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１．はじめに 

○背景と目的 

近年、わが国では、急速な人口減少による活力低下や少子高齢化、大都市への人口集中などが大き

な課題となっており、今後は、持続可能なまちづくりを行っていくため、都市機能の集約による効率

的な生活サービスの提供や一定エリアでの人口密度の維持、拠点間の公共交通アクセスの確保が重要

となっています。 

湯浅町においても、老年人口の増加や生産年齢人口の減少、公共施設等の老朽化、自然・歴史資源

を活かしたまちづくりへの対応、南海トラフ巨大地震への対応など、まちづくりに関する多くの課題

を抱えており、地域の魅力を向上し、安心・安全でコンパクトなまちづくりを目指すことが求められ

ています。 

湯浅町都市計画マスタープラン（以下、「本マスタープラン」という。）は、こうしたことを踏まえ、

都市計画法に基づき、第三次湯浅町長期総合計画、湯浅町まち・ひと・しごと創生総合戦略、有田圏

域都市計画区域マスタープランに即しつつ、湯浅町における将来の都市計画に関する基本的な方針を

明らかにすることを目的としています。 

○目標年次 

本マスタープランは、中長期的なまちづくりの方向性を視野に入れつつ、概ね 20 年後の平成 47

年（2035年）を目標年次とします。なお、上位・関連計画や社会経済情勢の変化等を踏まえて、必

要に応じて見直しを行うこととします。 

２．全体構想 

○まちづくりの目標と基本理念 

まちづくりの課題に対応したまちづくりを進めるため、「まちづくりの目標」と「まちづくりの基本

理念」を定めることで、本町の目指すべきまちの将来像を明らかにします。 

【まちづくりの目標】 

■効率的で持続性のある魅力的なまちづくり 

湯浅町は、湯浅駅西側を中心とした市街地が高密でコンパクトに形成され、各地域にはそれぞれま

とまった集落が存在します。湯浅御坊道路や国道42号が主要な広域幹線道路として存在しますが、

道路ネットワークを確立するための湯浅御坊道路の 4 車線化を促進するとともに、町内の回遊性や

隣接自治体へのアクセスを向上する道路等の都市基盤整備の推進が必要となっています。また、湯浅

駅や旧役場跡地等の有効活用、重要伝統的建造物群保存地区の歴史価値の向上等、中心市街地の魅力

向上をはじめとした都市機能の充実による活性化を図る一方で、効率的な施設配置によって過大な

公共負担を抑制する都市運営が必要となっています。 
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【まちづくりの基本理念】 

○目標とする人口 

国立社会保障・人口問題研究所（平成25年3月）における人口推計結果によると、平成72（2060）

年には、町の存続が危ぶまれる 5,000 人を大きく下回り、さらにその後も人口減少が止まらず、町

そのものが消滅の危機に陥ると予測されています。 

このような事態を抑制するため、湯浅町人口ビジョン（平成27年 10月）では、本町の目指すべ

き人口ビジョンとして、将来にわたって8,000人程度を維持することを目標としています。 

本計画においても、この目標人口を踏まえ、まちづくりを進めていくこととします。 

将来ビジョン 

『魅力と誇りをもった安心安全で快適なまち 湯浅』 

中心市街地の都市機能の充実と各地域の拠点強化を図り、公共交通や道路等のネットワークの充

実や移動効率化によるコンパクトなまちづくりを推進し、中心市街地の交流人口の増大や利便性向

上に寄与することで、効率的で持続性のある魅力的なまちづくりを目指します。 

■安心・安全で快適に生活できるまちづくり 

湯浅町は、近い将来発生が予測されている南海トラフ巨大地震をはじめ、津波・風水害・土砂災害・

火災などの様々な災害に対して、日頃から防災・減災の取組みを推進することが必要となっていま

す。 

巨大津波から町民が避難し、救命・救急、復旧活動を行う道路の強化をはじめ、市街地への火災や

地震などの各種災害に対する地域防災力の向上など、日頃からの防災・減災対策を推進するととも

に、少子高齢化に対応した教育や保健、医療、福祉等の充実、さらに各地域の生活環境向上やコミュ

ニティの活性化を図ることで、安心・安全で快適に生活できるまちづくりを目指します。 

■自然環境や歴史的資源を活かした誇りあるまちづくり 

湯浅町は、紀伊水道に面し、西有田県立自然公園に指定された海岸を有しているとともに、市街地

は山地に囲まれ、丘陵部や傾斜地に果樹栽培による樹園地が広がっているなど、豊かな自然環境を有

しています。また、古来より熊野街道の宿駅として栄え、醤油醸造の発祥の地として、文化庁より日

本遺産に認定された醤油蔵のある伝統的な町並みは、歴史的・文化的な町並みとして重要伝統的建造

物群保存地区に選定されており、現在も熊野古道の名残が残っているなど豊かな歴史資源を有して

います。 

これらの豊かな地域資源の保全・活用を図るとともに、湯浅町としての誇りを大切にする取組みを

推進することで、自然環境や歴史的資源を活かした誇りのあるまちづくりを目指します。 
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○将来の都市構造のあり方 

