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１．策定委員会 
 

策定委員会は、平成 25 年 2 月に設置され、計 4 回開催されました。 

■表 策定委員会開催概要 

 開催日 主な検討内容 

第 1 回 平成 25 年 2 月 14 日（木） 
都市計画と市町村マスタープランについて 

北島町の現状と今後の方向性について 

第 2 回 平成 25 年 7 月 11 日（木） 
都市計画マスタープラン全体構想について 

住民参加について 

第 3 回 平成 25 年 11 月 26 日（火）

住民参加結果について 

都市計画マスタープラン全体構想について 

都市計画マスタープラン地域別構想について 

第 4 回 平成 26 年 1 月 28 日（火） 
パブリックコメント結果について 

実現化方策について 

 

■表 策定委員 

設置要綱区分 氏 名 職種等区分 在任期間 

学識経験者 近藤 光男 徳島大学大学院教授 平成24年度～平成25年度

関係団体の 

代表者 

真鍋 忠利 日清紡ホールディングス㈱ 平成24年度～平成25年度

天羽 修 北島町商工会 平成24年度～平成25年度

桑原 正治 板野郡農協北島支所 平成24年度～平成25年度

小谷 憲市 北島町自主防災組織連絡協議会 平成24年度～平成25年度

北島 千恵子 北島町婦人会 平成24年度～平成25年度

田代 八重美 北島町老人会 平成24年度～平成25年度

近藤 雅昭 
北島町ＰＴＡ連合会 

平成 24 年度 

井原 丈士 平成 25 年度 

中野 真吾 北島町議会産業建設常任委員会

委員長 

平成 24 年度 

中 勝 平成 25 年度 

北島 昭文 北島町議会産業建設常任委員会

副委員長 

平成 24 年度 

川村 昌司 平成 25 年度 

関係行政機関

の職員 

仁木  弘 
徳島県県土整備部都市計画課長

平成 24 年度 

九十九 聡 平成 25 年度 
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２．地域別懇談会 
  

本計画の策定にあたり、町民の目から見た地域の特性や課題、地域のまちづくりのテーマや方向性

を明らかにするため、「地域別懇談会（ワークショップ）」を開催しました。地域別懇談会における意

見は、地域別構想に反映するとともに、必要に応じ全体構想にも反映しました。地域別懇談会は、平

成 25 年 8 月、9 月の合計 2 回開催しました。 

次ページより、各地域で出た意見のまとめを示します。 

 

 

■表 地域別懇談会開催概要 

 開催日 開催内容 

事前 
告知～ 

平成 25 年 8 月 30 日（金） 

各自が自主的にタウンウォッチングを

実施 

第１回 
平成 25 年 8 月 31 日（土） 

午後 2 時～午後 5 時 

・自己紹介 

・ファシリテーターより説明 

・地域の良いところ、 

改善したいところ（追加） 

・より良くするために、 

課題を解決するために 

第２回 
平成 25 年 9 月 28 日（土） 

午後 2 時～午後 4 時 

・地域のキャッチフレーズ 

・地域の提案マップの検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■写真 地域別懇談会の様子 
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３．用語集【あいうえお順】 

 
一般廃棄物中間処理施設  埋め立てなどの最終処分する前に、家庭から出る一般廃棄物について

焼却、破砕などの処理をする施設のことをいいます。 

 

衛星都市  大都市の周辺にあって、都市として独自の機能を有しながら、大都市

の機能の一部を分担している中小都市のことをいいます。 

 

開発許可  都市計画で定められるいわゆる線引き制度の実効を確保するととも

に、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、新たに開発

される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設け

られた都市計画法上の制度のことをいいます。 

 

河川整備計画  河川の整備が河川整備基本方針に沿って計画的に行われることとな

る河川の区間について、地方公共団体や地域住民の意見を反映し、概ね

20～30 年の間に実施する河川工事、河川の維持の両面にわたり河川整

備の全体像を定めるものをいいます。 

 

合併処理浄化槽  家庭から出る雑排水とし尿を併せて処理する浄化槽をいいます。 

 

緩衝緑地  騒音、振動などの発生源である工業地帯や幹線道路と住居とを分離遮

断するために設けられる緑地のことをいいます。 

 

狭隘道路  車のすれ違いなどが困難な、交通に支障のある狭い道路をいいます。

 

近隣商業地域  まわりの住民が日用品の買物等をするための地域で、住宅や店舗のほ

かに小規模の工場が建てられます。 

 

区域区分  無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、都市計画区

域を市街化区域と市街化調整区域とに区分する制度のことをいいます。

 

