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資料１ 計画策定に関する資料 

 
 

本計画は、市民アンケート調査を踏まえて作成した素案について策定委員会作業部

会の協議を経て策定委員会において検討するとともに、市ホームページ等に素案を公

開してパブリックコメントを実施しながら、これらを踏まえた計画策定を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳 島 県 

阿南市都市計画審議会 市    長 

阿南市都市計画 

マスタープラン策定委員会

阿南市都市計画 

マスタープラン 

策定委員会作業部会 

 

【事務局】 

特定事業部 

まちづくり推進課

 
庁内関係部署 

 

市  民

 
徳島県 

関係部局

通知 

諮
問

提案 意見 

提
案 

意
見 

・アンケート調査
・パブリックコ
メント 

【関連事項の調整】【ヒアリング】

阿南市都市計画マスタープランの策定体制 

提案 

承
認

策定体制 １－１ 
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（１）阿南市都市計画マスタープラン策定委員会設置規程 
平成 13 年 6 月 13 日 

阿南市訓令第５号 

（設置） 

第１条 阿南市における都市計画に関する基本的な方針を策定するため、阿南市都市計画

マスタープラン策定委員会（以下「策定委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 策定委員会は、阿南市都市計画マスタープランの策定に関して必要な事項を調査

審議する。 

（組織） 

第３条 策定委員会は、委員１５人以内をもって組織する。 

（委員） 

第４条 委員は、市の職員のうちから市町が任命する。 

２ 委員の任期は、任命の日からその日の属する年度の末日までとする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職

務を行うものとする。 

（委員長） 

第５条 策定委員会に委員長を置き、市長が委員の中から指名する。 

２ 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ市長の指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 策定委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 

（作業部会の設置等） 

第７条 第２条に規定する所掌事務について専門的に調査研究をするため、策定委員会に

作業部会を置く。 

２ 作業部会は、部会長及び部会員で組織する。 

３ 部会長は、特定事業部まちづくり推進課長をもって充てる。 

４ 部会員は、課長補佐又は係長の職にある市の職員のうちから、市長が任命する。 

 

（庶務） 

第８条 策定委員会及び作業部会の庶務は、特定事業部まちづくり推進課において処理す

る。 

（委任） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

策定委員会に諮って定める。 

附 則 

この訓令は、平成１３年６月１３日から施行する。 

附 則（平成 20 年 9 月 19 日阿南市訓令第 4 号） 

この訓令は、平成２０年９月１９日から施行する。 

策定委員会設置規程と策定委員会等開催状況 １－２ 
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（２）策定委員会・作業部会開催状況 
■阿南市都市計画マスタープラン策定委員会開催状況 

回 数 開催年月日 議 題 

第１回 平成 21 年 

５月 28 日 

(1)現況調査・分析について 

(2)住民意向の把握について 

(3)現況からの課題整理について 

(4)広域都市計画区域に係る客観的評価（案）について

(5)線引き制度等に係る客観的評価（案）について 

第２回 平成 21 年 

９月３日 

(1)将来目標の設定（案）について 

(2)全体構想（案）について 

(3)全体構想（案）パブリックコメントの実施内容について

(4)香川県の線引き廃止後の動向について 

第３回 平成 22 年 

７月 23 日 

(1)阿南市都市計画マスタープラン（案）パブリックコ

メントについて 

(2)阿南市都市計画マスタープラン（案）について 

（地域別構想、実現化方策 等） 

第４回 平成 23 年 

 ２月４日 
(1)阿南市都市計画マスタープラン（案）について 

 

■阿南市都市計画マスタープラン策定委員会作業部会開催状況 

回 数 開催年月日 議 題 

第１回 平成 20 年 

12 月３日 

(1)スケジュールについて 

(2)現況特性及び課題（案）について 

(3)広域都市計画区域に係る客観的評価（素案）について 

(4)線引き制度等に係る客観的評価（素案）について 

第２回 平成 21 年 

３月 25 日 

(1)現況及び特性について 

(2)住民意向の把握について 

(3)現況からの課題整理について 

(4)広域都市計画区域に係る客観的評価（案）について

(5)線引き制度等に係る客観的評価（案）について 

第３回 平成 21 年 

７月 17 日 

(1)平成 21 年度以降のスケジュールについて 

(2)将来目標の設定（案）について 

(3)全体構想（案）について 

(4)パブリックコメント（意見募集）の実施について 

(5)その他 

第４回 平成 22 年 

１月 28 日 

(1)地域別構想（案）について 

(2)実現化の方策（案）について 

(3)その他～全体構想パブリックコメント結果など 

第５回 平成 22 年 

６月２日 

(1)阿南市都市計画マスタープラン（案）パブリックコ

メントについて 

(2)阿南市都市計画マスタープラン（案）について 

（地域別構想、実現化方策 等） 
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回数 実施時期 調査内容 

