
3.2に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要

2に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要は以下のとおりです。

(1)公共の福祉の優先

土地については、公共の福祉 を優先 させるとともに、その所在する地域の「 然的、

社会的、経済的及び文化的諸条件に応 じて適正な利用が図られるように努めます.こ

のため、各種の規制措置、誘導措置等を通 じた総合的な対策の実施を図 ります。

(2)土地利用に関する法律等の適切な運用

国土利用計画法、土地基本法、農地法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、

自然公同法、都市計画法などの土地利用に関する法令の適切な運用により、また、県

計画及び本計画等の市土の土地利用に関する計画を基本として、■地利用の計画的な

調整を推進 し、適正な土地利用の確保を図ります。

また、その運用にあたっては、関係各課の連絡調整を密にし、一体的な指導や助言

を行うとともに、必要に応 じて条 Flの 整備などを行います.

さらに、地価の動向の把握や上地取引に関する規制措置などの国土利用計画法の適

切な運用によって、地価の安定化を図 ります。

(3)地域整備施策の総合的推進

本市のもつ豊かな自然環境、歴史的資源の保全と活用を図 りながら、日南市総合計

画に掲げる都市像の実現を日指 します。

このため、広域交通網の幣備、日本風景街道 (「 日南海岸 きらめきラインJ)等を活

用 した観光のlfl興 、産業の振興、生活環境の整備、広域的な情報通信網の構築、高次

都 市機能等を核 とした各種ネットワークの形成等地域の振興を図るための諸施策を広     _
域的視点から総合的かつ計画的に推進 し、本 市の地 l・l特性を生か しつつ、都市及び農

山漁 llに おける総合的環境の整備を図 ります .

特に、過疎化 高齢化の進行により、地 j・・l集 落の崩壊、公益的機能の低 卜が懸念さ

れる中山 打地域については、森林 農地の有する多面的な公益的機能を積極的に評価

する「同:L保全 l―励制度Jを推進 し、Tllい 手の確保に向けて、生涯,i得の確保の観 点から、

地域 ぐるみの総合岸業の育成、公的年金制度の充実に取 り湘むとともに、森林の公有

化等新たなTl林管理システムの整備を図ります。

また、中山間地域等直接支払制度等の活用により、農業生産の維持 と農村の活性化

を図 ります。

なお、事業の計画等の策定に当たっては、社会的lll面 、経済的側面、環境的lFl而 に

ついて総合的に配慮 します。
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(4)市土の保全と安全性の確保

● 市土の保全と安全性の僻保を図るため、水系ごとの治水IL設等の整備と流域内の

■地利用との調和、地形等自然条件と土地利用配置との適合性、lpl水書 高潮、地震

津波への対応に配慮 しつつ、l‐ 止な市土利用への誘導を図るとともに、市十保全施

設の整備を推lFし ます。

また、渇水に備えるため、水利用の合理化、水:意識の高揚、安定 した水資源の絆

保等の総合的な対策を推進します.

0 森林のもつ市土の保全と安全性の確保に果たすll能の向上を図るため、流域を基

本的な単位とし、地域特1■ に応 じて、間伐等t‐林の整備、保安林の道切な管理及び

治山施設の整備等をlFめ、森林の管理水準の向上を図ります。

その際、道路網や機lt化等効率的な作業システムの整備、地元産1月 の利用Iびに

生 IL、 流通及び加|:段階における条件整備、林業の担い手の育成等を進めるとともに、
‐
llた なft林管理システノ、の整備、森林管理への市民の理解と参カロ、|1叶すにおける生

活環境の向上を図るなど、森林管IIの ための基礎条件を整備します。

0 市土レベルにおける安全1■ を高めるため、市街地等や山間地において、災害に配

慮した市土利用への誘導、市土保全施設や地域防災拠点の整備、諸機能の分散配置、

オープンスペースのltL保、ライフラインの多重化 多元化、危険地域についての情

報の周知等を図ります.

(5)環境の保全と美 しく快適な市土の形成

● 地II温暖化対策を加速し、低炭素社会の構築を目指すとともに、良好な大気環境

の保全を推進するため、複数施設等への効率的なエネルキーの供給、太陽光、ハイ

オマス等の割iエ ネルギーの導入促進、都市における環境改善のための緑地 水面等

の効率lllな 配置、公共交通機関の整備 利用促進や円滑な交i重 体系の構築、低炭素

型物流体系の形成などに取 り組み、環境負荷の小 さな都市等の構造や経済社会シス

テノ、の形成に向けて ‐1切な土地利用を図ります。

また、二酸化炭素の吸収源となる森林や都市等の緑の適切な保全 整備を図ります.

