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前 文 
東みよし町（以下「本町」という。）は、「創造・元気交流空間 －元気・交流・未

来へ ふるさと東みよし町の創造－」を町の将来像と定め、住む人も訪れる人も、本町

にかかわるすべての人が元気になる、光り輝くオンリーワンのまちづくりを目指してい

ます。 

この計画（以下「本計画」という。）は、国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）

第８条の規定に基づき、東みよし町の区域における国土（以下「町土」という。）の利

用に関する基本的事項について定める計画であり、全国の区域について定める国土の利

用に関する計画（以下「全国計画」という。）及び徳島県の区域について定める国土の

利用に関する計画（以下「県計画」という。）とともに、同法第４条の国土利用計画を

構成するものです。 
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第第第１１１．．．町町町土土土ののの利利利用用用ににに関関関すすするるる基基基本本本構構構想想想   

 

１ 町土利用の基本方針 

（１）基本理念  

町土は、現在及び将来における町民のための限られた資源であるとともに、生活及

び生産を通じる諸活動の共通の基盤です。このことから、その利用は、公共の福祉を

優先させ、自然環境の保全を図りつつ、町土の持つ自然的、社会的、経済的及び文化

的条件に配慮し、健康で文化的な生活環境の確保と町土の均衡ある発展を図ることを

基本的な考え方として、総合的かつ計画的に行います。 

 

（２）町土の特性 

本町は、平成１８年３月１日に三好町、三加茂町が合併して発足した町であり、徳

島県の西北部、四国のほぼ中央部に位置しています。総面積 122.55ｋ㎡の町の中央

部を西から東へと流れる吉野川をはさんで北部と南部に分かれ、北には阿讃（讃岐）

山脈、南には四国山地の急峻な山地が形成され、吉野川へ流入する小河川が豊かな水

の恵みをもたらしています。 

町土の大部分は山間地域が占めており、可住地面積は 26.65ｋ㎡で、少ない平坦部

の中央を東西に横切る国道１９２号や主要地方道鳴門池田線沿線などでは商業施設

や住宅地が集中しているほか、四国縦貫自動車道が横断している吉野川北岸の中央部

は、吉野川ハイウェイオアシス及びＥＴＣ専用のインターチェンジが設置され、広域

交通と交流の拠点となっています。近年、近隣からの移住者の流入がある一方で、中

山間地域は過疎化・高齢化が著しく進行しています。 
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（３）町土利用をめぐる社会情勢 

ア 有効かつ適正な町土利用への要請  

 本町の人口は、平成１２年までは微増傾向で推移してきましたが、全国的な人口

減少社会の到来と急速な高齢化が進行する中、平成１７年に減少に転じ、緩やかに

人口が減少し続けています。 

人口が減少する中で、核家族化や単身世帯の増加等により世帯数は増加しており、

町の中心部やその周辺への居住が進み、農地や商業地と住宅地の混在が広がってい

ます。 

一方、山間地域では少子高齢化が進行し、高齢夫婦世帯や高齢単身世帯が増加傾

向にあります。このため、集落などの自治機能の維持の困難化が危惧されており、

良好な土地利用を維持するうえにおいても均衡ある居住の促進と維持を図る必要

があります。 また、合併による町域の拡大を踏まえた一体的かつ均衡ある町土の
利用が求められています。 

 

表 年代別人口の動向 
 
 平成２年 

（1990年） 
平成 7年 
（1995年） 

平成 12年 
（2000年） 

平成 17年 
（2005年） 

平成 22年 
（2010年） 

年少 
（0－14歳） 

３，１８６ 
（20.0％） 

２，９６４ 
（18.5％） 

２，６７５ 
（16.5％） 

２，２５０ 
（14.4％） 

１，８７５ 
（12.5％） 

生産年齢 
（15－64歳） 

９，７３６ 
（61.2％） 

９，３６８ 
（58.6％） 

９，３６１ 
（57.8％） 

９，０１３ 
（57.7％） 

８，７２８ 
（58.1％） 

老年 
（65歳以上） 

２，９８６ 
（18.8％） 

３，６６１ 
（22.9％） 

４，１６３ 
（25.7％） 

４，３４８ 
（27.9％） 

４，４２８ 
（29.5％） 

計 
１５，９０８ 
（100.0％） 

１５，９９３ 
（100.0％） 

１６，１９９ 
（100.0％） 

１５，６２６ 
（100.0％） 

１５，０４４ 
（100.0％） 

（注） 人口計は年齢不詳を含む 
資料：国勢調査 

 