第１回 平成 17 年５月 

アンケート名：新しいまちづくりに関するアンケート 

       (第４次阿南市総合計画後期基本計画策定のため) 

調査の実施：阿南市・那賀川町・羽ノ浦町に居住する

20 歳以上の男女 3,000 人を無作為抽出 

回収率：42.9％ 

第２回 平成 20 年８月 

アンケート名：市民まちづくり意識調査 

調査の実施：市内在住の 20 歳以上の男女 3,000 人を無

作為抽出 

回収率：35.0％ 

第３回 平成 22 年９月 

アンケート名：第５次阿南市総合計画策定に伴う市民ア

ンケート調査 

調査の実施：18 歳以上の市内に住所を有する男女 5,000

人を無作為抽出 

回収率：44.8％ 

 

 

 

回数 開催年月日 公表資料 寄せられた意見（結果）

第１回 
平成 21 年 10 月１日 

～平成 21 年 10 月 30 日

(1)都市の概況・住民意

向の把握・現況からの

課題整理 

(2)全体構想（案） 

(3)全体構想（案）概要

版 

５人（10 件） 

 

 

第２回 

 

 

平成 22 年 8 月 1 日 

～平成 22 年 8 月 31 日

(1)阿南市都市計画マス

タープラン（素案） 

(2)阿南市都市計画マス

タープラン（素案）概

要版 

１人（３件） 

※パブリックコメント（意見募集）の実施結果は、市ホームページに掲載のほか、市役

所分庁舎２階（特定事業部まちづくり推進課）で閲覧できるようにいたしました。 

 

 

 

回数 開催年月日 議  題 

第１回 平成 22 年 

11 月 29 日 

■ 阿南市都市計画マスタープラン（案）についての 

概要説明 

第２回 平成 23 年 

２月 28 日 
■ 阿南市都市計画マスタープラン（案）の承認 

 

 

アンケート調査の実施状況 １－３ 

パブリックコメント（意見募集）の実施状況 １－４ 

阿南市都市計画審議会の開催状況 １－５ 
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資料２ 用語の解説 

 

【あ行】 
■一般住宅地 

このマスタープランにおいては、住居の環境を守るとともに大規模な店舗・事務所、遊

戯施設、工場等の立地を制限し、住宅地としての土地利用を図る地域とします。 

 

■ウォーターフロント 
 海や河川などの水辺に接する土地を指します。 

 
■ＮＰＯ 

「民間非営利活動団体」と訳され、非営利、非政府の立場で自主的、自発的な活動（社

会的なサービスの提供など）を行う団体です。 

 
■沿道サービス型店舗 

このマスタープランにおいては、車での利用に供するために、幹線道路沿いに立地する

飲食、物販、供給などのサービス施設のことです。 

 
■大型店舗 

店舗面積が 1,000 平方メートルを超える大規模小売店舗を指します。出店に際しては大

規模小売店舗立地法に基づき、都道府県ないし政令指定都市への届け出と審査を受けなけ

ればなりません。 

 

 

【か行】 
■回帰式 

複数の量的変数があるとき、着目する変数（目的変数）を別の変数（説明変数）で説明

する式のことで、ここでは人口を目的変数、年次を説明変数をして幾つかの回帰式を設定

しています。 

 

■街区公園 
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園（都市公園法施

行令第２条）です。敷地面積は 0.25ha を標準としています。 

 

■開発行為 
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質
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の変更を行うことです。区画の変更とは道路、河川、水路等の廃止・付け替え、新設等に

より一団の土地利用形態や各区画を変更する行為、形質の変更とは切土、盛土等による土

地の造成、農地や山林などを建築物の敷地又は特定工作物の用地として利用する行為など

が該当します。 

 
■合併処理浄化槽 
 家庭のし尿と雑排水（台所、洗濯、風呂などの排水）を合わせて処理する排水処理施設

です。公共下水道のような集合処理方式とは異なり、個別の汚水を処理します。 

 

■基幹産業用地 
地域の経済活動等を支える重要な産業用地を指します。 

 

