
全体構想の概要について 

2.将来の都市構造 [全体構想（素案）Ｐ26] 

（1）土地利用の基本区分 

① 市街地ゾーン（現行の用途地域） 

・都市基盤施設の整備、計画的な市街地整備の促進。 

② 鉱業ゾーン（鉱工業操業地区） 

・鉱工業の生産環境の向上、周辺への自然環境への負荷の低減。 

③ 農地・山林ゾーン（市街地の背後地に広がる農山地） 

・生産基盤の整備と農用地、森林の保全。自然体験型レクリエーション機能を充実。 

④ 海岸ゾーン（半島部と島しょ部） 

・海岸線の保全・整備、うみたま島（仮称）等の観光・交流機能の充実。 

（2）骨格的拠点の配置 

① 都市核（津久見駅周辺の市街地一帯） 

・低未利用地の有効活用、都市基盤施設の整備促進により、賑わいと活気にあふれた魅力ある拠点市街

地を形成。 

② 副都市核（市民会館、中央病院、総合運動公園の周辺一帯） 

・文化、医療、スポーツ等の都市機能の集積を生かして都市核を補完する拠点市街地を形成。 

③ 新拠点形成地区（津久見港青江地区※1、水晶山跡地※2） 

・※1 都市核で特に本市の中心をなす複合的な土地利用を配置し、都市的土地利用の高度化。 

・※2 関係企業と連携を図りながら、本市の活性化の柱となる整備計画の検討及び実現化。 

④ 観光交流拠点（青江ダム、うみたま島（仮称）、保戸島、無垢島、長目地区等） 

・観光客及び住民の交流機会の増大を目指し、特性に応じた整備・充実。 

（3）連携軸の配置 

① 広域連携軸（東九州自動車道） 

・佐伯以南への整備促進を働きかけ県越の広域間の連携強化。 

② 都市連携軸（国道 217 号、県道佐伯津久見線及びＪＲ日豊本線） 

・道路渋滞区間の改良によって、都市間の移動円滑性の向上。 

③ 地域連携軸（都市核・副都市核から半島部・島しょ部をつなぐ道路・航路） 

・道路狭隘区間の改良、運行形態の見直し等により、地域間の移動円滑性の向上、及び地域間の交流機

会の増大。 
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3.都市整備方針 （1）土地利用の基本方針 [全体構想（素案）Ｐ28]  

1）土地利用の方針 

《背景・前提条件》 

・地形的制約から都市活動に資する平坦部は少ない。 

・車社会の進展、他都市や郊外部における大規模商業施設の立地により空き店舗の発生など空洞化

現象。 

交通利便性や未利用地を有効活用し、市街地における都市機能の高密度化を図り、効率的で環境

負荷の少ないコンパクトなまちづくりを進めていくことを前提に土地利用の基本方針を設定。 

 

１．利便性の高い交通体系を活かした効率的な市街地の形成 

・市街地中心部へ高次都市機能を集約化、都市的土地利用の拡大を抑制しコンパクトで環境負荷

の少ない効率的な市街地の形成。 

・ICに隣接した水晶山跡地を活用した新たな都市拠点を形成。 

２．市の特性を踏まえた秩序ある土地利用の形成 

・住商工の様々な土地利用が近接する市街地においては、土地利用区分を明確化し、秩序ある土

地利用を形成。 

・防災上及び住環境上の課題を抱える密集市街地については、都市基盤整備を積極的に推進し、

適正な土地利用を形成。 

３．豊かな自然環境の維持・活用 

・津久見湾を囲む海岸と、緑豊かな山地、農地は、都市的開発を抑制し、貴重な自然環境・自然

景観の保全。 

・これらの資源を活用して、観光振興や自然体験・交流の促進。 

 図：土地利用方針図（都市計画区域） 

2）土地利用の配置方針 

中
心
商
業
業
務
地 

津久見駅周辺及び国道

217 号沿道の商業地 

・基盤整備及び土地の高度利用化を進めつつ、多彩な商業・業務機能を集積。 

・津久見港周辺の商業地については大規模商業施設、宿泊施設を中心とした商業地の形成と、

将来的には市役所等の行政機能を中心とした業務施設を形成。 

・既存商店街は津久見港周辺の商業地と連携を図り、歩行者の回遊ルートの整備、空き店舗

の活用や年齢層に応じた優良テナントの誘導、休憩所等の整備を図り、魅力ある商業地と

して活性化を推進。 

住
商
複
合
地 

津久見駅南側の道路沿

道や住宅地 

・住宅環境との調和を図りながら日常生活に密着した商業施設を許容する複合した土地利用

の形成。 

 