拠点…ある特定の目的で人やものが集まり、本町を特徴づける場所
中心拠点    …駅から観光拠点を結ぶ日常生活や観光の中心地を位置づける。日常生活に必

要な機能を維持しつつ、歴史観光軸と一体となって駅から観光拠点の回遊性

を高めるとともに、都市機能の充実等を図る。 

集落拠点    …日常生活のまとまりをもつ旧村の別所、青木、栖原、田、吉川、山田の中心

地を位置づける。生活環境整備や集落コミュニティの維持を図る。 

行政サービス拠点…行政運営を担う湯浅町役場や旧役場周辺、有田総合庁舎、湯浅警察署周辺を

位置づける。町民や周辺住民に効率的な行政サービスの提供を図る。 

交通拠点    …交通結節機能をもつ湯浅駅、湯浅御坊道路湯浅インターチェンジ、観光用駐

車場を位置づける。町民や観光客をはじめとした来街者のまちの玄関口とし

て利用環境の維持・向上を図る。 

防災拠点    …湯浅町役場や湯浅駅周辺を位置づける。湯浅町役場については、災害時にお

ける防災会議及び災害対策本部となる機能の維持・向上を図り、発災時に備

える。湯浅駅周辺については、今後発生することが予測される南海トラフ巨

大地震や津波等に対して防災機能を備えた複合施設の整備を図る。 

歴史観光拠点  …本町を代表する歴史観光資源である重要伝統的建造物群保存地区を位置づ

ける。伝統的建造物の保存を行いながら、観光の中心地としての魅力向上や

町民や観光客をはじめとした来街者の回遊性向上を図る。 

軸…拠点と拠点又は周辺の市町を結ぶ動線 
広域連携軸 …国道 42号を位置づける。多くの観光客をはじめとした来街者を呼び込むとと

もに、町民の日常生活や産業活動等の広域的な移動の利便性を高める。また、

災害時の緊急輸送道路としての役割を担う。 

都市間連携軸…隣接市町と中心市街地を結ぶ道路として都市計画道路湯浅港青木線、都市計画

道路湯浅港別所線、主要地方道有田湯浅線などを位置づける。都市間の移動を

円滑にすることにより、連携・交流を強化し、町民及び周辺住民の日常生活や

産業活動等を支え、また、市街地中心部と湯浅町役場へのアクセスを強化する

とともに、発災時には町民や観光客をはじめとした来街者の避難路、救命・救

助活動や復旧活動を円滑にする役割も担う。 

都市内連携軸…拠点間を結ぶ道路として都市計画道路湯浅港大宮通線、都市計画道路湯浅港青

木線、都市計画道路湯浅港別所線、都市計画道路紀伊湯浅大宮通線などを位置

づける。都市内の交通を円滑にし、町民の快適な生活を支える。発災時には町

民や観光客をはじめとした来街者の命を守るための避難路、救命・救助活動や

復旧活動を円滑にする役割も担う。 

行政連携軸 …行政サービス拠点である湯浅町役場と有田総合庁舎を結ぶ道路を位置づける。

町民や周辺住民により良い行政サービスを提供するため、相互連携の強化を図

る。 

防災軸   …災害時において、駅西側の市街地から防災拠点である湯浅町役場への避難路、

田・栖原地域から国道 42 号への避難路、緊急輸送道路として湯浅御坊道路湯

浅インターチェンジと湯浅町役場を結ぶ道路として都市計画湯浅港青木線など

を位置づける。巨大津波等からの町民や観光客をはじめとした来街者の避難や、

救命・救助活動及び復旧活動を円滑に行うための道路の強化を図る。 

歴史観光軸 …熊野古道を位置づける。熊野古道の歴史的価値を向上するための修景整備等や

駅から重要伝統的建造物群保存地区への誘導、歴史観光拠点へ回遊しやすい快

適な歩行空間の充実を図る。 
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ゾーン…土地利用の方向性を示す面的な広がり 
市街地ゾーン  …駅西側を中心とした市街地とその周辺を位置づける。適正な市街化を誘導

しながら良好な市街地形成を図る。 

市街地・農業共存 

ゾーン     …農業的土地利用と都市的土地利用の共存を図るゾーンを位置づける。特産

柑橘類を中心とする農産物の生産活動の維持・保全や漁業の振興を行いな

がら、住宅等との共存を図る。 

農業集落ゾーン …今後とも農業的土地利用を基本とするゾーンを位置づける。生活環境の向

上を図りながら、特産柑橘類を中心とする農産物の生産活動の維持・保全

を図る。 

山間ゾーン   …豊かな森林環境を保全・活用するゾーンを位置づける。豊かな森林環境と

農産物の生産活動の維持・保全を図りながら、観光振興や就労の場の活用

を図る。 

海岸ゾーン   …海岸風景の保全を図るゾーンを位置づける。漁業の振興と生活環境の向上

を図りながら、美しい風景の保全を図る。 
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○土地利用の方針

■基本的な考え方 

●豊かな自然や歴史資源を活かしたコンパクトで魅力あるまちづくりをさらに充

実していくため、自然や歴史資源が豊かな都市環境の維持・充実と湯浅駅西側を

中心とした市街地の機能強化に努めます。 

●健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を実現するため、中心市街地では観

光や交流に着目しながら、活性化に向けた取組みを推進します。 

●秩序ある土地利用の実現を目指し、都市計画制度を活用した土地利用の規制・誘

導を推進します。具体的には、主として都市的土地利用を図るエリアでは用途地

域等の指定の検討、都市計画区域外では土地利用の変化を踏まえた準都市計画区

域等の指定の検討を行います。 
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○都市施設（道路・交通）整備の方針

