にとつ

て重要な役割を果たしているとともに、本市のみどり豊かな自然を象徴するものと

なっていることから、この森林を保全するとともに林業IF興、林産物生産の基盤整

備を図ります。

本地 F・tで は、中心的地場産業 としての林業の振興及び森林環境の保全に努めなが

ら、「東九州自動車道Jの建設にも配慮 して、「宮崎自動車道Jと の交通アクセスの

良さを生かした工業用地の確保等を検討 し、F●用の創出と地域の活性化を図ります。

今後予想される交 i芭量の増加に対 して、lL域内道路の安全性 '映適性の確保に努

めます。

また、広渡ダム周辺については、観光  レクリエーション資源 としての親水機能

を活用 し、湖水面の有効利用を促進 します。
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〇南郷地域

本地域は、国道220号 と国道448号沿線に形成されている旧南郷町の中心市街地と

それに隣接する住宅団地及び周辺部の農村集落で構成されています。

都市計画用途地域である日井津、中央町及び栄松地区については、住宅、教育

文化 スポーツ機能、商業機能、福祉保健機能及び行政機能等の生活中心的な役割

を担 う地域 として位置づけ、それに必要な都市基盤の幣備を進めます。

また、住宅団地が整備された上中本」地区についても、都市計画用途地域に準 じた

地区として同様の都市基盤の整備を進めます。

谷之口地区から栄松地区にかけての水田や呆樹園等の農地については、ほ場、農道、

給排水路等の農業生産基盤の整備がおおむね完了 してお り、これらの適正な維持管

理に努めることにより、農業生産の拡大を図ります。

日井津漁港 と大島港 (小浜港 竹之尻港)に ついては、漁船漁業の振興を図るため、

それに必要な施設等の整備を促進 します。

目井津地区から栄松地区にかけての海岸域については、海洋性 リゾー トや体験型

マリンスポーッの拠点となるような土地利用を進めます。

本土近接型離島である大島については、風光明媚な景観や豊かな海洋性資源等を

活用 した観光交流事業の活性化を図るため、離島航路、島内道路及び体験型宿泊研

修施設等の更新整備に努めます。
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かたがみ

12潟上地域

本地域は、本市の最南端に位置し、地域内を通過する国道448号及び県道北方南

郷線沿いに市街地と集落が形成 されています。

外浦地区は、海岸 河川に面 した i■ あいな地域に住宅が密集 しているため、道路

や排水路等の機能的整備を進めるとともに、住環境や災害年に対応 したオープンス

ペースを確保するため、1距接する新開地域への公的施設や住宅等の移転を・Lめ ます。

潟上、贄波地区のは場や呆樹回等についてはおおむね整備が完了 してお り、今後は、

これらの農業生産基盤の適切な維持管理と有効活用を促・Fし ます。

また、当地区の林野については、本材資源の供給や水源かん養等の森林機能の締

持増進に努めるとともに、良好な自然環境の保全を図 ります。

タト浦港と夫婦浦漁港については、漁胎漁業のlF.興 と海中観光事業の更なる発展を

図るため、それに必要な施設等の整備を促進 します。

贄波地区から夫婦浦地区にかけて鷲備されている亜熱帯作物支場、有用植物同、

「道の駅Jな んごう及びロー ドパークについては、観光客や市民の交流 と憩いの場

として、適切な維持管理に努めます。
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よ わ ら

⑩榎原地域

本地域は、地域内中央部を東西に通・・lす るJR日 南線 と国道220号 沿いに集落 と

農地が点在 し、その背後を山地が扶む形で構成されています。

榎原神社 を中心に集落が形成されている上講地区には、学校、支所、環境センター

等の公共施 1党 や地場産 1冒 1即 売所等が整備されてお り、これらの施設と調和 した集落

環境の整備を進めます。

lL城内の農地や農道など農業
`L産

基絆はおおむね整備されてお り、柑橘類をはじ

めとする呆樹や畜産等の生産振興が図られています。このため、今後 も、農業生産

基盤の適切かつ効率的な維持管理に努めます。

地域内の林野は、ほぼ全域にわたつて杉が植栽されていますが、札之Ft地区から

荒 l・l内地区にかけての榎原川 卜流域の一]`に は照葉樹林が保全 されています。

また、水資源のltr保 など多日的利用の荒河内ダムが整備 されています。このため、

木材資源の供給、水源かん養に加え市土保全の観点から、森林やダム等の適切な維

持管理に努めます。

中講、下請地区の市道沿いには誘致企業が立地 してお り、市の工業振興や雇用の

IIc保の一翼を担っています。このため、今後 も当該市道沿線の適地を工業用地とし

て確保 し、優良企業の誘致を図 ります .
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