■既成市街地 
 既に市街地が形成されている地域のことです。都市計画法では、人口密度が１ha 当たり

40人以上の地区が連たんして 3,000人以上となっている地域とこれに接続する市街地をい

い、市街化区域の設定基準の一つになっています。 

 

■規制誘導方策 
このマスタープランにおいては、都市計画法に基づいて土地利用や建築物の用途・形態

等を規制する方策や、市街化調整区域において地区計画や条例等により土地の範囲や建物

用途・形態等の一定の適用要件を定めることにより、開発行為等に対する例外的な許可の

基準に適合しやすいように誘導する方策などを指します。 

 

■既存ストック 
このマスタープランにおいては、これまでに建設された小学校、中学校、文化施設など

の公共施設、建築物などの蓄積のことを指します。 

 

■急傾斜地崩壊危険区域 
傾斜度が 30 度以上の急傾斜地でその崩壊により相当数の居住者等に危害が生ずるおそ

れのある土地及びその隣接地で崩壊を助長又は誘発するおそれのある土地の区域です。当

該区域において、水の放流、ため池等の設置、切土・掘削・盛土、立木竹の伐採、土砂の

採取等の行為をする場合には、原則として知事の許可を受けなければいけません。 

 

■行政区域 
行政区域とは市町村等の土地として管轄する地域を指します。本市の行政区域は阿南市

域の 279.47km2 です。 
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■近隣公園 

主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園（都市公園法施行

令第２条）です。敷地面積は２ha を標準としています。 

 

■クラスター状 
クラスター とは英語で「房」を意味し、まとまった市街地や集落地等がブドウの房のよ

うに連なる状態を指します。 

 
■広域避難所 

大震火災等の災害が発生した場合、広域的避難の用に供する施設です。都市公園、学校

や官公庁施設などが指定されています。 

 
■公共公益施設 

公共公益施設は、公共施設と公益施設を指します。「公共施設」という語は、道路、広場、

公園、緑地、水路等に限定して、公共の用に供する施設として定義されています。一般用

語では、公共施設と称される小学校、中学校、官公庁、図書館、公民館等を「公益施設」

（または公共的施設）といって、公共施設と区別しています。 

 

■工業地 
このマスタープランにおいては、工業の利便の増進とともに周辺の居住環境や自然環境

等との調和を保ち、工業地としての土地利用を図る地域とします。 

 

■交通結節機能 
 駅前広場や駐車場、駐輪場などのように、鉄道、バス、自転車などの異なる交通機関を

接続する地点（鉄道駅、バスセンター、港など）において乗継ぎや乗換えを便利にし、交

通手段間をつなぐ機能です。 

 

■国営総合農地防災事業 
農地防災事業は、農地や農業用施設に対する災害を未然に防止するため、湛水被害や地

すべりの防止、水質や土壌の保全、ため池の整備などを行う事業です。このうち、特に大

規模な優良農業地帯などを対象とする場合には、国が自ら事業（国営総合農地防災事業）

を行っています。 

 

■国勢調査 
国勢調査は、我が国の人口や世帯の実態を明らかにする国の も基本的な統計調査とし

て、大正９年（1920 年）以来５年ごとに実施されています。結果は、選挙区の画定、議員

定数の基準や、国民の生活設計、企業の事業計画、学術研究機関の実証研究など、社会経
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済の発展を支える基盤となる統計を提供しています。 

 

■個人情報保護条例 
この条例は、高度情報通信社会の進展の下、市の事務又は事業を効率的に遂行するため

に、個人情報の有用性に配慮しつつ、市の実施機関の保有する個人情報の適正な取扱いに

ついての基本的事項を定め、あわせて個人データの本人に対し個人データの開示及び訂正

等を請求する権利を保障することにより、個人の保護に値する利益を擁護することを目的

とするものです。 

 

■コミュニティプラント 
環境省が所轄する地域し尿処理施設事業により、市町村が設置し維持管理する生活排水

処理施設です。地方公共団体や公社などが行う開発によって作られる住宅団地などに設置

されます。 

 

 

【さ行】 
■ＣＡＴＶ 

テレビの有線放送サービスです。山間部や人口密度の低い地域など、地上波テレビ放送

の電波が届きにくい地域でもテレビの視聴を可能にするという目的で開発されたものです。 

 
■市街化区域 
 都市計画区域内に設定されている区域で、すでに市街地を形成している区域及びおおむ

ね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。 

 