● 循T‐ 型社会の形成に向け、不要なものは買わない (リ フューズ)、 減量 (リ デユー

ス)、 再使用 (リ ユース)、 再資源化 (リ サイクル)の 4Rを 一層進めるとともに、

発′Lし た廃棄物の適上な処理を行うための広・l的 総合的なシステムを形成するた

め、環境の保全に十分配慮 しつつ、必要な用地の確保を反ります。

また、廃棄物の不法投棄等の不適正処理の防止とi芭 切かつ迅速な原状回復に努めます。
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0 生活環境の保全を図るため、緩衝緑地の設置や住居系、商業系、工業系等の用途

区分に応 じた適正な土地利用への誘導を進めます。

● 農用地やTT林の迫切なIF持管理、雨水の地下浸透の促進、環境用水の確保、水辺

地等の保全によるl■l川 、湖沼及び沿岸域の自然浄化能力の維持 回復、lL下水の適

上な利用等を通じ、水環境への負荷を低減し、健全な水循環系の構築を図ります。

特に、都市内の水路等において、水質保全に資するよう、生活排水、工場 事業

場の排水による汚濁負荷及び市街地、農地等からの面源負荷の削減対策や、緑地を

はじめ、その他の自然環境の保全のための十地利用制度の適切な運用に努めます。

また、土壌汚染の防止と汚染:L壌による被害の防止に努めます。

O 高い価値を有する原生的な自然については、行為規制等により厳正な保全を図り

ます。野生生物の生追 生育、自然風景、希少性等の観点からみて優れている自然

については、行為規制等により適正な保全を図ります。二次的な自然については、

適切な農林漁業活動や民間 NPO等 による保全活動の促進、必要な施設の整備等

を通じて自然環境の維持 形成を図ります。自然が劣化 減少した地域については、

自然の再生 創出により質的向上 量的確保を図ります。

この場合、いずれの地域においても、生物の多様性を確保する観点から、特定タト

来生物について外来生物法に基づき適切な 1ヽ応 を図るとともにエコロジカル ネッ

トワークの形成に配慮します。

また、それぞれの自然の特性に応 じて自然との
'、

れあいの場を確保します。

さらに、野生鳥獣による彼害の防 11や 健全な地域個体群の維持を図るため、ネ学

的 計画的な保護管理を図ります。

O 安全 環境 景観に配慮 しつつ、海岸侵食対策や下流への土砂lt給など山地から

海岸までの一貫 した総合的な土砂管理の取組の推llF等 を通して、土砂の移動等によ

り形成される美 しい山河や自砂青松の海岸の保全 再生を図ります .,

力Πえて、土砂採取に当たっては、環境 景観保全や経済社会活動などに配慮 しつ

つ適切な管理を図ります。

O Ft史的 文化的風土の保存、文化財の保護と活用を図るため、無秩序な開発行為

等の規制を行います.

また、地域特性を踏まえた計画的な取組を通じて、市街地においては、美 しく良

好な町並み景観や緑地 水辺景観の形成、農山漁村地域においては、文化的景観と

しての景観の維持 形成を図ります。

0 良好な環境を確保するため、事業の計画 実施段階において環境影響.T価 を実
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施すること、事業の特性を踏まえつつ公共事業等の位置 規模等の検i寸段階におい

てT‐境的償1面の検討を行うことなどにより、通切な環境配慮を促lllし 、 1地利用の

適正化を図 ります。

(6)土地利用の転換の適正化

● 土地利用の転換を図る場合には、その転換の不可逆性及び影響:の 大 きさに十分留

意 した にで、人口及び産業の動向、周iこ の上地利用の状況、社会資本の整備状況そ

の他自然的 社会的条件を勘案 して適Tに 行うこととします
`,

また、転換途上であっても、これらの条件の変化 を勘案 して必要があるときは、

速やかに計画の見直 し年のi芭 切な措置を請 します .

さらに、農林業的土地利用を含む自
II的

■地利用が減少 している一方、llT 未利

用地が増加 していることに響;み、低 未利用地の有効活用を通 じて、自然的土地利

用の転換をll制することを基本 とします .