■基本的な考え方 

●地域産業や観光の振興、生活利便性の向上、交流機会の充実など、本町の均衡あ

る発展を目指し、機能的で効率的な道路交通ネットワークの形成に努めます。 

●誰もが移動しやすい環境づくりを目指し、ユニバーサルデザインの考え方に配慮

した交通環境の充実を推進するとともに、交通結節機能の向上や公共交通の利便

促進に努めます。 

●安心安全で快適な移動環境づくりに向けて道路や関連施設の維持管理を図ると

ともに、歩道や交通安全施設等を充実し、徒歩・自転車利用の安全性・快適性の

向上に努めます。 

●中心市街地の活性化に向けて市街地の根幹となる道路等の整備を推進するとと

もに、伝統的町並み等へ観光客等が歩いて散策できることを目指し、歩行環境の

充実を図ります。 
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○都市施設（公園緑地）整備の方針

■基本的な考え方 

●公園緑地は、スポーツ・レクリエーションの場、コミュニケーションの場、災害

時における避難場所、市街地の延焼防止など、様々な役割を持っていることから、

日常生活の快適性や防災性の向上を目指し、適正な公園緑地を確保します。 

●町民が愛着を感じられるように、既存施設については適正な維持管理に努め、利

用者のニーズにあった施設の更新や充実を図ります。 

●町内の緑化意識の啓発を図るため、町民等との協働による公園緑地の維持管理活

動を推進します。 
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○都市施設（下水道及び河川・港湾・漁港）整備の方針

■基本的な考え方 

●河川、海等の公共用水域の水質保全、生活環境の改善、公衆衛生の向上及び市街地

の浸水の防除を目指し、下水道の整備や河川改修等を推進します。 

●快適な生活環境の維持・充実のため、既存施設の適切な維持管理に努めます。 

●津波・高潮・高波などの被害軽減のため、海岸保全施設の整備・改良に努めます。
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○都市施設（その他の都市施設）整備の方針

■基本的な考え方 

●教育施設、保育所、福祉施設、公民館・集会所、スポーツ文化施設、行政施設など

の都市施設については、町民が健康で文化的な生活を営むうえで、欠かすことがで

きないものであることから、既存施設の有効利用と適切な維持管理を図りつつ、時

代の変化や利用者ニーズに応じた施設整備や機能充実を目指します。 

●誰もが安心安全で快適な施設利用を目指し、段差の解消によるバリアフリー化や

ユニバーサルデザインに配慮した環境整備に努めます。 
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○市街地整備の方針

■基本的な考え方 

●効率的で良好な市街地形成を目指し、防災・減災や地域特性に配慮しながら市街地

の整備改善に努めます。 

●中心市街地では、湯浅駅周辺の再生や重要伝統的建造物群保存地区を中心とした

建物等の修復整備、空き家対策等による市街地の整備改善に努めます。 

●定住促進による地域の活性化を図るため、住宅供給や流通に関する実情やニーズ

を見極めながら、必要となる住宅政策として展開することに努めます。 
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○自然環境保全の方針

○都市景観形成の方針

■基本的な考え方 

●良好な都市環境を目指し、豊かな自然環境については、先人から引き継いだ固有の

地域資源として適切な保全・活用に努めます。 

●豊かな自然環境の保全・活用を目指し、森林法や自然公園法などの適切な運用に努

めます。 

■基本的な考え方 

●良好な都市景観を育むため、山林や海岸の豊かな自然景観、伝統的町並みや歴史・

文化資源等の歴史景観など、本町の優れた特徴ある景観については保全・活用に努

めます。 

●歴史文化資源については、郷土への誇りや愛着の向上、来訪者を惹きつける資源と

して、良好な景観の維持・保全に努めます。 
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○都市防災の方針

■基本的な考え方 

●近い将来発生が予測されている南海トラフ巨大地震をはじめ、津波・風水害・土砂

災害、火災などの様々な災害に対して被害を最小限に抑えるために日頃から防災・

減災の取組みを推進します。 

●過去の教訓を踏まえ、行政や町民（民間）が一体となり効果的な連携や役割分担の

もと、地域防災計画に基づいたハード面とソフト面での総合的な施策展開に努め

ます。 
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３．地域別構想 

○地域区分の考え方 

地域区分は、大字を基本に７つの地域（湯浅・別所・青木・栖原・田・吉川・山田）に区分します。 
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○湯浅地域

■まちづくりの方針 

【まちづくりのテーマ】 

『歴史・文化の中心地として、人々が交流する誇りとにぎわい

のあるまちづくり』

【土地利用】 
◯湯浅駅周辺について、観光や交流機能を充実 
◯中心市街地について、道路や公園緑地の整備、空
き家や空き地の有効活用による住環境の向上、商
店街の回遊性向上と立地環境の維持・充実 

◯重要伝統的建造物群保存地区及びその周辺につい
て、観光交流拠点機能を拡充 

◯中心市街地周辺の市街地について、快適でゆとり
ある良好な居住環境の維持・形成 

◯国道42号沿道について、沿道サービス施設の適
正な土地利用を誘導 

◯湯浅広港周辺について、住工の調和に配慮 

【道路・交通】 
◯湯浅駅について、交通結節機能の強化、誰もが利
用しやすい施設整備 
◯駅の乗降客数の増加、鉄道の運行本数などのサー
ビス拡充 
◯都市計画道路の見直しも含めた整備促進や中心市
街地とその周辺の道路ネットワークの充実 
◯生活道路の拡幅等 
◯電柱及び電線類の無電柱化等の整備検討 
◯湯浅駅と熊野古道、重要伝統的建造物群保存地区
を結ぶ歩行者ルートを設定し、景観に配慮した道
路づくり 
◯誰もが安全で快適に通行できる道路環境の充実 
◯通学路の安全対策 
◯生活道路の計画的な維持管理 
◯橋りょう・トンネルの健全性診断に基づく長寿命
化計画の作成、長寿命化工事の実施 
◯観光用駐車場は、隣接する特産物流通物販センタ
ー等と連携し、周辺と一体となった観光機能の充
実 