■市街化調整区域 
 都市計画区域内に設定され、市街化を抑制すべき区域です。開発行為については原則的

に禁止され、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当で周辺の市街化を促進しな

いものなどが例外的に開発許可を受けることができます。 

 

■自然動態 
一定期間における出生及び死亡に伴う人口の動きをいいます。 

 

■社会動態 
一定期間における転入及び転出に伴う人口の動きをいいます。 

 

■住民基本台帳 
住民一人ひとりの住所・氏名・生年月日など、法律で定められた事項を記載したものが
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住民票です。また、一人ひとりの住民票をまとめたものが住民基本台帳と呼ばれています。

これは全国の市区町村がおのおの整備・管理し、行政サービスの基礎資料として使用され

ています。 

 

■集約型生活圏 
このマスタープランにおいて、本市の生活圏（市街地や集落地）が鉄道駅等を中心に分

散して立地していることを踏まえ、圏域内の中心市街地や駅周辺等を生活に必要な諸機能

を集約して備える拠点（日常生活拠点）とし、拠点と圏域内のその他の地域を公共交通ネ

ットワークなどで有機的に連携することで、圏域内の多くの人にとっての暮らしやすい生

活圏を“集約型生活圏”と呼称します。 

これは、モータリゼーションの進展とともに低密度の市街地が無秩序に拡散する都市構

造に歯止めをかけ、少子・超高齢社会に対応した「歩いて暮らせるコンパクトな集約型の

都市構造」への再編をめざし、合わせて郊外部等の自然・田園環境の再生にも取り組むも

のです。 

 

■循環型社会 
環境への負荷を減らすため、自然界から採取する資源をできるだけ少なくし、それを有

効に使うことによって、廃棄されるものを 小限におさえる社会のことです。従来の「大

量生産・大量消費・大量廃棄型社会」に代わる、今後目指すべき社会像として、国は「リ

デュース」（ごみを出さない）」、「リユース（再使用する）」、「リサイクル（再生利用する）」

の３Ｒを循環型社会の実践的な行動指針としています。 

 

■上位計画 
 対象とする計画の上位に位置し、総合的、広域根幹的又は長期的な視野に立って基本方

針を定めている計画のことです。本市の都市計画の上位計画としては徳島県が策定する総

合計画、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、本市の総合計画などがあります。 

 

■親水公園 
水と親しめるように作られた公園。河川に沿って遊歩道を作ったり、川底に自然石を置

いたり、滝や水遊びのできる場所などを設けて水辺に親しめるようにしたものです。 

 

■シンボルロード 
 都市の顔となる道路を指します。例えば、歩道拡幅、電線類地中化や緑化によりゆとり

ある歩道空間の整備や沿道景観の誘導を行うことにより、潤いのある道路空間や地域の伝

統的な町並みなどを形成し、都市の象徴となるような道路です。 
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■水源涵
かん

養機能 

地表を流れる河川の水量や地下水が枯渇しないように補給する働き、能力です。河川の

上流に広がる森林は、雨水や雪解け水を貯え、徐々に河川水や地下水として放出すること

で水源涵養機能を果たしています。 

 

■ストックヤード 
輸送における一時的な保管場所をストックヤードといいます。分別回収により収集し、

再利用や再生利用を目的としたごみの一時保管所を指す場合が多くあります。  

 

■専用住宅地 
このマスタープランにおいては、道路、公園等の整備とともに農地等の宅地化を促進し

つつ、戸建住宅を中心とする緑豊かな低層建築物主体の専用住宅地としての土地利用を図

る地域とします。 

 

 

【た行】 
■地域商業地 

このマスタープランにおいては、近隣地域の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の

利便を高め、地域の商業地としての土地利用を図る地域とします。 

 

■地域高規格道路 
地域高規格道路は、全国的な幹線道路ネットワークである高規格幹線道路と一体となっ

て、地域発展の核となる都市圏の育成や地域相互の交流促進、空港・港湾などの広域交流

拠点との連結等に資する路線です。自動車専用道路もしくはこれと同等の高い規格を有し、

60～80km／h の高速サービスを提供できる道路です。 

 

■地球温暖化 
人間活動の拡大で、二酸化炭素・メタン・亜鉛化窒素などの温室効果ガスの濃度が増加

することで、地球の表面温度が上昇することを言います。温室効果ガスの増加の原因は、

産業革命以降の石炭や石油といった化石燃料の大量消費という人為的な活動に起因すると

ほぼ断定されています。 

 