● 森林の利用転換を行う場合には、森林の保続培養と林業T.営の安定に十分に留意

しつつ、保安林等の機能の高い森林を極力遭 |}る とともに、災害の発生、17境の悪

化等公益的機能の低下を防Jiす ることを十分考慮して、用辺の+地利用との調整を

しりまう.

また、原野の利用転換を行う場合には、環境の保全に配慮 しつつ、周辺の土地利

用との調整を図ります。

J)大,1模 な土I山 利用の転換については、その影響が広範であるため、HttlL域 をも

含めて事前に十分な調査を行い、市lt生活の安全確保を優先 し、市 1の l■全、環境

の保全等に配慮 しつつ、i亡止な十地利用の確保を図ります.

また、地域住民の意向等地域の実情を踏まえた適切な対応をⅨるとともに、市の

基本構想などの地域づ くりの総合的な計画、公共用施設の中備や公共サービスの ll

給計画等との整合を図ります.

T 農山漁|]に おける混住化のI「 行する地域等において土地利用の転換を行う場合に

は、■地利用の況在による弊害を防 Lす るため、必要な土地利用のまとまりを確保

すること等により、農用地、宅地等相互の L地利用の調和をはります。

また、土地利用規制の観点からみて無イえ|卜 な施設立地等の問題が生 している地域

において、市」度の的確な運用等の検討を通 じ、地域の業境を保全しつつ地域の実情

に応 した総合的かつ計画的な土地利用の実現を図ります.

(7)土地の有効利用の促進

●農用地

農用地のもつ多面的な機能をIE持するため、農業振卿 山域の整備に関する法律な

どに基づ く規市1 誘導を図る一方で、東九州自動車道の整備などと連動して開発i菫
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性が高まる地ド1に ついては、本市産業 l.済の活力向上のために、市土の有効利用

を図ってい く必要があります。このため、農家や農業従事考の意向や農業生産の動向、
※

農業生産への適地性などを 1分考慮 した上で、農業振興地域整備計画の見直 しを行

い、農用地の計画的活用をXり ます。

優11農用地は極力その確保を図るとともに、その他の農用地についても農地法等の

的確な運用により、その確保に努めます。

また、農業生産基盤の整備を計画的に推IFす るとともに、効率的かつ安定的な農

業経営の担い手への農用地の利用集積を図 ります。

さらに、利用度のlrい農用地について、農―1生産法人以外の法人のリース方式に

よる農業参入や、不作付地の解消、裏作作イ」の積ll的拡大等、有効利用を図るため

に必要な措置を講 じます。

②森林

t―林については、公益的機能の高い森林のIF持増進に努め、森林法等の的確な・●

用により、森林の多面的機能が高度に発揮されるよう、適切な整備 保全を行うと

ともに、林業の持続的かつ健全な発展を図ります。

また、美 しい景観や、 然とのふれあい、r.― しの l.と して、価値の高い森林につ

いては、森林環境教育や、レクリエーション利用の場として総合的な利用をはります.

加えて、森林の整備を促進する観点から、県産材の利用や本質バ イオマスの利活

用を促進します。

O水面 河川 水路

水面については、水資源の有効利用を図るため、既存施設の適切な維持 管理に

努め、更新整備を図ります。

|■川については、災害の発生を防止するため、緊急度の高いものからその整備を

図ります。

水路については、農業基盤の整備をIF進することにより、その整備を図ります.

また、水面 河川 水路の整備に当たっては、治水及び利水のll能 を作保 しつつ、

生態系に配慮 した水量 水質の確保や生物の多lTな 生育環境を自1出 する護岸幣備や

瀬 淵等の保全等を図るとともに、地域の景観と 体となった水辺空出|や水と人と

のお、れあいの場の形成を図ります。

④道路

一般道路については、生活や産業の振興を図る 1での基盤となるものであること

から、環境の保全に配慮 しながら安全 安心で1央適な道路網の整備を図るとともに、

沿道修景美化、公共 公益施設の共同満への収容、電線類の地中化、道路緑化等を

推進して、良好な道路景観の形成を
「

|る とともに、道路十間の有効利用をメリます。
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農道及び林道については、農林業の生産性の向上並びに農用地及び森林の適正な

管理のため必要であることから、安全性に配意して生産の態様に即応 した整備をⅨ

ります。

C)住宅地

住宅地については、居住環境の整備や需要に応 じた適正TI模の宅地の供給を促 l●

しま
‐
夕.