  イ 安全で安心な町土への要請 

   本町の約８割を占める山間地域は大半が急峻な地形で、その中に点在する集落は

高齢化や担い手不足により森林や農地の荒廃が進むとともに地域社会も弱体化し

ており、近年増加している集中豪雨や台風等の災害対応への不安と被害の甚大化が

懸念され、安全で安心な町土への要請が高まっています。 

   平成２３年３月に発生した東日本大震災は、近い将来に発生することが予想され

る南海トラフ巨大地震等に対する危機意識を高め、地震発生時に町民の生命財産を

守り、災害の被害を最小限にとどめることが求められています。 
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  ウ 低炭素社会、循環型社会、自然共生社会への転換 

   地球温暖化をはじめとする地球環境問題の深刻化、地域における生活型公害の発

生、ダイオキシン類等の化学物質による環境問題の発生を背景に、地球と共生する

社会経済活動のあり方が課題となり、将来世代へも継承できる持続可能な循環型社

会形成への関心が高まっています。 

本町の美しい自然を生かした環境に配慮した特色あるまちづくりを進め、循環と

共生を重視した町土利用を基本とすることが重要となっています。 

 

  エ 良好な景観への要求や自然志向等の高まり 

   美しい農山村の風景や落ち着いた町並み等の消失、生活・自然環境の悪化が懸念

される一方で、古くから培われてきた人の温かさや人情、郷土愛、地域連帯意識が

見直され、歴史的・文化的景観の保全、自然とのふれあいや心の豊かさ、人と人と

の信頼の絆などに対する町民の意識は高まっています。 

このような中で、安全面や環境面も含め、人と自然の営みの調和を図ることによ

り、美しくゆとりある町土利用を更に進めていくことが求められています。 

 

  オ 人々の土地利用への参加と土地利用相互の関連性 

近年、人々の価値観が多様化する中で、例えば建物、道路、緑などを一連のもの

と捉えて快適性や安全性を考えるなど、個々の土地利用を横断的に捉えるべき状況

や、広域交通ネットワークの整備により人々の行動範囲が拡大する中で、商業施設

の集積や住居の移動により、既存住宅地での低未利用地が増加するなど、特定の土

地利用が他の土地利用と相互に関係する状況がみられます。 

また、地域間の交流・連携が進む中で、例えば森林づくり活動への住民の参加な

ど地域の土地利用に対して地域外からも含めて様々な人や団体が関与する状況も

みられます。 
このように、土地利用の相互の関係性の深まりや多様な主体のかかわりの増大な

どを踏まえ、地域の様々な土地利用を総合的にとらえていくことや、身近な空間の

土地利用への人々の意識の高まりや、土地利用諸制度にかかる地方分権の進展など

により、地域の実情に応じた創意工夫ある取組の重要性が高まっています。 

 

（４）基本方針 

本計画では、町土の特性や社会情勢等を踏まえ、限られた町土資源を前提として、

一体的かつ均衡ある町土の有効利用を図りつつ適切に維持管理を行い、恵まれた自然

環境と歴史的遺産を保全し、健康で文化的な生活環境を確保するとともに、地域経済

基盤の整備・開発との調和を図り、自然との共生や持続性・安全性・快適性・健康性

等に配慮した町土利用の質的向上を図り、より良い状態で町土を次世代へ引き継ぐこ

とを基本方針とします。 
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  ア 有効かつ適正な町土利用 

人口減少下においても、一定の需要がある住宅地や事務所、店舗用地等について

は、低未利用地の有効利用を促進するとともに、幹線道路沿線を中心とした新たな

土地需要に対しては、有効かつ適切な土地利用を進めます。 

他方、農用地・森林等については、食料や木材の安定供給と自給能力の向上、貯

水及び防災機能の維持、生物多様性の確保等に配慮して、景観も含めた適正な保全

と耕作放棄地等の適切な利用を図ります。 

   森林、農用地及び宅地などの相互の土地利用の転換については、一旦転換すれば、

再び元の状態に戻すことが困難であり、生態系を始めとする自然の様々な循環系や

景観に影響を与えること等から、計画的かつ慎重に行います。 

   また、住宅地、事業所用地、農用地及び森林の適切な配置や組合せによる調和あ

る土地利用にも配慮します。 

 

  イ 町土利用の質的向上 

町土利用の質的向上に関しては、町土利用の質的側面をめぐる状況の変化を踏ま

え、安全で安心できる町土利用、環境に配慮した町土利用、美しさとゆとりある町

土利用といった観点を基本とします。 

 