一
般
住
宅
地 

津久見駅周辺の住宅地

や幹線道路沿いに広が

る住宅地 

 

・道路、下水道等の都市基盤整備を進め、良好な住環境を形成。 

・国道 217 号沿道の一般住宅地は、住環境への影響に配慮しながら沿道型サービス施設の立

地を許容した住宅地形成。 

専
用
住
宅
地 

土地区画整理事業が実

施されている津久見川、

千怒川、県道佐伯津久見

線沿いの住宅地 

・地区計画、建築協定等の活用により良好な住環境の維持・形成。 

・その他地区でも積極的に基盤整備を進め快適な住環境を形成。 

 

工
業
地 

セメント産業を中心と

する工場の集積がみら

れる津久見港周辺の臨

海部 

・緑地等の確保等により隣接する住宅地等との環境調和に努めながら、健全な操業環境の維

持。 

 

複
合
工
業
地 

津久見 IC 南側にみられ

る住工混在地 

・基盤整備を進めながら危険性や環境悪化の恐れが少ない工場を中心とした産業施設の維

持・誘導。 

 

 

新
拠
点
形

成
地
区 

水晶山跡地 ・津久見 IC の近接性等の交通利便性を活かし、地場産業であるライム産業の発展や、新た
な企業立地を含めた産業創出拠点の形成。 

山
地
・
丘
陵
地 

市街地南部の緑豊かな

山地、丘陵地、 

日豊海岸国定公園、豊後

水道県立自然公園に指

定のリアス式海岸など 

・緑豊かな自然環境の保全。 

・石灰石採掘跡地については計画的な土地利用を考慮した上で緑の復元を図り、うるおいの

ある都市環境を創出。 

 

 

2



 

（2）交通体系の整備方針 [全体構想（素案）Ｐ34]  

１）交通体系整備の基本方針 

《課題》 

・高速道路 IC、ＪＲ駅、港湾が比較的近接した場所にあり、交通アクセス性は優位な条件。 

・幹線道路の交通量の増大、市街地の道路は狭隘区間や未改良区間、鉄道踏切による渋滞の恒常化。 

・各方面からの道路が狭い市街地内で集結しているため、分かりづらく生活道路への通過交通の流入。 

・周辺都市と結ぶ県道などはリアス式海岸や急峻な山間地を通り狭隘区間が多く離合も困難な区間が多く存在。

・鉄道、バス、離島航路は、利用客数が減少し、特にバス路線は路線の維持が困難。 

広域交通を円滑に市街地へと誘導する幹線道路の整備をはじめ、近接した交通拠点を有機的に結び、あわせて公

共交通の維持、利便性の向上に向けた施策を展開することにより、少子高齢化社会並びに地球環境問題への対応

を図り、過度な自動車依存型の社会からの脱却が必要。 

交通体系の整備方針 

１．分かりやすく移動しやすい道路ネットワークづくり 

・津久見 IC をはじめ、港湾、ＪＲ駅、市内の各拠点を結ぶ道路の整備、ボトルネック箇所の改善、案内の充

実等を図り、分かりやすく移動しやすい道路ネットワークを形成。 

２．安心・安全な道づくり 

・市内各地域の連携強化や災害時における避難路、緊急輸送ルート確保のため、地形的制約条件等により円滑

な通行が困難な道路の整備を推進。 

・市街地内の道路については都市基盤整備の推進とともに、未整備都市計画道路の整備を推進し通過交通を分

離しつつ歩行者が安心して利用でき、歩いて楽しくなるような歩行空間の整備を推進。 

３．公共交通の維持・サービス向上 

・自家用車を利用しづらい市民に対し、快適な移動環境が提供できるよう各公共交通の維持・サービスの向上。

・公共交通間の連携強化を図り、乗り継ぎ利便性の向上。 

・道路混雑の解消、CO2 の削減による地球環境問題への対応等の観点から、公共交通の利用促進。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）交通施設の整備方針 
① 道路 