力‖えて、既存ス トック住宅の有効活用や、障がい者や高齢者なども含め、誰にで

も使いやすいユニバーサルデザ インの導入による中心市街地における街なか居住の

促進やニユータウンの再牛、 l■宅の長寿命化、既存住宅の市場整備を通 じて、持続

的な利用を図ります。

また、主 として都市部においては、低 未利用地の活用等による市街地の再FT3発

等を促進するとともに、安全1■の向上 とゆとりある快適な環境のIF保に配慮 しつつ、

住宅地の高度利用に努めます。

C工業用地

:業 用地については、本市の豊かな自然を背景 とした良質な工業用地の供給をメ

るため、グローバル化の進展等に伴 う産業の高付加価値化や構造変化、工場の立地

動向を踏まえ、高度情報 i自信インフラ、研究開発インフラ、産業 物流 インフラ等

の戦略的かつ総合的な整備を促進するとともに、質の高い低コス トの工業用地の整

備を図ります .

その際、住宅地と同様に、既存の工業用地を活用 しながらコンパク トに展開する

ことを基本 とします.し か しながら、東九州自lll車道の権備による高速ネットワー

ク形成や油津港の整備 と連動 した

'iた

な工業用地の確保については、本市の活力向

上に寄与するものであ り、既存の工業団地との適正な役割分llに配慮 しながら検討

しま」 .

この月iた な工業用地のlr保に当たっては、農林業牢問などの周辺環境に 1分に配

慮 しながら1■進 します。

C)その他

公共施設用地については、既存施設の整備拡充等をlLめ るとともに、地I・l牛 活ト

相互の連携 交流を踏まえた広域的公共施設及び日常生活に密着 した公共施設を機

能的に配置整備 します。

低 未利用地のうち、耕作放棄地については、市十の有効利用並びに市■及び環

境の保全の観点から、周辺司■地利用 との調整を」りつつ、農用地としての活用を積

極的に促進するとともに、地域の実1青 に応 じ、地域の活性化のための施設用地、森

林等への転換を図 ります。
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また、農用地等から宅地に転換 された後に低 米利用地 となった土地について、

Tlた な土地需要がある場合には●l・ 市構造への広域的な影響 を考慮 した 卜で、市土の

有効利用の観点からl_‐ 先的に再利用を図る一方、状況に応 して自然の再生を図るな

ど、地域の実情を踏まえて計画的かつl‐ 上な活用を促lEし ます。

十地の所有者が良好な土地管理と有効な土地利用を図るよう、誘導 します.

併せて、定期借地li制度の活用等による有効な土地利用を図 ります。特に、都市

計画区域内をはじめとする用途地域内農地について、宅地化するものと保全するも

のの X分 を踏まえ、これらを活用 した計画的なまちづ くりを推進 します.

(3)市土の市民的経営の推進

土地りi有者以外の考が、それぞれの特長を生か して市土の管理に参加することによ

り、市土の管理水準の向上など直接的な効果だけでなく、地域への愛着のきっかけや、

地域における交流促進、十地所有者の管理に対する関心の喚起など適切な市土の利用

に資する効果が期待できます。

このため、国、県及び市による公的な役割、,i有者等によるlt切 な管理に加え、森

林づ くり活動、きれいな川づ くり活動、農地の保全管理活動への参加、地元農産 1早|や

地域羽製品の購入、緑化活動に対する寄附など、1,i有者、地域住民、企業、行政、他

地域の住民など多IIな 主体が様々な方法により市土の管理に参画 してい く、「市十の

市民的経営Jの取組を推進 します .

(9)市土に関する調査の推進及び成果の普及啓発

市土の科学的かつ総合的な把握を一層充実するため、国±1青報整備調企、国十調査、

十地基本調査等市十に関する基礎的な調査を推進するとともに、その総合的な利用を

」ります。

また、高齢化や不在村イヒのI「 展により森林や農地等において境界や所有考が不明と

なる土地が発生することを防 ぐ観点から、境 JHの lt全や台帳の整備等の取組を‖進 し

ます。

さらに、市民による市土への理解を促 し、計画の総合性及び実効1■ を高めるため、

調査結果の普及及び啓発を図 ります。
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