【公園緑地】 
◯緩衝地や避難地、子どもの遊び場、高齢者等のや
すらぎの場となる公園・広場の整備 

◯道路や公共施設用地の緑化を推進 
◯既設の公園緑地の適切な維持管理 
◯町民参加による花づくり 

【下水道及び河川・港湾・漁港】 
◯雨水公共下水道計画に基づいた整備 
◯既設の雨水公共下水道、ため池などの各種施設の
適正な維持管理 
◯浄化槽による整備 
◯河川・水路の改修、浚渫、堤防の改修整備を促進 
◯堤防・護岸・海岸保全施設等の改修、湾内の浚渫
等 

【その他の都市施設】 
◯公共施設等総合管理計画に基づく適切な維持管理 
◯施設の有効活用、時代の変化や利用者ニーズに応
じた機能の充実、都市内人口の推移に対応した施
設の拡充や集約検討 

◯湯浅駅周辺において複合施設の整備 
◯湯浅斎場の建替え整備に向けた検討 
◯誰もが利用できる環境の創出 

【市街地整備】 
◯駅前広場の再整備などによる交通結節点機能の強
化と複合施設等との一体整備 
◯重要伝統的建造物群保存地区の建物等の修復整
備、観光交流を図るにぎわいのある市街地として
の活性化 
◯重要伝統的建造物群保存地区以外の有形の歴史的
資産の整備や祭等の文化、伝統の活性化対策 
◯地区計画制度の導入などの検討 
◯密集市街地における老朽建築物の建替え・除却、
避難経路、消防水利の確保による市街地の改善 
◯「特定空家等」の対策推進 
◯公営住宅のストックの活用、計画的なメンテナン
スによる長寿命化、高齢者福祉等に対応した更
新、必要に応じて建替えを推進 
◯「定住促進奨励金」の継続、「湯浅町田舎暮らし
応援空き家バンク」における民間住宅の誘導 

【都市景観形成】 
◯伝統的町並みを適正に保存、景観に配慮した改修
への支援 

◯熊野古道を活かした町並みなど、歴史的な沿道景
観の形成 

◯「湯浅町歴史的風致維持向上計画」に基づく歴史
的風致に係る改修等や伝統的な祭、行事等への支
援 

◯重要伝統的建造物群保存地区外の良好な町並み景
観の形成 

◯歴史文化資源周辺の歴史的景観の維持 
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■まちづくりの方針図

【都市防災】 
◯第一次緊急輸送道路のパトロールや点検等の管理
体制強化 

◯第一次緊急輸送道路や町内の避難所、役場などの
主要な拠点を結ぶ道路は緊急輸送道路として未整
備箇所の整備を促進 

◯安全な避難地へ誘導できる避難路の整備を推進 
◯「特定空家等」の措置とあわせて、空地スペース
や避難路の確保 

◯重要伝統的建造物群保存地区について、総合的な
防災計画の策定、消火栓、防火水槽等の整備推
進、伝統的建造物の耐震性の向上を促進 

◯一般建築物の耐震化や不燃化を促進 
◯避難場所の整備 
◯地域防災施設をはじめとした複合施設の整備 
◯土砂災害による被害を未然に防ぐためのハード
面、ソフト面の整備 

◯堤防の改修や消波ブロックの計画的な設置 
◯消防活動の困難地域への消防水利等の整備を推進 
◯適正な規模の自主防災組織の設置 
◯土砂災害特別警戒区域等の指定に基づく避難体制
の確立や建築物構造規制等に関する周知を推進 
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○別所地域 

■まちづくりの方針 

【まちづくりのテーマ】 

『良好な住環境を創出する歴史・文化が薫るまちづくり』

【土地利用】 
◯既存の土地利用に配慮しつつ、新たに住宅地の誘
導を図りながら、快適でゆとりある良好な居住環
境の維持・形成 

◯国道42号沿道について、沿道サービス施設の適
正な土地利用を誘導 

◯住宅等の立地が進行しつつある市街地について、
都市と農業の調和 

【道路・交通】 
◯都市計画道路の見直しも含めた整備促進や中心市
街地とその周辺の道路ネットワークの充実 
◯生活道路の拡幅等 
◯誰もが安全で快適に通行できる道路環境の充実 
◯通学路の安全対策 
◯生活道路の計画的な維持管理 
◯橋りょう・トンネルの健全性診断に基づく長寿命
化計画の作成、長寿命化工事の実施 

【公園緑地】 
◯集落拠点周辺において、農地における生産活動の
維持・保全とあわせて、公園・広場等を充実 

◯道路や公共施設用地の緑化を推進 
◯既設の公園緑地の適切な維持管理 
◯町民参加による花づくり 

【下水道及び河川・港湾・漁港】 
◯雨水公共下水道計画に基づいた整備 
◯既設の雨水公共下水道、ため池などの各種施設の
適正な維持管理 
◯浄化槽による整備 
◯河川・水路の改修、浚渫、堤防の改修整備を促進 

【その他の都市施設】 
◯公共施設等総合管理計画に基づく適切な維持管理 
◯施設の有効活用、時代の変化や利用者ニーズに応
じた機能の充実、都市内人口の推移に対応した施
設の拡充や集約検討 

◯誰もが利用できる環境の創出 

【市街地整備】 
◯有形の歴史的資産の整備や祭等の文化、伝統の活
性化対策 
◯地区計画制度の導入などの検討 
◯「特定空家等」の対策推進 
◯「定住促進奨励金」の継続、「湯浅町田舎暮らし
応援空き家バンク」における民間住宅の誘導 