自動車専用道路 ・道路機能の維持及び佐伯 IC以南の延伸の働きかけ。 

国道 217 号（（都）平岩

松崎線、（都）松崎高洲

線、（都）角崎新地線）

・バイパス道路（3.6.20 平岩松崎線）の整備、その他道路機能の強化や歩道の

整備（バリアフリー化）、交差点改良等を関係機関に働きかけ。 

・整備済の主要幹線道路の都市計画道路は、現在の道路機能を維持。 

主
要
幹
線
道
路 主要地方道佐伯津久見

線（（都）大友彦の内

線・井無田成守線） 

・道路機能の維持・強化を関係機関に働きかけ。 

・都市計画道路区間については現在の道路機能の維持管理。 

 

（都）3.4.1 駅前線 ・道路機能の維持管理。 

（都）3.6.21 志手徳浦

線 

・国道 217 号平岩松崎バイパスへと円滑に誘導する都市幹線道路とし、早期整

備推進。 

（都）3.4.11 長野堅浦

線 

・津久見 IC及び国道 217 号と市街地北部の徳浦地区を結ぶ都市幹線道路として

未整備区間の早期改良。 

県 道 津 久 見 野 津 線

（（都）3.6.5 井無田川

内線） 

・臼杵市野津地域を結ぶ道路として道路機能の維持・強化を関係機関に働きか

け。 

・都市計画道路区間については現在の道路機能の維持管理。 

都
市
幹
線
道
路 

その他（上記の都市幹

線道路に位置づけた道

路に接続する県道等）

・道路拡幅、交差点改良など道路機能の強化を関係機関に働きかけ。 

・（県）四浦日代線から保戸島への架橋については、関係機関と連携を図り早期

実現に向け検討。 

補
助
幹
線
道
路 

（主要幹線道路、都市

幹線道路に位置づけた

道路機能を補完する都

市計画道路等） 

・未整備区間の整備改良。 

・長期未着手の都市計画道路のうち既に代替路線が機能しているなど整備の必

要性が低い路線については廃止あるいは計画内容の見直し。 

 

② 鉄道・バス・船舶 

鉄道・バス・船舶 ・ダイヤ見直し等による交通機関の乗り継ぎ利便性の向上。 

鉄道 ・駅前広場の拡充を検討。駐車場・駐輪場を整備し交通結節機能の強化。 

・日豊本線の複線化、列車本数の増加などを関係機関に働きかけ。 

バス ・運行路線の維持を事業者とともに図る。 

・バス路線となる道路の改良、利用者の利便性を考慮したバス停設置の検討、その他公

共交通空白・不便地域におけるコミュニティーバス等の導入検討。 

船舶 ・無垢島、保戸島への航路の維持を事業者とともに図る、増便等アクセスの向上。 
 

 図面
番号

路線 

番号 
路線名称 

① 3.4.1 駅前線 

② 3.4.2 松崎高洲線 

③ 3.5.3 角崎中田線 

④ 3.6.5 井無田川内線 

⑤ 3.6.6 井無田成守線 

⑥ 3.4.7 角崎新地線 

⑦ 3.5.8 大友彦の内線 

⑧ 3.6.9 駅裏線 

⑨ 3.6.10 高洲中の内線 

⑩ 3.4.11 長野堅浦線 

⑪ 3.7.12 姥目線 

⑫ 3.6.16 西の内線 

⑬ 3.5.17 成守大工線 

⑭ 3.5.19 千怒線 

⑮ 3.6.20 平岩松崎線 

⑯ 3.6.21 志手徳浦線 

⑰ 3.6.18 （千怒彦の内線） 
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（3）市街地整備方針 [全体構想（素案）Ｐ39] （4）公園・緑地の整備方針 [全体構想（素案）Ｐ40] 