（ア）安全で安心できる町土利用  

本町の町土は、地形及び地質等により色々な災害を受けやすいと想定される箇

所があるため、災害に対する地域ごとの特性を踏まえた適正な町土利用を基本と

しつつ、地域で災害に備える「共助」や被災時の被害の最小化を図る「減災」の

考え方を踏まえ、安全で安心できる町土利用を行うことを基本とします。 

そのために、防災機能等の適正な配置、電気・水道・通信・交通等のライフラ

インの適正な維持管理を進めるとともに、河川、森林、農用地及農業水利施設の

保全管理に努め、災害が想定される地域の安全性の向上を図ります。さらに、被

害の拡大や復旧復興の備えにも十分配慮します。 

また、高齢者や障害者、子ども等も安心して暮らせる、ユニバーサルデザイン

の考え方に基づく土地利用への誘導を図ります。  

 

  （イ）環境に配慮した町土利用 

低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の３つの社会構築理念のもと、省資源・

省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入など、町民の自主的な環境保全

活動を促進し、優れた自然環境・景観の保全はもとより、様々な環境問題に対応

した環境施策を総合的に推進し、自然・生物と共生する持続可能な町土利用を進

めます。 
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（ウ）美しくゆとりある町土利用 

    本町は、中央部を「四国三郎」の愛称で知られる吉野川が西から東へ流れ、景

勝地で名高い「箸蔵県立自然公園美濃田の淵」など、うるおいある親水空間に恵

まれており、吉野川に沿って開けた平野は、のどかな田園地帯を形成し、その中

に樹齢千年余りといわれる巨樹「加茂の大クス」もその根をどっしりとおろし、

北部の阿讃山脈と南部の四国山地の山々に囲まれ、水と緑の美しい自然環境・景

観を誇っています。 

このような、人と自然の営みが相互に調和した良好な景観を守るためには、町

民一人一人が景観の美しさやゆとりを認識し、地域が主体となってその質を総合

的に高めていくことが重要です。 

このため、緑豊かな環境の確保、歴史的・文化的風土の保存、山並み等の保全、   

自然的・社会的条件を踏まえた個性ある美しい町土景観の保全・形成等を推進し

ます。 

 

  ウ 課題への対応 

基本方針の実現に向けた課題への対処に当たっては、国内外の社会、経済の動向

を長期的に展望し、総合的かつ慎重に検討を重ねていく必要があります。農用地及

び森林の有効利用や低未利用地の利用促進を図るとともに、調和ある土地利用を進

めるなど、地域の自然的・社会的特性を踏まえた上で、町土の有効かつ適切な利用

に配慮します。 
また、土地は生活および生産の基盤であるとともに、防災や環境、景観など多様  

な側面を有していることから、所有者だけでなくＮＰＯや事業者、行政等、多くの

人が関わりを持つようになってきています。このため、町等による公的な役割の発

揮や土地所有者等による適切な管理に加え、地域住民及びボランティア等による森

林づくり活動や農地の保全管理等、町民の直接的な町土管理への参加と地産地消や

募金等の間接的に町土管理につながる取組などにより、町民一人一人が町土管理の

一翼を担う町民参加の動きを促進していく必要があります。 

 

 

２ 地域類型別の町土利用の基本方向 

市街地等、農村地域、山間地域の町土利用の基本方向を次のとおりとします。 

  なお、地域類型別の町土利用に当たっては、各地域類型を別個に捉えるだけでなく、

各地域類型間の機能分担や交流・連携といった相互のつながりに配慮します。 

 
 （１）市街地等 

市街地等の中心部については、道路や汚水処理施設の整備、低未利用地の有効活

用を図るなど生活環境及び都市基盤の整備を総合的に推進するとともに、住居、商

工業等の多様な機能の適正配置を進め、資源・エネルギー利用の効率化等により、
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環境負荷が少なく活気あふれる市街地環境の形成を図ります。 
また、地域防災拠点の整備、公園や緑地などオープンスペースの確保等により、