建築協定  住宅地の環境や商店街の利便性を維持増進するため、建築物の敷地、

位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備について、区域内の土地所有

者および借地権者などが、自主的にその全員の合意により定める協定を
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いいます。 

公共下水道  主として市街地における下水（雨水・汚水）を排除、または処理する

ために地方公共団体が管理する下水道のことで、終末処理場を有し汚水

を排除すべき排水施設の相当部分が地中に埋設された構造によるもの

をいいます。 

 

工業専用地域  工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、

学校、病院、ホテル等は建てられません。 

 

交通センサス  道路交通センサスは、正式名称を「全国道路・街路交通情勢調査」と

いい、日本全国の道路と道路交通の実態を把握し、道路の計画、建設や

管理などについての基礎資料を得ることを目的として、全国的に実施し

ている統計調査です。 

 

国勢調査  総務省統計局が行う全国一斉の国勢に関する調査のことで、10 年ご

とに行われ、その中間の 5 年目には簡易な方法による調査が実施されて

います。 

 

コミュニティ道路  歩行者などが安全、かつ快適に通行できるよう、車道を蛇行させたり、

歩道を広げ植栽やストリートファニチャーを設けるなど、歩行・休息・

会話・遊びなど地域の人々の様々な要請を満たし、地域に密着した道路

をいいます。 

 

混雑度  実交通量の「交通容量」に対する比で表します。数値として 1.00 未

満の場合、渋滞や極端な遅れはほとんどないとみることができます。 

 

コンパクトなまちづくり  都市を存続させるため、郊外化を抑制し、まとまった範囲に都市機能

や住宅が集まり、活気や賑わいを生む都市の核を形成するまちづくり

で、これらの核が互いに連携し、都市機能を補完し合っていくまちづく

りのことをいいます。 

 

災害時要援護者  高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦、傷病者、日本語が不自由な外国人

といった災害時に自力で避難することが困難な人のことをいいます。 
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再生可能エネルギー  自然の恵みから半永久的に得られ、継続して利用できるエネルギーの

ことをいいます。 

 

市街化区域  都市計画で定める既に市街地を形成している区域や概ね 10 年以内

に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことをいいます。 

 

市街化調整区域  都市計画で定める都市の健全な発展を図るために市街化を抑制する

区域のことをいいます。 

 

市街化調整区域の地区計画  平成 18 年の都市計画法の改正により、市街化調整区域内で相当規模

の開発行為を行う際に作成されるものをいい、この内容に適合する場合

にのみ許可される（都市計画法第 34 条第 10 号）こととなりました。 

 

シビックプライド  主としてそこに住んでる人が、その都市に対してもつ誇りや愛着のこ

とをいい、都市をより良い場所にするために自分自身が関わっていると

いう当事者意識に基づく自負心ともいえます。 

 

主要地方道  道路法第 3 条の都道府県又は同条第 4 号の市町村道のうち同法第 56

条の規定に基づいて指定された都道府県道又は市道をいいます。 

 

準工業地域  主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域で、危険性、環境

悪化が大きい工場のほかは、ほとんどの建物が建てられます。 

 

準住居地域  道路の沿道において、自動車関連施設等の立地と、これと調和した住

居の環境を保護するための地域です。 

 

商業地域  銀行、映画館、飲食店、百貨店等が集まる地域で、住宅や小規模の工

場が建てられます。 

 

振興計画  地方自治法第 2 条第 4 項でいう、総合的かつ計画的な行政の運営を図

るための基本構想とこれに基づく基本計画をあわせたもので、    

「総合計画」と呼ばれていますが、本町では「振興計画」と呼んでい

ます。総合的・計画的な行政の運営を図るための基本的な考え方やその

ための具体的な事業を示す、市町村の最上位計画です。 
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人口集中地域  別名「DID 地区」といい、日本の国勢調査において設定される統計上

の地区で、人口密度が 1 平方キロメートルあたり 4,000 人以上の基本

単位区が互いに隣接して人口が 5,000 人以上となる地区のことをいい

ます。 

 

スマートインターチェンジ  高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップ

から乗り降りができるように設置されるインターチェンジのことをい

い、ＥＴＣを搭載した車両に通行を限定したインターチェンジです。 

 

整備、開発及び保全の方針  「都市計画区域」全域を対象として、長期的視点に立った都市の将来

像を明確にするとともにその実現に向けて、都市計画の基本的な方針を

定めるものです。 

 

第一種住居地域 住居の環境を守るための地域で、3,000 ㎡までの店舗、事務所、ホテ

ル等が建てられます。 

 