【都市景観形成】 
◯山林について、無秩序な開発を未然に防止しつ
つ、良好な景観を維持 
◯集落周辺について、果樹や田園の秩序ある風景を
維持 
◯山林、集落、海岸を結ぶ河川の水辺景観の保全 
◯熊野古道を活かした町並みなど、歴史的な沿道景
観の形成 
◯「湯浅町歴史的風致維持向上計画」に基づく歴史
的風致に係る改修等や伝統的な祭、行事等への支
援 
◯歴史文化資源周辺の歴史的景観の維持 

【都市防災】 
◯第一次緊急輸送道路のパトロールや点検等の管理
体制強化 

◯第一次緊急輸送道路や町内の避難所、役場などの
主要な拠点を結ぶ道路は緊急輸送道路として未整
備箇所の整備を促進 

◯安全な避難地へ誘導できる避難路の整備を推進 
◯一般建築物の耐震化や不燃化を促進 
◯避難場所の整備 
◯土砂災害による被害を未然に防ぐためのハード
面、ソフト面の整備 

◯堤防の改修や消波ブロックの計画的な設置 
◯消防活動の困難地域への消防水利等の整備を推進 
◯適正な規模の自主防災組織の設置 
◯土砂災害特別警戒区域等の指定に基づく避難体制
の確立や建築物構造規制等に関する周知を推進 

【自然環境保全】 
◯市街地・集落を取り囲む山林について、身近に自
然を感じ自然と共生できる都市の形成 

◯市街地や集落を取り囲む山林の無秩序な開発を未
然に防止し、適切に維持・保全 
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■まちづくりの方針図



-18- 

○青木地域 

■まちづくりの方針 

【まちづくりのテーマ】 

『農と都市が共存する安心安全で生活利便性の高い

まちづくり』 

【土地利用】 
◯国道42号沿道について、沿道サービス施設の適
正な土地利用を誘導 

◯住宅等の立地が進行しつつある住宅地について、
都市と農業の調和 

【道路・交通】 
◯都市計画道路の見直しも含めた整備促進や中心市
街地とその周辺の道路ネットワークの充実 
◯生活道路の拡幅等 
◯誰もが安全で快適に通行できる道路環境の充実 
◯通学路の安全対策 
◯生活道路の計画的な維持管理 
◯橋りょう・トンネルの健全性診断に基づく長寿命
化計画の作成、長寿命化工事の実施 

【公園緑地】 
◯集落拠点周辺において、農地における生産活動の
維持・保全とあわせて、公園・広場等を充実 

◯道路や公共施設用地の緑化を推進 
◯既設の公園緑地の適切な維持管理 
◯町民参加による花づくり 

【下水道及び河川・港湾・漁港】 
◯雨水公共下水道計画に基づいた整備 
◯既設の雨水公共下水道、ため池などの各種施設の
適正な維持管理 
◯浄化槽による整備 
◯河川・水路の改修、浚渫、堤防の改修整備を促進 

【その他の都市施設】 
◯公共施設等総合管理計画に基づく適切な維持管理 
◯施設の有効活用、時代の変化や利用者ニーズに応
じた機能の充実、都市内人口の推移に対応した施
設の拡充や集約検討 

◯誰もが利用できる環境の創出 
【市街地整備】 
◯有形の歴史的資産の整備や祭等の文化、伝統の活
性化対策 
◯「特定空家等」の対策推進 
◯「定住促進奨励金」の継続、「湯浅町田舎暮らし
応援空き家バンク」における民間住宅の誘導 

【都市景観形成】 
◯山林について、無秩序な開発を未然に防止しつ
つ、良好な景観を維持 
◯集落周辺について、果樹や田園の秩序ある風景を
維持 
◯山林、集落、海岸を結ぶ河川の水辺景観の保全 
◯「湯浅町歴史的風致維持向上計画」に基づく歴史
的風致に係る改修等や伝統的な祭、行事等への支
援 
◯歴史文化資源周辺の歴史的景観の維持 

【都市防災】 
◯第一次緊急輸送道路のパトロールや点検等の管理
体制強化 

◯第一次緊急輸送道路や町内の避難所、役場などの
主要な拠点を結ぶ道路は緊急輸送道路として未整
備箇所の整備を促進 

◯安全な避難地へ誘導できる避難路の整備を推進 
◯一般建築物の耐震化や不燃化を促進 
◯避難場所の整備 
◯土砂災害による被害を未然に防ぐためのハード
面、ソフト面の整備 

◯消防活動の困難地域への消防水利等の整備を推進 
◯湯浅町役場を危機管理を行う防災拠点 
◯適正な規模の自主防災組織の設置 
◯土砂災害特別警戒区域等の指定に基づく避難体制
の確立や建築物構造規制等に関する周知を推進 

【自然環境保全】 
◯市街地・集落を取り囲む山林について、身近に自
然を感じ自然と共生できる都市の形成 

◯市街地や集落を取り囲む山林の無秩序な開発を未
然に防止し、適切に維持・保全 
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■まちづくりの方針図
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○栖原地域 

■まちづくりの方針 

【まちづくりのテーマ】 

『安全で住み良い生活環境の創出と自然、歴史・文化が豊かな

まちづくり』

【土地利用】 
◯住宅等の立地が進行しつつある住宅地について、
都市と農業の調和 

◯農地の保全 
◯美しい海岸風景の保全とレクリエーション空間と
しての活用検討 

【道路・交通】 
◯主要地方道有田湯浅線など隣接市町と中心市街地
を結ぶ幹線道路の整備促進 
◯集落間を結ぶ幹線道路の整備充実 
◯誰もが安全で快適に通行できる道路環境の充実 
◯通学路の安全対策 
◯生活道路の計画的な維持管理 
◯橋りょう・トンネルの健全性診断に基づく長寿命
化計画の作成、長寿命化工事の実施 