災害に対する安全性を高め，災害に強い生活環境の整備に努めます。 
市街地等の周辺部については、将来の人口、産業等の動向や，周辺の土地利用状

況、自然条件に配慮しつつ、計画的かつ適切な土地利用を推進します。 
 
（２）農村地域 

農村地域は、食料供給機能をはじめとした生産と生活の場であるだけでなく、豊

かな自然環境や美しい景観を提供するなど、町民共有の財産です。そのため、地域

特性に配慮した良好な生活環境の整備に努めます。 

また、農業生産性の向上と持続発展を図るため、農業生産基盤の整備・保全を進

めるとともに、担い手の育成・確保、効率的な生産組織や体制の強化、多様なニー

ズに対応した農業の展開など地域産業の振興に努めます。 

   さらに、優良農地の保全及び有効利用に努めるとともに、都市と農村との交流空

間としての活用に努めます。 
 
（３）山間地域 

山間地域については、農村地域と同様に町民共有の財産であるとともに観光資源

でもあるので、良好な森林を整備しつつ生産性の向上や適正な管理に努め、森林資

源の保全と育成を図ります。 
また、貴重な野生生物の重要な生息・生育地やすぐれた自然の風景を有している

自然環境を維持すべき地域については、適正な保全と再生に努めます。 

   さらに、適正な管理の下で自然の特性を踏まえつつ、自然体験や学習など、自然

とのふれあいの場としての利用を図ります。 
 
 
３ 利用区分別町土利用の基本方向 
利用区分別の町土利用の基本方向は、次のとおりとします。 

 
（１）農用地 
農用地については、効率的な利用と生産性の向上を図るとともに、将来にわたる食

料の安定的供給という役割の一層の強化を図ることを目標として、必要な農用地の確

保と整備を図ります。 
また、不断の良好な管理を通じて、町土保全等の農業のもつ多面的機能が十分に発

揮されるよう配慮するとともに、環境負荷の少ない農業生産の推進を図ります。 
特に、中山間地域においては、農業生産活動を通じて農用地が町土保全などに果た

す役割を踏まえ、耕作放棄地の発生防止と解消に努め、地域条件を生かした農業の展

開のための生産基盤の整備・保全を図ります。 
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（２）森林 
森林については、町土の保全、水源としての環境保全、温室効果ガスの吸収源とし

てなどの重要な公益機能や森林資源の成熟化、木材の需給動向の変化等を踏まえ、将

来世代が森林の持つ多面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、多様で健全な森林の整備と保全を図ります。 
  また、農山村集落周辺の森林については、地域社会の活性化に加え多様な町民の要

請に配慮しつつ、適正な利用を図ります。 
さらに、原生的な森林や貴重な動植物が生息・生育する森林など自然環境の保全を

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。 
 
（３）原野 
原野のうち、湿原、水辺植生、野生生物の生息・生育地等貴重な自然環境を形成し

ているものについては、生態系及び景観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図ります。 
  その他の原野については、地域の自然環境を形成する機能に十分配慮しつつ、適正

な利用を図ります。 
 
（４）水面・河川・水路 
  水面・河川・水路については、河川氾濫地域における安全性の確保、農業用排水路

の整備等に要する用地の確保を図るとともに、施設の適切な維持管理・更新や水面の

適正な利用を通じて、既存用地の持続的な利用を図ります。 
  また、水面、河川及び水路の整備に当たっては、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、生物の多様な生息・生育環境、うるおいのある水辺

環境など、多様な機能の維持・向上を図ります。 
 
（５）道路 
道路のうち、一般道路については、地域間の交流・連携を促進する視点に立って、

町土の有効利用及び良好な生活・生産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、施設の適切な維持管理・更新を通じて、既存用地の持続的な利用を図

ります。 
一般道路の整備に当たっては、道路の安全性、快適性等の向上及び防災機能や個性

ある景観の形成、環境の保全に十分配慮します。 
  また、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

新を通じて既存用地の持続的な利用を図ります。整備にあたっては、自然環境の保全

に十分配慮します。 
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（６）住宅地 
住宅地については、成熟社会にふさわしい豊かな住生活の実現、秩序ある市街地形

成の観点から、耐震・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

宅周辺の生活関連施設整備を計画的に進めながら、良好な居住環境の形成を図ります。 
また、災害に関する地域の自然的・社会的特性を踏まえた適切な町土利用を図りま

す。 
特に、農業地域の集落等においては、自然景観や田園景観等の環境保全に配慮しつ

つ、低未利用地の有効利用によるオープンスペースの確保、道路の整備等、安全性の

向上とゆとりある快適な環境の確保を図ります。 
 
（７）工業用地 
工業用地については、企業の立地が地域経済の発展に大きく貢献し、町民所得の向

上を図る上で重要なものであるとの認識の下、周辺環境の保全等に配慮するとともに、

情報化や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等を踏まえ、企

業立地に向けた環境整備を図ります。 
  また、既存工業用地の効率的土地利用を促進するとともに、工場移転等に伴って生

ずる工場跡地については、周辺の土地利用に十分留意して有効利用を図ります。 
 
（８）その他宅地 

その他の宅地の中で多くを占める事務所用地や店舗等商業用地等については、商業

の活性化や良好な環境の形成に配慮し、必要な用地の有効利用を図ります。 

  また、大規模集客施設については、地域の合意形成や周辺の土地利用との調整を勘

案するとともに、周辺の環境、景観との調和を踏まえた適正な立地を図ります。 

 