第一種中高層住居専用地域 中高層住宅のための地域で、病院、大学、500 ㎡までの一定のお店等

が建てられます。 

 

第一種低層住居専用地域 低層住宅のための地域で、小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中

学校等が建てられます。 

 

第二種住居地域 主に住居の環境を守るための地域で、店舗、事務所、ホテル、カラオケ

ボックス等が建てられます。 

 

第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅のための地域で、病院、大学等のほか、1,500 ㎡までの

一定のお店や事務所等必要な利便施設が建てられます。 

 

大規模集客施設  床面積 10,000 平方メートルを超える店舗、映画館、アミューズメン

ト施設、展示場等のことをいいます。 

 

地区計画  住民の意向を反映しながら、市町村が地区の特性に応じたきめ細かい

計画を定め、建物を規制・誘導し住みよい特色のあるまちづくりを総合

的に進めるための制度のことをいいます。 
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沖積層  河川による、低地の堆積物。礫(れき)・砂・泥など。河床・氾濫原・

低湿地・自然堤防・扇状地・三角州などの地形をつくります。 

 

低炭素型の都市  社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分

が都市において発生しているため、都市部の自動車交通量を減らして歩

いて暮らせるまちにするために土地利用を見直したり、低炭素建築物の

普及をするなど、低炭素化の促進を図った都市のことをいいます。 

 

テレワーク  勤労形態の一種で、情報通信機器等を活用し時間や場所の制約を受け

ずに、柔軟に働くことができる形態をいいます。 

 

都市計画基礎調査  都市計画法に基づき、都市計画区域について、おおむね 5 年ごとに行

われる都市計画に関する基礎調査をいい、人口規模、産業分類別の就業

人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量などの現況及び将来の見

通しについての調査を行います。 

 

都市計画区域  都市計画法に基づき、都市計画（区域区分、都市施設、市街地開発事

業など）を定める範囲のことで、一体の都市として総合的に整備、開発、

保全する必要がある区域のことをいいます。 

 

都市計画公園  休息、散歩、遊戯、運動等のレクリエーション及び災害時の避難等の

ための公共空地で、都市計画として定められた公園のことをいいます。

 

都市計画道路  都市計画において定められる都市施設の中の道路をいい、都市計画道

路は、高速道路などの自動車専用道路、地区と地区の間を結ぶ幹線街路、

区画街路、特殊街路等の 4 種類があり、都市計画で種別と構造等を定め

るものとされています。 

 

内水対策  洪水時に河川の水位(外水)が上昇すると、堤内（堤防の内側の都市部

等）の排水ができなくなるため、この内水を強制的に排水する対策のこ

とをいいます。 

 

南海トラフ地震  日本列島の太平洋沖、「南海トラフ」沿いの広い震源域で連動して起

こると警戒されているマグニチュード(M)9 級の巨大地震のことをいい



 

 

参考資料 

97 
 

ます。 

 

農業振興地域  農業振興地域の整備に関する法律（農振法）に基づき、農業地域の保

全、形成や農業振興施策の計画的な推進を図るため都道府県知事が指定

する区域をいい、農業振興地域は市街化区域には指定できません。 

 

農地転用  農地として登記してある土地を、宅地など他の用途に転用することを

いいます。 

 

農用地区域  農業に利用すべき土地として、農業振興地域内に設定された区域のこ

とをいいます。 

 

ハザードマップ  地震や洪水などの自然災害が起きたときの被害予測範囲や危険箇所

などをまとめた地図のことをいいます。 

 

バリアフリー  障がい者を含む高齢者等の社会生活弱者が、日常的な生活をおくる上

で利用しやすいように、物理的な障害や精神的な障壁を取り除いた環境

や空間のことをいいます。 

 

ヒートアイランド現象  コンクリートやアスファルトによる熱放射や空調設備の排熱などに

より、都市部の気温が郊外より高くなる現象のことをいいます。 

 

用途地域  秩序ある土地利用を誘導するため、住居、商業、工業など市街地の大

枠として土地利用を定めるため、建物用途を制限する都市計画法に基づ

く地域地区のことをいいます。 

 

ランドマーク  地上の目印となり、象徴になるような建造物などをいいます。 

 

緑地協定  「都市緑地法」に基づく制度で、土地所有者等の合意によって緑地の

保全や緑化について締結することをいいます。 

 

ワークショップ もともとは、「工房」「作業場」の意味で、さまざまな立場の人々が集

まって、自由に意見を出し合い、互いの考えを尊重しながら、意見や提

案をまとめ上げていく場のことをいいます。 
 



 

 

 