・平地が狭く、大規模な市街地更新は困難。今後は中心市街地活性化や既成市街地の建物密集地区の更新へ。 
・都市機能発展の点から IC 周辺の石灰石採掘跡地の活用が望まれる中、利便施設をはじめ、住宅などの複合

的な土地利用を図り、本市の中心的なプロジェクトとして位置づけ推進。 
 

《１》中心市街地の市街地更新と農漁村集落等の既成市街地の整備方針 

・津久見駅周辺の

中心市街地 
・中低層住宅地として良好な居住環境の保全・創出。 
・家屋密集地、既存道路の拡幅や新たな道路整備が困難な地区においては、居住環境の改

善、防災危険性の軽減のため必要に応じ土地区画整理事業の実施や地区計画の導入。 
・農漁村集落 狭隘道路、老朽化した木造住宅の密集による災害の危険性低減のため、 

・生活道路の拡幅、整備による居住環境の改善。 
・道路拡幅や新たな道路整備が困難な地区において今後の建て替えの進め方を検討。 

 

《２》水晶山周辺の市街地整備方針 

・平野部が狭い本市において貴重な未利用地。IC及び津久見港等の広域連携軸が交差する利便性からも重要。 
・現在、用途地域指定なし。今後、本地区の活用の方向性について熟度が高まり次第、良好なまちづくりをすす

めるため、用途地域の指定を行う。さらに、国の制度の活用による基盤整備を検討するとともに、地区計画や

建築協定等を導入し、本市の活性化につながる市街地整備を推進。 
 

 

（5）自然環境の保全の方針 [全体構想（素案）Ｐ41] 

・自然豊かな都市で市民は自然環境から多大な恩恵を受けながら生活。 
・近年、中山間地域、漁村集落の過疎化等による自然環境や農地の荒廃を抑制する新たな方策の検討が必要。 

 
《自然環境保全の方針》 

丘陵地やリア

ス式海岸線※ 
・市街地に近い豊かな自然緑地として、また自然との共生、環境への負荷の軽減の観点から

保全。※豊後水道県立自然公園に属する丘陵地や日豊海岸国定公園のリアス式の海岸線 
海岸 ・動植物の生育生息場所として保全を図るとともに、海水浴、釣り、自然観察等のレクリエ

ーション活動の場として活用。 
山林 ・保安林区域や地域森林計画対象民有林等の運用普及及び指定拡充を通じて計画的に保全さ

れるよう働きかけ。 
・市街地に隣接する丘陵地は、緑地保全地域や風致地区等を活用した保全を検討。 
・自然環境の体験・交流の場として、広場やレクリエーション施設等の整備推進を検討。 

河川 ・工場排水や家庭排水等の流入は、公共下水道整備や合併浄化槽等により汚水の流入を防止

し、水質浄化を推進。 
農地 ・優良な農地として保全に努め、特にみかんの生産を中心とした丘陵地の農地を保全。 
 
 
 

・公園・緑地は、市民のレクリエーションや憩いの場となり、生活にうるおいを与えるとともに、災害時には避

難場所となる等、多面的な機能を有する都市施設。本市には、合計 15箇所の公園が都市計画決定されすべて全
面供用済み。 

・公園の中には利用度が少なく、快適さを失った公園もあることから、今後の公園の在り方や設備について住民

の意見を取り入れ、地域住民の生活に合った都市公園の整備が必要。 
 
《1》都市計画公園・緑地などの配置方針 

・住民が生活のゆとりと快適さを実感できる都市公園の整備、拡充。 
・市街地における貴重な樹林地である社寺林は、緑地保全地区への指定を検討し、その永続性を図るとともに、