（９）公用・公共用施設用地 

文教施設、公園緑地、厚生福祉施設、交通施設及び官公署等の公用・公共用施設の

用地については、町民の生活上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、耐震性の確保と災害時における施設の活用に配慮

します。 

 

（１０）レクリエーション用地 

レクリエーション用地については、町民の価値観の多様化や自然とのふれあい志向

の高まりを踏まえ、健康増進への配慮や自然環境の保全を図りつつ、地域の個性や資

源を生かした計画的な整備と有効利用を図ります。 

  その際、余暇やスポーツを通じてすべての町民が健康で活気にあふれた地域づくり

に参加できるよう、森林、河川等の余暇空間としての利用や施設の適切な配置と相互

の良好な環境の調和に努め、広域的な利用に配慮します。 
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（１１）低未利用地 

  低未利用地のうち、事業所や工場跡地等の低未利用地は、立地条件に応じて、防災、

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

活用を図ります。 

  農山村の耕作放棄地は、所有者等による適切な管理に加え、多様な主体の参加を促

し、農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森

林等農用地以外への転換による有効利用を図ります。 
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第第第２２２．．．町町町土土土ののの利利利用用用目目目的的的ににに応応応じじじたたた区区区分分分ごごごとととののの規規規模模模ののの目目目標標標及及及びびびそそそののの   

地地地域域域別別別ののの概概概要要要 
 

１ 町土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

 

（１）目標年次及び基準年次 

   計画の目標年次は平成３５年とし、基準年次は平成２２年とします。 

 

（２）前提となる人口及び世帯数 

   町土の利用に関して基礎的な前提となる人口と一般世帯数については、平成３５

年において、それぞれおよそ１３，２００人、およそ５，０００世帯になるものと

想定します。 

 

表 将来推計人口（平成２０年１２月推計） 
 
 平成２２年 

（2010年） 
平成２７年 
（2015年） 

平成３２年 
（2020年） 

平成３7年 
（2025年） 

年少 
（0－14歳） 

１， ８７５ 
（12.5％） 

１，５４８ 
（11.0％） 

１，３２６ 
（10.0％） 

１，１７５ 
（9.4％） 

生産年齢 
（15－64歳） 

８，７２８ 
（58.1％） 

８，０８３ 
（57.3％） 

７，２４２ 
（54.5％） 

６，５１３ 
（52.1％） 

老年 
（65歳以上） 

４，４２８ 
（29.5％） 

４，４７８ 
（31.7％） 

４，７３１ 
（35.6％） 

４，８１９ 
（38.5％） 

計 
１５，０４４ 
（100.0％） 

１４，１０９ 
（100.0％） 

１３，２９９ 
（100.0％） 

１２，５０６ 
（100.0％） 

 
資料：国立社会保障・人口問題研究所 

※ 平成２２年は、国勢調査実績値。内訳は、合計に一致しない。 
 

（３）利用区分 

   町土の利用区分は、農用地、森林、宅地等の地目別区分とします。 

 

 

（４）規模の目標を定める方法 

   町土の利用区分ごとの規模の目標については、利用区分別の町土の利用の現況と

変化についての調査に基づき、将来人口等を前提とし、利用区分別に必要な土地面

積を予測し、土地利用の実態との調整を行い定めるものとします。 
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（５）規模の目標 

   町土の利用に関する基本構想に基づく平成３５年の利用区分ごとの規模の目標

は、次表のとおりです。 

   なお、以下の数値については、今後の経済社会の不確定さなどにかんがみ、弾力

的に理解されるべき性格のものです。 

 

 

町土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

                                                                     

（単位：ha、％） 

構   成   比 

区   分 
（基準年次） 

平成２２年 

（目標年次） 

平成３５年 
平成２２年 平成３５年 

 農   用   地 

農地 

   採草放牧地 

  森      林 

  原      野 

  水面・河川・水路 

  道      路 

  宅      地 

   住宅地 

   工業用地 

   その他の宅地 

  そ   の   他  

875   

872   

3   

9,601   

3   

418   

399   

318   

215   

10   

93   

641    

849   

846   

3   

9,588   

3   

438   

406   

332   

225   

13   

94   

639    

7.1   

7.1   

0.0   

78.4   

0.0   

3.4   

3.3   

2.6   

1.8   

0.1   

0.8   

5.2   

6.9   

6.9   

0.0   

78.3   

0.0   

3.6   

3.3   

2.7   

1.8   

0.1   

0.8   

5.2   

 

合      計 12,255    12,255    100.0 100.0 

 