【公園緑地】 
◯集落拠点周辺において、農地における生産活動の
維持・保全とあわせて、公園・広場等を充実 

◯道路や公共施設用地の緑化を推進 
◯既設の公園緑地の適切な維持管理 
◯町民参加による花づくり 

【下水道及び河川・港湾・漁港】 
◯雨水公共下水道計画に基づいた整備 
◯既設の雨水公共下水道、ため池などの各種施設の
適正な維持管理 
◯浄化槽による整備 
◯栖原ポンプ場の改築 
◯河川・水路の改修、浚渫、堤防の改修整備を促進 
◯栖原漁港海岸における海岸保全施設の適切な維持
管理 

【その他の都市施設】 
◯公共施設等総合管理計画に基づく適切な維持管理 
◯施設の有効活用、時代の変化や利用者ニーズに応
じた機能の充実、都市内人口の推移に対応した施
設の拡充や集約検討 

◯誰もが利用できる環境の創出 

【市街地整備】 
◯有形の歴史的資産の整備や祭等の文化、伝統の活
性化対策 
◯「特定空家等」の対策推進 
◯「定住促進奨励金」の継続、「湯浅町田舎暮らし
応援空き家バンク」における民間住宅の誘導 

【都市景観形成】 
◯山林について、無秩序な開発を未然に防止しつ
つ、良好な景観を維持 
◯集落周辺について、果樹や田園の秩序ある風景を
維持 
◯海岸について、ごみの不法投棄を防止するなど、
美しい景観の維持・保全 
◯山林、集落、海岸を結ぶ河川の水辺景観の保全 
◯熊野古道を活かした町並みなど、歴史的な沿道景
観の形成 
◯「湯浅町歴史的風致維持向上計画」に基づく歴史
的風致に係る改修等や伝統的な祭、行事等への支
援 
◯歴史文化資源周辺の歴史的景観の維持 

【都市防災】 
◯第一次緊急輸送道路や町内の避難所、役場などの
主要な拠点を結ぶ道路は緊急輸送道路として未整
備箇所の整備を促進 

◯安全な避難地へ誘導できる避難路の整備を推進 
◯一般建築物の耐震化や不燃化を促進 
◯避難場所の整備 
◯土砂災害による被害を未然に防ぐためのハード
面、ソフト面の整備 

◯堤防の改修や消波ブロックの計画的な設置 
◯消防活動の困難地域への消防水利等の整備を推進 
◯適正な規模の自主防災組織の設置 
◯土砂災害特別警戒区域等の指定に基づく避難体制
の確立や建築物構造規制等に関する周知を推進 

【自然環境保全】 
◯西有田県立自然公園に指定されている海岸や市街
地・集落を取り囲む山林について、身近に自然を
感じ自然と共生できる都市の形成 

◯市街地や集落を取り囲む山林の無秩序な開発を未
然に防止し、適切に維持・保全 

◯海岸における豊かな自然環境については、着地型
の観光やレクリエーションツールとしての多面的
な活用を推進 
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■まちづくりの方針図
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○田地域 

■まちづくりの方針 

【まちづくりのテーマ】 

『安全な集落環境と豊かな自然が調和したまちづくり』 

【土地利用】 
◯農地の保全と地域のコミュニティの維持や地域活
性化を図り、集落環境の維持を促進 

◯美しい海岸風景の保全とレクリエーション空間と
しての活用検討 

【道路・交通】 
◯主要地方道有田湯浅線など隣接市町と中心市街地
を結ぶ幹線道路の整備促進 
◯集落間を結ぶ幹線道路の整備充実 
◯誰もが安全で快適に通行できる道路環境の充実 
◯通学路の安全対策 
◯生活道路の計画的な維持管理 
◯橋りょう・トンネルの健全性診断に基づく長寿命
化計画の作成、長寿命化工事の実施 

【公園緑地】 
◯集落拠点周辺において、農地における生産活動の
維持・保全とあわせて、公園・広場等を充実 

◯道路や公共施設用地の緑化を推進 
◯町民参加による花づくり 【下水道及び河川・港湾・漁港】 

◯雨水公共下水道計画に基づいた整備 
◯既設の農業集落排水、ため池などの各種施設の適
正な維持管理 
◯河川・水路の改修、浚渫、堤防の改修整備を促進 
◯田村漁港海岸における海岸保全施設の適切な維持
管理 

【その他の都市施設】 
◯公共施設等総合管理計画に基づく適切な維持管理 
◯施設の有効活用、時代の変化や利用者ニーズに応
じた機能の充実、都市内人口の推移に対応した施
設の拡充や集約検討 

◯誰もが利用できる環境の創出 

【市街地整備】 
◯有形の歴史的資産の整備や祭等の文化、伝統の活
性化対策 
◯「特定空家等」の対策推進 
◯「定住促進奨励金」の継続、「湯浅町田舎暮らし
応援空き家バンク」における民間住宅の誘導 

【都市景観形成】 
◯山林について、無秩序な開発を未然に防止しつ
つ、良好な景観を維持 
◯集落周辺について、果樹や田園の秩序ある風景を
維持 
◯海岸について、ごみの不法投棄を防止するなど、
美しい景観の維持・保全 
◯山林、集落、海岸を結ぶ河川の水辺景観の保全 
◯「湯浅町歴史的風致維持向上計画」に基づく歴史
的風致に係る改修等や伝統的な祭、行事等への支
援 
◯歴史文化資源周辺の歴史的景観の維持 

【都市防災】 
◯第一次緊急輸送道路や町内の避難所、役場などの
主要な拠点を結ぶ道路は緊急輸送道路として未整
備箇所の整備を促進 

◯安全な避難地へ誘導できる避難路の整備を推進 
◯一般建築物の耐震化や不燃化を促進 
◯避難場所の整備 
◯土砂災害による被害を未然に防ぐためのハード
面、ソフト面の整備 