工業系用途地域における工場地域の緑地は緩衝地として存続。 
・丘陵地は、風致地区などの指定を検討し、良好な樹林地の維持存続。 

 
《2》公園の整備に対する選択と集中と維持管理の方針 

今後、都市公園等の整備に当たっては選択と集中の観点から、整備効果の高い場所の緑化を進めるため、本市の

代表的な景観の一つであり市街地に隣接する採掘場跡地周辺などで、修景と緩衝のための緑地を設け、快適な都市

環境を創出。 
新規公園緑地整備 周辺住民の意見を取り入れ、里親制度による維持管理を踏まえた整備。 

つくみん公園 市民の交流拠点としてイベント等のソフト面も併用し活用。 
総合運動公園 
 

「市民のスポーツ活動拠点」として位置づけ、スポーツの振興に寄与

するための施設整備とその維持管理。 

既成公園 

宗麟墓地公園 
 

「歴史を伝える拠点」として位置づけ、大友宗麟の終焉の地として

PRし施設の維持管理。 
リニューアル時 周辺住民とのパートナーシップによる維持管理を検討するなど、住民のアイデアを活かし、

利用者に親しまれる公園づくりを推進。 
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（6）都市景観形成の方針 [全体構想（素案）Ｐ42] 

●都市景観形成の基本方針 

津久見湾の島々、リアス式海岸や山並みなどが都市景観の骨格を形成。市街地では、中心市街地の市街地景観、

パイプラインや工場施設などの鉱業景観がある。また土地区画整理事業により整然とした住宅景観が特徴的。

この様々な個性を持つ景観が津久見独自の景観であり、これらを良好に保全及び新しい景観を創造し「津久見

らしさ」の増大に努める。また、本市は大友宗麟の終焉の地として有名でありこれら歴史的資源の保全が必要。 
《1》多様な自然や自然の恵みが織り成す景観を守り育てる 

豊かな自然景

観の保全 
・津久見湾を取り巻くリアス式海岸や山を抱えた豊かな自然景観は、本市の骨格であるとと

もに、都市景観の背景としても重要。 
・国定公園、自然公園内にあり開発行為の抑制がなされており、これらの保全。 

眺望景観 ・市内の多数の良好な視点場について、眺望できる範囲の建築物の制限や指導等を検討。 
放棄畑の景観

対策 
・山地景観のふもとの農業振興地域内に広がる畑等が放棄され景観的な問題が発生しており、

その対策として緑地保全地域制度の導入を検討。 
みかん畑 ・みかん畑等の耕作地の景観については、遊休農地の活用方策の検討も含めて検討。 
《2》独自性ある鉱業景観と周辺が調和した景観をつくる 

セメント産業

の景観 
津久見 IC周辺の跡地や中心市街地に隣接する工場群は、象徴的な景観として 
・津久見らしさとしてＰＲ。 
・一般住宅地等への緩衝緑地帯の整備など、周辺との「つなぎの景観」による調和。 

 

《3》活気ある市街地景観をつくり育てる 

専用住宅地 ・基盤整備時に併せて街区公園等の整備が進んでおり、今後も市街地形態や住民意向等を踏

まえ地区計画、建築協定、緑化協定等を活用した良好なまち並み景観の形成及び誘導を促

進。 
商業施設や幹

線沿道店舗 
・地域の特性に応じた形態、色彩、デザインを検討し周辺との調和。 
・屋外広告物の設置制限についても理解を求める努力。 

市街地景観 ・住宅地等の身近な緑の創出と、新たな市街地形成の際には、緑化地区計画の指定を推進。 
《4》地域の歴史・文化的景観を守り活かす 

貴重な歴史資

産 
・大友宗麟ゆかりの地として残る大友宗麟公墓、市内に多く点在する石造文化財などを恒久

的に保全。 
無形文化財の

保全継承 
・「堅浦霜月祭りの芸能」や市指定無形文化財である「津久見扇子踊り」など、数多くの祭り

は非日常的景観として今後も市民に受け継がれるために各地域で後継者育成を推進。 
《5》人や自然とネットワークされた景観を守る 

幹線道路沿道 ・自然景観、市街地景観等と調和させるため、景観阻害要因の排除及び規制誘導を行う。 
・関係機関、民間企業及び地域住民の協力を得て緑や花などの修景による沿道景観を保全。 