 （注）道路は、一般道路並びに農道及び林道である。 

 

 



 - 13 - 
 

 ２ 地域別の概要 

   本町の自然的・経済的条件等を踏まえ、地域別の土地利用の方向を次のとおりと

します。 

 

（１）地域区分 

   地域区分は、平坦地域と山村地域の２地域区分とします。 

 

 

（２）各区域における町土利用の概要 

 ア 平坦地域 

   主要地方道鳴門池田線、国道192号、ＪＲ徳島本線沿いを中心とした地域では、

公共施設や商工業施設、住宅等が集積しており、安全性・利便性に配慮した快適な

居住環境の保全・確保を図るとともに、各種産業機能が調和した適正な土地利用を

推進し、活力ある市街地環境の創造に努めます。 

  吉野川沿いの平野部及び南北の中山間地域の裾野部の地域については、農業集落

と優良農地が広がる一方、一般住宅等との混在もみられ、地域住民の意向に配慮し

つつ、農村地域の特性に応じた良好な生活環境や生産基盤の整備を一体的かつ計画

的に進め、適正な土地利用を図ります。 

   また、吉野川及び周辺の小河川一帯は、台風や集中豪雨等の大雨時には度々氾濫

し、周辺の集落や農用地に浸水被害をもたらしているため、治水施設の整備や河川

改修等を関係機関に積極的に働きかけるなど防災面の強化に努めるとともに、文化

的、観光的資源を有する区域については、自然環境に配慮しながら既存資源の保全

及び有効活用を図り、観光・交流の促進を図ります。 

 

 イ 山村地域 

   北部及び南部に広がる山村地域については、木材生産と水源かん養、環境保全な

どの森林の持つ多面的機能が持続的に発揮されるよう、適切な森林整備を促進し、

森林の保全育成に努めます。 

   地域内に点在する住宅地や農用地については、道路や生活関連施設の整備など生

活環境と生産基盤整備を総合的に推進し、美しい自然と共生する快適でゆとりある

居住空間の形成を進めます。 

また、増川谷川などホタルの生息する豊かな自然環境を生かし、緑や水辺とのふ

れあい、農山村生活の体験の場などを通して、観光・交流の促進を図ります。 
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第第第３３３   第第第２２２ににに掲掲掲げげげるるる事事事項項項ををを達達達成成成すすするるるたたためめめににに必必必要要要ななな措措措置置置ののの概概概要要要    

 第２に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要は、次のとおりである。 
  これらの措置については、安全で安心できる町土利用、自然、生物と共生する持続

可能な町土利用、美しさとゆとりある町土利用等の視点を総合的に勘案した上で実施

を図る必要があります。 
 
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自然的、

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 土地に関する法律等の適切な運用 
国土利用計画法及びこれに関する土地利用関係諸法の適切な運用により、本計画を

基本とし、町土利用の総合的かつ計画的な調整を図り、自然環境及び歴史的風土の保

全、農地や森林の保全、景観保全、防災等に配慮した適正な土地利用を推進します。 
  その際、土地利用の影響の広域性を踏まえ、県等関係行政機関相互間の適切な調整

を図ります。 
 
３ 地域整備施策の推進 
地域の個性や多様性を活かしつつ、町土の均衡ある発展を図るため、地域の特性を

活かした地域整備施策を推進します。 
  その際、地域間の機能分担と交流・連携を促進し、地域の活性化と自立的な発展を

図ることに留意します。 
  また、事業の計画等の策定に当たっては、社会的側面、経済的側面、環境的側面な

どについて総合的に配慮します。 
 
４ 安全で安心な町土の形成 
町土の保全と安全性の確保のため、治水施設等の整備と流域内の土地利用との調和、

地形等自然条件と土地利用配置との適合性、風水害及び地震への対応に配慮しつつ、

適正な土地利用への誘導を図るとともに、町土保全施設の整備を推進します。 
特に、今後３０年以内に６０％程度の確率で発生すると予測される南海地震に備え、

地震対策を最重要かつ緊急の課題として取り組む必要があるため、消防団や自主防災

組織の充実・強化及び防災訓練の実施など地域防災力の強化を図るとともに、建築物

の耐震化や地域防災拠点の整備など総合的な対策を進めます。 
また、森林の持つ貯水、防災機能の向上を図るため、間伐をはじめとする森林の整

備、保安林等の適正な管理及び治山施設の整備等を進め、森林の管理水準の向上を図

ります。 
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５ 環境の保全と美しい町土の形成 
（１）低炭素社会の実現 