■地産地消 
地域の消費者ニーズに即応した農業生産と、生産された農産物を地域で消費しようとす

る活動を通じて、農業者と消費者を結びつける取組です。 
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■治山・治水事業 
治山事業は、保安林を守り育てることによって、山崩れなどの山地災害から住民の生命・

財産を守ることや森林が 持つ水源のかん養機能を高めたり、さらには緑豊かな生活環境の

保全・形成等をめざしている事業です。 

治水事業は、治水、利水、水資源開発、電源開発、砂防などを含む多様な目的を持って

います。事業の種類としては、堤防による河川改修、総合治水、砂防もしくは多目的ダム、

調節池、排水機場、水門、樋門や樋管、堰、災害復旧工事といったものがあり、これらを

総称して治水事業を呼んでいます。 

 

■中心商業・業務地 

このマスタープランにおいては、市の中心となる商業その他の業務の利便を高め、本市

の中心的な商業・業務地としての土地利用を図る地域とします。 

 

 
■ＤＩＤ 
 人口集中地区のことです。国勢調査で設定される地域区分の一つ。市町村の境界内で人

口密度の高い国勢調査区（原則として人口密度が４千人／ｋ㎡以上）が隣接し、総体とし

て人口５千人以上を有する都市的地域を示します。 

 

■定住自立圏構想 
中心的な都市と周辺の市町村が相互に連携・協力することで、医療・福祉・商業など住

民の生活に必要な機能を確保して、地方圏域全体の活性化を図り、人口定住の受け皿を形

成しようとする政策が定住自立圏構想です。 

 

■田園地域 

このマスタープランでは、本市の市街化調整区域が農地と集落地や地場産業地などから

形成されていること踏まえ、地域住民の暮らしや産業活動を一定の規律のもとに持続的に

守り育てる観点から、市街化調整区域を「田園地域」と呼称して各種の土地利用の方針を

定めています。 

 

■田園沿道サービス地 

このマスタープランでは、田園地域（市街化調整区域）の幹線道路沿いにおいて、農業

との調和を図った上で計画的なまちづくり計画に基づき、近隣地域の住民が日用品の買物

をする店舗等の業務の利便を高め、地域の商業地としての土地利用を図る地域とします。 
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■田園居住地 

このマスタープランでは、市街化区域に隣接して利便性が高い田園地域（市街化調整区

域）において、農業との調和を図った上で計画的なまちづくり計画に基づき、住宅地など

の適正な都市的土地利用を図る地域とします。 

 

■田園工業地 

このマスタープランでは、田園地域（市街化調整区域）の既存工業地や交通要所におい

て、農業との調和を図った上で計画的なまちづくり計画に基づき、工業の利便の増進とと

もに周辺の居住環境や自然環境等との調和を保ち、工業地としての土地利用を図る地域と

します。 

 

■田園集落地 

このマスタープランでは、田園地域（市街化調整区域）の集落地等において、住居の環

境を守るとともに大規模な店舗・事務所、遊戯施設、工場等の立地を制限し、住宅地等と

しての土地利用を図る地域とします。 

 

■徳島県南部地方生活圏域 
徳島県土地利用基本計画書で規定された南部地域（阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、

海陽町の１市４町の区域） 

 

■特定建築物 
特定建築物は耐震改修促進法第６条に規定された、次の第 1 号から第３号に掲げる

もので、昭和 56 年以前に建築され、“耐震性が不十分な建築物”が該当します。 

ア 第１号特定建築物：多数の者が利用する建築物 

イ 第２号特定建築物：石油類など危険物を取扱う建築物 

ウ 第３号特定建築物：地震によって倒壊した場合において敷地に接する道路の通

行を妨げ円滑な避難を困難とするおそれがある住宅・建築

物 

 

■都市機能 
都市のもつさまざまな働きやサービスのことで、業務、商業、居住、工業、交通、政治、

行政、教育等の諸活動によって担われるものです。 
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■都市基盤施設 
道路や上下水道、公園、河川等の都市活動の基盤となる施設です。 

 

■都市計画運用指針 
都市計画制度が地方公共団体によって適切に運用されるようにするため、国土交通省が

都市計画制度全般の考え方を示した文書です。制度の運用に当たっての基本的考え方や

個々の都市計画の決定、変更にあたって参考となる考え方、基準などが技術的助言として

示されています。 
■都市計画区域 
 都市計画が対象とする地理的範囲を定めたもので、一体の都市として総合的に整備、開

発及び保全する必要がある区域として、都市計画法に基づき都道府県が指定します。本市

域においては、市域の一部（101.46km2）が徳島東部都市計画区域（５市３町より構成）に

指定されています。 

 