河川 ・本市に流れる青江川等の 2 級河川は、川幅が比較的狭く、市民に身近な河川景観を呈して

いる。河川管理者と協議しながら、親水空間の創出や眺望の視点場となりやすい橋上等の

修景など、市民にとってより身近な河川景観の創出。 
 

（7）都市防災の方針 [全体構想（素案）Ｐ44] 

１）都市防災の基本方針 

・瞬時に降雨の影響を受け、急傾斜地及び河川を中心とした自然災害に見舞われたため、保安林など面的・質

的強化と災害危険予想地域の指定の強化、土砂災害警戒区域の指定の拡大などにより市街化の抑制。 
・気象災害の大半は大雨による水害、土砂災害であり、最近では、温暖化現象がもたらすゲリラ豪雨も発生。 
・地震災害では、1921年（大正 10年）以降、震度 4以上の震源のほとんどが日向灘と豊後水道。津波では、
地震が本市に津波を起こした例はないが、東南海・南海大地震の発生予測も高く、経験のない災害の懸念。 

・既成市街地、農村集落、漁村集落などに老朽化が進んだ木造家屋が密集している地域があり、地震等による

火災の発生等、都市機能の脆弱性を示す箇所がある。平時から対策を講じ、大災害の発生及び被害を低減す

るため、ハードとソフト対策を併せて講じ、災害につよいまちづくりを推進。 
《1》防災に向けた計画的な各種事業

の推進（土砂災害、水害の未然防止） 

・砂防、治山、急傾斜地崩壊対策事業の推進や防災意識啓発活動等の総

合的な土砂災害対策をはじめ、護岸整備、河川改修などの実施の促進。 
《2》減災に向けた市街地整備の推進 

（地震、火災被害を最小限に抑制） 

・建物の耐震化・不燃化、延焼遮断帯の整備、木造密集市街地の改善、

消防・救助用活動道路の確保等の促進。 

《3》避難場所・避難路の確保（災害

発生時に安全かつ迅速に避難） 

・各地域において十分な避難路及び避難場所を確保。特に、密集した住

宅地においては、敷地のセットバック等による狭隘道路の解消。 
 

２）都市防災対策 
《1》水害・土砂災害対策 

 本市は地形・地質条件等から、がけ崩れ、地すべり、土石流等山地に起因する災害を受けやすい特質。地震発生

を契機とする斜面崩壊等の直接的な災害、流出土砂による貯水池の埋没、氾濫等の間接的な災害、あるいは余震に

伴う二次災害の懸念。 
 山地災害危険区域、山腹崩壊危険区域、土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所ともその総

数は全県的に比べて多いことから、県事業計画へ働きかけを行い、引き続き緊急性の高い箇所より事業を推進。 
《2》地震・火災対策 

建築物等の不

燃化促進 
・火災の延焼防止を図るため、建築物が密集する市街地を中心として防火地域・準防火地域

の指定の可能性を検討。 
・防火地域・準防火地域以外の地区でも、積極的に建築物の耐震化・不燃化を推進。 

建築物等改善

の指導 
・家屋が密集する市街地及び中心市街地においては、建築物やブロック塀等の倒壊、窓ガラ

ス、看板等の落下による被害、避難路の閉塞等の防止を指導。 
広域避難場所

指定 
・地震、津波被害等を想定し、広域避難場所の指定や長期の避難生活が可能な防災拠点の確

保を検討。 
 

（8）その他の都市施設 １）下水道の整備方針 ２）上水道・簡易水道の整備方針 ３）河川の整備方針 [全体構想（素案）Ｐ45] 

１）下水道 ・公衆衛生のさらなる向上、良好な水環境の保全及び都市の持続的発展を目的とした整備を推進。それにあわせて、地震時の機能確保等による災害への適切な対応。 

・公共下水道区域外は合併処理浄化槽と漁業集落排水事業で推進。 

２）上水道・簡易水道 ・主要管路については、耐震性の高い管種の更新。また、全体的・計画的なまちづくり・都市基盤整備を進める中で、効率的な水道運営。 

３）河川 ・青江川、津久見川は市街地を縦断する主要な河川で、治水機能に加え景観的視点にも配慮し、水辺環境や親水空間の整備など、人と身近な自然が共存できる場としての整備を検討。 
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