温室効果ガスの排出が抑制された低炭素型社会の実現を目指すため、省エネルギー

の推進や公共交通機関の利用促進、森林の整備などの吸収源対策等の施策を講じるこ

とにより、環境負荷の少ないまちづくりに向けて適切な土地利用を図ります。 
 
（２）循環型社会の形成 
  循環型社会の形成に向け、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、

再生利用（リサイクル）のいわゆる「３Ｒ」を一層推進するとともに、発生した廃棄

物の適正な処理を行うための広域的・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、適切な土地利用を図ります。 
  また、廃棄物の不法投棄等の不適正処理の防止に努めます。 
 
（３）水環境の保全 

農用地や森林の適切な維持管理、下水道等の整備・促進、水辺地等の保全による河

川やため池等の自然浄化能力の維持・回復、地下水の適正な利用等により、健全な水

環境の保全を図ります。 
特に、水質の保全と生活環境の向上を図るため、公共下水道の整備及び利用促進、

農業集落排水施設と整備区域外における合併処理浄化槽の設置促進等に努めます。 
 
（４）自然環境の保全 
野生生物の生息・生育、自然・田園景観、水源かん養、稀少性等の観点からみて、

すぐれている自然については、それぞれの地域に対応した適正な保全を図ります。 
  箸蔵県立自然公園及び県の名勝天然記念物に指定されている美濃田の淵周辺や国

の特別天然記念物に指定されている加茂の大クスは町民と行政が一体となって保全

します。 
また、それぞれの自然の特性に応じて自然とのふれあいの場の確保に努めます。さ

らに、野生鳥獣による被害の防止や健全な地域個体群の維持を図るため、適正な対策

に努めます。 

 

（５）良好な景観等の保護 

  国指定史跡の丹田古墳や県指定史跡足代東原遺跡、県指定無形民俗文化財金丸八幡

神社宵宮神事はじめとする有形・無形の歴史的・文化的遺産の保存・活用を行うとと

もに、指定文化財等の適切な保護等を図ります。 

また、農林業等の暮らしの営みとともに培われた農山村地域の棚田やため池、田園

景観など、二次的自然としての景観の保全を図るとともに、市街地においては、美し

く良好なまちなみや緑地・水辺環境の維持・形成に努めます。 
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６ 土地利用の転換の適正化 
（１）土地利用転換の基本 
  土地利用の転換を図る場合には、一旦転換すれば、元の状態には容易に戻らないこ

とを十分に認識し、周辺に与える影響の大きさに十分留意した上で、人口及び産業の

動向、周辺の土地利用の状況、社会資本の整備状況その他の自然的・社会的条件を勘

案して適正に行うこととします。 
 
（２）農用地の利用転換 
  農用地の利用転換を行う場合には、食料生産の確保、農業経営の安定及び地域農業

や地域景観・自然環境等に及ぼす影響に留意し、非農業的土地利用との計画的な調整

を図りつつ、無秩序な転用を抑制し、優良農用地が確保されるよう十分配慮します。 
 
（３）森林等の利用転換 
  森林の利用転換を行う場合には、森林の保続培養と林業経営の安定に留意し、災害

の防止、環境の保全などという森林の公益的機能の低下を防止することに配慮して、

周辺の土地利用との調整を図ります。 
  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。 
 
（４）大規模な土地利用の転換 
  大規模な土地利用の転換については、その影響が広範であるため、周辺地域をも含

めて事前に十分な調査を行い、町土の保全と安全性の確保、環境の保全等に配慮しつ

つ、適正な土地利用の確保に努めます。 
 
（５）土地利用の混住化の防止 
  農家と非農家の混住化が進行する地域等での土地利用の転換については、土地利用

の混在による弊害を防止するため、必要な土地利用のまとまりを確保できるよう努め

ること等により、農用地、宅地等相互の土地利用の調和を図ります。 
 
 ７ 土地の有効利用の促進 
（１）農用地 
  農用地については、魅力とやりがいのある農業の再構築と農業の持つ町土保全、田

園景観保全等の多面的機能の維持増進に配慮し、農業生産基盤の整備を計画的に推進

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。 
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（２）森林 
  森林については、そ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、自然とのふれあい、癒しの場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図ります。 
 