◯堤防の改修や消波ブロックの計画的な設置 
◯消防活動の困難地域への消防水利等の整備を推進 
◯適正な規模の自主防災組織の設置 
◯土砂災害特別警戒区域等の指定に基づく避難体制
の確立や建築物構造規制等に関する周知を推進 

【自然環境保全】 
◯西有田県立自然公園に指定されている海岸や市街
地・集落を取り囲む山林について、身近に自然を
感じ自然と共生できる都市の形成 

◯集落を取り囲む山林の無秩序な開発を未然に防止
し、適切に維持・保全 

◯海岸における豊かな自然環境については、着地型
の観光やレクリエーションツールとしての多面的
な活用を推進 
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■まちづくりの方針図
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○吉川地域 

■まちづくりの方針 

【まちづくりのテーマ】 

『利便性の高い集落環境と豊かな自然が調和したまちづくり』 

【土地利用】 
◯農地の保全と地域のコミュニティの維持や地域活
性化を図り、集落環境の維持を促進 

【道路・交通】 
◯隣接市町と中心市街地を結ぶ幹線道路の整備促進 
◯集落間を結ぶ幹線道路の整備充実 
◯誰もが安全で快適に通行できる道路環境の充実 
◯通学路の安全対策 
◯生活道路の計画的な維持管理 
◯橋りょう・トンネルの健全性診断に基づく長寿命
化計画の作成、長寿命化工事の実施 

【公園緑地】 
◯集落拠点周辺において、農地における生産活動の
維持・保全とあわせて、公園・広場等を充実 

◯道路や公共施設用地の緑化を推進 
◯町民参加による花づくり 

【下水道及び河川・港湾・漁港】 
◯既設のため池などの各種施設の適正な維持管理 
◯浄化槽による整備 
◯河川・水路の改修、浚渫、堤防の改修整備を促進 

【その他の都市施設】 
◯公共施設等総合管理計画に基づく適切な維持管理 
◯施設の有効活用、時代の変化や利用者ニーズに応
じた機能の充実、都市内人口の推移に対応した施
設の拡充や集約検討 

◯誰もが利用できる環境の創出 
【市街地整備】 
◯有形の歴史的資産の整備や祭等の文化、伝統の活
性化対策 
◯「特定空家等」の対策推進 
◯「定住促進奨励金」の継続、「湯浅町田舎暮らし
応援空き家バンク」における民間住宅の誘導 

【都市景観形成】 
◯山林について、無秩序な開発を未然に防止しつ
つ、良好な景観を維持 
◯集落周辺について、果樹や田園の秩序ある風景を
維持 
◯山林、集落、海岸を結ぶ河川の水辺景観の保全 
◯熊野古道を活かした町並みなど、歴史的な沿道景
観の形成 
◯「湯浅町歴史的風致維持向上計画」に基づく歴史
的風致に係る改修等や伝統的な祭、行事等への支
援 
◯歴史文化資源周辺の歴史的景観の維持 

【都市防災】 
◯第一次緊急輸送道路のパトロールや点検等の管理
体制強化 

◯第一次緊急輸送道路や町内の避難所、役場などの
主要な拠点を結ぶ道路は緊急輸送道路として未整
備箇所の整備を促進 

◯安全な避難地へ誘導できる避難路の整備を推進 
◯一般建築物の耐震化や不燃化を促進 
◯避難場所の整備 
◯土砂災害による被害を未然に防ぐためのハード
面、ソフト面の整備 

◯消防活動の困難地域への消防水利等の整備を推進 
◯適正な規模の自主防災組織の設置 
◯土砂災害特別警戒区域等の指定に基づく避難体制
の確立や建築物構造規制等に関する周知を推進 

【自然環境保全】 
◯集落を取り囲む山林について、身近に自然を感じ
自然と共生できる都市の形成 

◯集落を取り囲む山林の無秩序な開発を未然に防止
し、適切に維持・保全 
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■まちづくりの方針図
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○山田地域 

■まちづくりの方針 

【まちづくりのテーマ】 

『良好な集落環境と豊かな自然環境を活かしたまちづくり』 

【土地利用】 
◯農地の保全と地域のコミュニティの維持や地域活
性化を図り、集落環境の維持を促進 

◯市街地の背景となる山林については、自然環境の
保全や交流の場として本町の特色ある都市環境・
市街地景観を保全・活用 

【道路・交通】 
◯湯浅御坊道路４車線化を促進し、湯浅インターチ
ェンジを企業誘致等へ積極活用する方策の検討 
◯隣接市町と中心市街地を結ぶ幹線道路の整備促進 
◯集落間を結ぶ幹線道路の整備充実 
◯誰もが安全で快適に通行できる道路環境の充実 
◯通学路の安全対策 
◯生活道路の計画的な維持管理 
◯橋りょう・トンネルの健全性診断に基づく長寿命
化計画の作成、長寿命化工事の実施 

【公園緑地】 
◯集落拠点周辺において、農地における生産活動の
維持・保全とあわせて、公園・広場等を充実 

◯道路や公共施設用地の緑化を推進 
◯町民参加による花づくり 【下水道及び河川・港湾・漁港】 

◯既設のため池などの各種施設の適正な維持管理 
◯浄化槽による整備 
◯河川・水路の改修、浚渫、堤防の改修整備を促進 【その他の都市施設】 

◯公共施設等総合管理計画に基づく適切な維持管理 
◯施設の有効活用、時代の変化や利用者ニーズに応
じた機能の充実、都市内人口の推移に対応した施
設の拡充や集約検討 