■都市緑地 
主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観の向上を図るために設けられる

緑地です。河川敷や水面等のほか、市街地における良好な樹林地、社寺境内地などを利用

していることがあります。 

 

■土地改良事業 
農業の生産性向上や農業構造の改善を目的とし、農用地や農業用水路、農道などの農業

生産基盤の整備を行うもので、区画整理事業、農地造成事業や用排水施設整備補修等事業

のほか、農用地の改良又は保全のために必要な事業を広く含みます。 

 

 

【な行】 
■長生の暖地性樹林 

10 数種類の暖地を代表する樹木が群生しており、自然の樹林がそのまま保存された王子

神社の社叢です。県の天然記念物に指定されている発達した樹林が神社の荘厳さを保って

います。 

 

■熱回収施設 
廃棄物を焼却し蒸気エネルギーを回収し、温水利用や発電等の余熱利用を行う施設です。

エネルギー回収施設の一つです。 

 

■農業センサス 
農林業センサスは、農林業に関する基礎データの作成等を目的として、1950 年以降５年
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ごとに農林水産省が都道府県・市区町村を通じて実施しています。日本では、ＦＡＯ（国

連食糧農業機関）加盟国として 10 年ごとに世界農林業センサスが行われているほか、その

中間の５年ごとに独自の農業センサスも実施されています。 

 

■農用地区域 
農振法に基づき市町村が農業振興地域整備計画において定める集団的に存する農用地

等です。農用地区域においては、農業振興地域整備計画の達成に支障となる等の開発が制

限されるとともに、指定以外の用途への転用の制限などの土地利用規制が課されます。 

【は行】 
■パブリックコメント 

行政機関が政策等の立案を行うにあたり、その政策案を公表し、一般市民や事業者等か

ら意見を求め、それを考慮して意思決定を行う手続きです。 

 
■防災公園 

地震に起因して発生する市街地火災等の二次災害時における国民の生命、財産を守り、  

大都市地域等において都市の防災構造を強化するために整備される、広域防災拠点、避難

地、避難路としての役割をもつ都市公園及び緩衝緑地です。 

 
■防災ステーション 

防災ステーションは水防活動拠点として、水防資器材の備蓄、水防活動の拠点基地や災

害時の避難場所として活用するための施設です。 

 
■歩車共存道路（ボンエルフ型道路） 

歩行者、自転車、自動車の通行空間を物理的に分離しない道路です。生活道路とよばれ

る住区内や商業地などの区画街路において、凸部や狭窄部、屈曲部等の自動車の速度を抑

制する構造を採用することにより、歩行者や自転車の安全性・快適性を実現することを目

的とします。1970 年代にオタンダで始められた歩行者と自動車が共存できる歩車融合型の

道路です。 

 
■ほ場 

「ほ場」とは田畑や樹園地のように作物を栽培している農地のことです。 

 

 

【や行】 
■遊休未利用地 
 相当期間を経過して未利用又は低利用な状態にある土地です。 
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■ＵＪＩターン 
元々地方で育った人が大都会で働き再び地方に戻るＵターン、大都市で生まれ育った人

が地方の企業に転職し移住するＩターン、大都市で働き、故郷の近隣地域に戻るＪターン

を合わせた言葉です。 

 

■ユニバーサルデザイン 
バリアフリーが障害の除去（障がい者等のための特別な配慮）であるのに対し、ユニバ

ーサルデザインは障がい者や高齢者も含め、誰もが利用しやすいデザインを指します。 

 

【ら行】 
■ライフライン 
 電力・ガス・上下水などの供給・処理施設、電話などの通信施設、道路・鉄道などの交

通施設等のことです。現代の都市的な生活を送るうえで、地域の「生命線」としてなくて

はならないものです。 

 

■リアス式海岸 
出入りの複雑な海岸線を示し、入江や湾に富む海岸。開析された山地が沈水してできた

と考えられ、三陸海岸の南半部、若狭湾などに見られます。呼称はスペイン北西部ガリシ

ア地方のリア（ria 入江）の多い海岸に由来しています。 

 

 

【わ行】 
■ワークショップ 

特定の課題について、住民、行政、専門家などが討議し協力してアイデアを出し合う集

会。都市整備の分野では住民参加の有効な手法の一つです。 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