（３）水面・河川・水路 
  水面・河川・水路については、治水及び利水の機能発揮に留意しつつ、生物の多様

な生息・生育環境としての機能の発揮のために必要な水量・水質の確保や整備を図る

とともに、地域の景観と一体となった水辺空間や水と人とのふれあいの場の形成を図

ります。 
 

（４）道路 
  道路については、交通の安全と生活の利便性の向上、広域交流拠点としての機能の

向上のため、幹線町道や生活道路の整備及び維持管理を計画的に進めるとともに、広

域交通ネットワークの充実、整備を関係機関に積極的に働きかけていきます。 
また、交通安全施設の整備及び交通危険箇所等の改良などにより、良好な道路環境

を維持・整備します。 
 
（５）住宅地 
  住宅地については、需要に応じた適正規模の宅地の供給を促進するとともに、低未

利用地の活用など民間開発の適正な誘導等により、良好な住環境の形成を推進します。  
  また、住宅の耐震化、長寿命化や既存ストックの有効活用を通じて、安全性の向上

と移住・定住の促進など持続的な利用を図ります。 
 
（６）工業用地 
  工業用地については、情報化やグローバル化の進展等にともな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、地域社会との調和及び公害防止の充実を図

りつつ、計画的な土地利用を図ります。 
 
（７）低未利用地 
  低未利用地のうち、耕作放棄地については、町土の有効利用並びに町土及び環境の

保全の観点から、周辺土地利用との調整を図りつつ、農用地としての活用を積極的に

促進します。 
また、農用地等から宅地へと転換された後に低未利用地となった土地については、

新たな土地需要がある場合には町土の有効利用の観点から優先的に再利用を図りま

す。 
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 ８ 土地利用区域の設定 
  東みよし町総合計画において、町土の特性を踏まえ森林区域、農業区域、観光・交

流区域、集落環境整備区域、市街地環境整備区域の５つの区域が設定され、町土地利

用の基本的方向性を示しております。 
 

図 土地利用区域 
 

 
 
（１）森林区域 
  北部及び南部の山間地域を中心に、総面積の約８割を占める森林区域については、

木材生産機能をはじめ、水源かん養機能、山地災害防止機能、生活環境保全機能など

の森林の持つ多面的機能の持続的発揮に向け、林道、作業道など林業生産基盤の整備、

計画的な森林整備を推進し、森林の保全育成に努めます。 
 
（２）農業区域 
  吉野川沿いの平野部及び南北の中山間地域を中心に形成された農業区域について

は、食料供給機能をはじめ、水源かん養機能、環境・景観保全機能などの農業・農村

の持つ多面的機能の活用に向け、農地や農道、用排水施設の整備・保全等による農業

生産基盤の整備、整備された優良農地の保全及び有効利用に努めるとともに、都市と

農村との交流空間としての活用に努めます。 
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（３）観光・交流区域 
  吉野川ハイウェイオアシス及び美濃田の淵を中心に、町内に点在する観光・交流資

源のある区域については、既存資源の保全及び有効活用、新たな資源の掘り起こしと

ネットワーク化を進め、観光・交流機能の一層の強化を図り、交流人口の増加に努め

ます。 
 
（４）集落環境整備区域 
  農業や森林と共生する集落地域からなる集落環境整備区域については、生活道路や

汚水処理施設の整備など生活環境と生産基盤整備を総合的に推進し、美しい自然と共

生する快適でゆとりある居住空間の形成を進め、定住促進を図ります。 
 
（５）市街地環境整備区域 
  主要地方道鳴門池田線、国道 192 号、ＪＲ徳島本線沿いを中心に、公共施設や商
業施設、住宅等が集積する市街地環境整備区域については、安全性・利便性の向上を

見据えた幹線道路網の整備、汚水処理施設の整備、新たな住宅地の形成など生活環

境・基盤整備を総合的に推進し、快適な居住空間としての機能の一層の強化を図ると

ともに、行政拠点機能や商業機能、産業立地機能をはじめとする多様な都市機能の適

正配置を進め、多くの人々が集うにぎわいあふれる市街地環境の創造に努めます。 
 
９ 多様な主体の参画による町土の管理 

  土地所有者以外の者が、それぞれの特長を活かして町土の管理に参加することによ

り、町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、

交流促進、土地所有者の管理に対する関心の喚起など適切な町土の利用に資する効果

が期待できます。 
このため、国や県、町による公的な役割、所有者等による適切な管理に加え、森林

づくり活動、農地の保全管理活動への参加、地元農産品や地域材製品の利用の促進、

緑化活動に対する寄付など、所有者、地域住民、企業、NPO 法人など多様な主体が
様々な方法により町土の適切な管理に参画していく取組を推進します。 

 
１０ 町土に関する調査の推進及び計画の点検 
町土の適性かつ有効な利用を図るため、国土調査を推進するとともに国及び県等が

実施する土地に関する基礎的な調査結果等を把握し、その総合的な利用を図ります。 
  また、他の関係計画等との連携を図り、町土をめぐる社会的・経済的状況の変化を

踏まえ、必要に応じて本計画の総合的な点検を行います。 