◯誰もが利用できる環境の創出 

【市街地整備】 
◯有形の歴史的資産の整備や祭等の文化、伝統の活
性化対策 
◯「特定空家等」の対策推進 
◯「定住促進奨励金」の継続、「湯浅町田舎暮らし
応援空き家バンク」における民間住宅の誘導 

【都市景観形成】 
◯山林について、無秩序な開発を未然に防止しつ
つ、良好な景観を維持 
◯集落周辺について、果樹や田園の秩序ある風景を
維持 
◯山林、集落、海岸を結ぶ河川の水辺景観の保全 
◯「湯浅町歴史的風致維持向上計画」に基づく歴史
的風致に係る改修等や伝統的な祭、行事等への支
援 
◯歴史文化資源周辺の歴史的景観の維持 

【都市防災】 
◯第一次緊急輸送道路のパトロールや点検等の管理
体制強化 

◯第一次緊急輸送道路や町内の避難所、役場などの
主要な拠点を結ぶ道路は緊急輸送道路として未整
備箇所の整備を促進 

◯安全な避難地へ誘導できる避難路の整備を推進 
◯一般建築物の耐震化や不燃化を促進 
◯避難場所の整備 
◯土砂災害による被害を未然に防ぐためのハード
面、ソフト面の整備 

◯消防活動の困難地域への消防水利等の整備を推進 
◯適正な規模の自主防災組織の設置 
◯土砂災害特別警戒区域等の指定に基づく避難体制
の確立や建築物構造規制等に関する周知を推進 

【自然環境保全】 
◯集落を取り囲む山林について、身近に自然を感じ
自然と共生できる都市の形成 

◯集落を取り囲む山林の無秩序な開発を未然に防止
し、適切に維持・保全 

◯山林における豊かな自然環境については、着地型
の観光やレクリエーションツールとしての多面的
な活用を推進 
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■まちづくりの方針図
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４．実現化の方策 

○実現化の基本的な考え方 

■協働のまちづくりに関する考え方

本町のこれからのまちづくりを実践していくためには、町民、事業者等、行政が都市計画マスタ

ープランにおける目指すべきまちの将来像を共有し、それぞれの役割分担の下に互いに特性を活か

し、相互に連携しながらまちづくりを進めることが重要です。 

本町では、町民、事業者等、行政のそれぞれの役割を深く理解し、知恵や力を出し合ってまちづ

くりに取組む協働のまちづくりを推進します。 

■目指すべきまちの将来像の実現に関する考え方 

都市計画マスタープランにおける目指すべきまちの将来像については、概ね20年後の将来を見

据えたものとなっています。また、その実現にあたっては、総合計画の都市計画分野の計画として

推進されるものとなっています。 

これらを踏まえ、都市計画制度を積極的に活用するとともに、産業、環境、福祉などの他の分野

や、庁内外との連携を強めつつ、まちの将来像の実現を目指します。 

■施策の推進に関する考え方 

都市計画マスタープランは、目指すべきまちの将来像の実現に向けた都市計画行政の行動指針に

なります。 

これらを踏まえ、的確な施策の推進による総合的かつ一体的なまちづくりを目指します。 

■時代変化の対応に関する考え方 

都市計画マスタープランは、本町の現時点における実情を踏まえた上で将来にわたる計画を示し

たものとなっており、今後の社会情勢の変化などにより、新たな課題や市民のニーズへの対応が必

要となることも予想されます。 

このため、社会情勢の変化や総合計画などの上位計画の見直しに応じて、適切な時期に柔軟に計

画内容を変更するなど、常に本町の実情に即して適宜計画内容の見直しを行っていきます。。 

○実現化に向けた取組み 

■庁内連携体制の強化 

都市計画に関わる施策は、産業、観光、教育、文化、福祉、環境、防災等の様々な分野の密接な

関わりがあります。 

そのため、幅広い部門との横断的な連携の下で都市計画に関わる施策を適切に実施できるよう、

庁内各課の横断的な取組みを目指し、地域情報や庁内情報を一元化するなど、庁内連携体制の強化

に努めます。 



-29- 

■関係機関への働きかけ 

都市計画決定権限の市町村への移譲拡大などによる地方分権が進められていますが、より適切な

施策を展開するためには、国や県などで蓄積された情報や経験が必要です。したがって、国や県な

どの関係機関に対する協力要請などの働きかけを行うとともに、広域的な調整が必要な都市計画に

ついては、町民の意向を踏まえながら、適切な要望などの働きかけを行っていきます。 

■的確な施策の実施 

厳しい財政状況に配慮し、効率的な予算配分を行うことが求められています。目指すべきまちの

将来像の実現に向け、町民の意向を把握しながら、費用対効果、緊急性及び地域投資のバランス等

に配慮しつつ、事業等の優先順位を慎重に検討し、的確な施策の実施に努めます。 

■施策の推進に向けた取組み 

より良いまちづくりの実現のためには、施策を評価しそれらを今後の施策に反映させることが重

要です。実現にあたっては、計画（Plan）を、実行（Do）に移し、その結果・成果を点検し（Check）、

改善し（Action）し、次の計画（Plan）へつなげていく、PDCAサイクルの進行管理による施策

の遂行が重要です。特に都市計画は、短期的に効果が現われるものがある一方で、期間の長い取組

みが必要なものについては、社会情勢などによりその効果が変化する可能性があります。 

そのため、まちづくりを実現していく過程でこういった仕組みを取り入れることにより適正に進

行管理を行い、進捗状況を明らかにするとともに、必要に応じて、見直しを含む適切な施策判断を

行っていく必要があります。 
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