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都市づくりの基本理念

位置づけ

都市計画マスタープランとは

天草市総合計画

z 都市計画マスタープランは、住民に最も近い立場
にある市町村が、その創意工夫のもとに住民の意
見を反映させながら都市の将来像を確立し、地域
別などのあるべき都市の姿を市町村自ら定める
ものとして、平成４年の都市計画法の改正により
創設（第 18 条の 2）されました。
z このマスタープランは、「市民と行政が協働でこ
れからの本市のあるべき姿を考え、それに向けて
のまちづくり（都市計画）を進めていくための指
針となります。

豊かな自然と共生する活気あふれる海洋都市

都市計画区域マスタープラン

宝の島を生かして一人ひとりが心豊かに暮らせる都市づくり～

～

区域別構想
地域別構想
推進方策

策定の背景
z 本市は、平成 18 年 3 月の合併により、１つの行
政区域に「本渡都市計画区域」、
「牛深都市計画区
域」の２つの都市計画区域を有することとなりま
した。
z 今後、想定される人口減少や高齢化の進展などを
要因とする社会・経済の変化への対応を踏まえ、
これまでの“都市化社会”から安定・成熟した“都
市型社会”への移行が求められています。

実施計画

都市計画の決定・変更

各種事業
の 実 施

都市計画規制
都市計画事業

基本目標

全体構想

市民意見
関係機関

関 連 計 画

天草市都市計画
マスタープラン

多様な活動を支える
市域の骨格

市民と行政の協働

活力・にぎわいの向
上

暮らしの安定と向上

環境・景観の保全と
創造

広域的な連携・交
流と自然との調
和による機能的
なまち

地域の宝を生か
して協働で取組む
まちづくり

農林水産業と商
工業・観光業との
連携による活力と
にぎわいあるまち

利便性、快適性
に優れた、安全・
安心に暮らせるま
ち

恵まれた自然環
境と歴史文化を
生かした魅力あ
ふれるまち

策定にあたって
z 都市計画マスタープランの対象区域は原則として
都市計画区域内ということになりますが、本プラ
ンを策定するにあたっては、都市の一体性を考慮
し、市全域も対象に都市づくりの方針を示してい
ます。

策定の目的
z 健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を
確保するため、
「将来の都市のすがた」と、これを
実現する方法として「今後のまちづくりの進め方」
を示し、市民との協働による「持続可能な都市（ま
ち）づくり」の創造を目的とし、このマスタープ
ランを策定します。

都市づくりの主要課題
１．人口減少・高齢社会に対応した都市づくり
z 魅力ある定住環境づくり
z 歩いて暮らせるまちづくり

役割

２．地域経済の持続や都市のにぎわい再生
z 雇用の創出や拠点地区への都市機能の強化などによ
る中心市街地の再生
z 広域交通ネットワークの形成による地域間連携や交
流人口の増大

① 長期的な視点から都市の将来像や進むべき方向を
一体的、総合的に示します。
② 土地利用の規制や誘導、各種都市計画事業への協
力や参画など市民と行政の協働によるまちづくり
を進めるうえでの重要な指針とします。

３．環境共生や環境負荷の低減
z
z
z
z

③ 具体の都市計画を決定又は、変更する際の重要な
指針とします。

豊かな自然の保全
自然と集落地、市街地との共生や調和
地域特性を生かしたまちづくり
低炭素型都市づくり

４．災害に強い都市づくり

目標年次

z 防災・減災対策の強化
z 災害時に迅速な対応ができる環境整備

z 平成 47 年（2035 年）

５．持続可能な都市づくり

z 上位計画の変更や社会情勢の変化など、必要に応

z 規制・誘導や既存ストックを活用した都市づくり
z 市民、行政の協働による都市づくり

じて見直しができるものとします。
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拠点／都市施設の効率的な配置と機能の維持・向上
z 医療･福祉、商業などのサービスを提供する施設の集積や既存施設の活用を図り、都市機能を維持・向上していき
ます。

軸／多様な交流を支える交通ネットワークの形成
z 拠点を効率よく結ぶ交通ネットワークを形成することで、利便性を確保し市全域の一体性を創出していきます。

ゾーン／自然環境と市街地との共生関係の維持
z 豊かな自然と調和した拠点の形成を進め、本市の魅力である自然と市街地の共生関係を維持していきます。

都市づくりの基本方向
z 藍く美しい海に囲まれた自然豊かな都市として、自然環境を次世代に引き継ぎながら、歴史的・文化的資源など
の地域資源を産業や観光に生かし、活気あふれる都市づくりを目指します。
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土地利用方針

本渡都市計画区域
基本
理念

中心商業業務ゾーン

基本目標

天草海洋圏の交流
拠点となるにぎわい
の都市づくり

誰もが安心して快適
に暮らせる都市づく
り

充実した都市基盤
を生かしたエコ・コン
パクトな都市づくり

自然環境や歴史的・
文化的資源との調
和が感じられる都市
づくり

都市づくりの分野別方針

専用住宅地ゾーン

一般住宅市街地ゾーン
・幹線道路の沿道は、周辺の戸建て住宅地
との調和を基本とし、災害に強い都市型
住宅の配置を図ります。
・生活利便性の高い中高層住宅市街地とし
て、一定の生活利便施設などの立地を認
めつつ、居住環境の保全を図ります。

・丘陵地の住宅地は、店舗や事務所などの立地を抑
制し、海岸や山林などの優れた自然環境や景観と
調和した低中層系住宅の配置を図ります。
・計画的に開発された地区では、地区計画、建築協
定などの地区ルールの締結を推進し、良好な居住
環境の形成を図ります。

・中心商店街や市役所周辺は、本
市の中心的な役割を果たすよ
うに商業、業務機能を充実する
とともに、まちなか居住などの
定住促進を図ります。
・商業環境の充実や既成市街地と
一体的な土地の高度利用など
により、娯楽、教育・文化、行
政、交通などの都市機能の集積
や複合化を図ります。

土地利用
都市的土地利用（中心商業業務ゾーン、沿道商業業務ゾーン、近隣利便ゾーン、一般住宅市街地ゾーン、専用住宅地ゾーン、臨港産業ゾーン）

臨港産業ゾーン

●都市機能の適正な配置・誘導を図ります。 ●良好な市街地形成を促進する土地利用の規制・誘導を図ります。

・本渡港に面した地区は、
港湾関連機能や流通施設
などの誘導とともに、交
通結節、観光物産、情報
発信機能を集積し、人・
モノ・情報・文化の交流
拠点の形成を図ります。
・土地利用状況など周辺環
境に配慮した土地利用の
誘導を図ります。

自然的土地利用（自然環境共生ゾーン、森林保全ゾーン）
●市街化の抑制と自然環境・集落環境の保全を図ります。 ●活力再生に向けた利活用を促進します。

道路・交通
道路網

●多様な交流を支える広域交通ネットワークの整備促進を図ります。 ●道路整備の推進による観光ネットワークの形成を図ります。
●ユニバーサルデザインに配慮した交通環境の実現を目指します。 ●道路・橋りょうの長寿命化の推進を図ります。

歩行者自転車空間 ●誰もが安心して快適に回遊できる歩行者自転車空間の創出を目指します。
公共交通

●少子高齢社会に対応した公共交通の維持・充実を図ります。 ●「天草市公共交通連携計画」に基づく交通不便地域の解消を図ります。

沿道商業業務ゾーン
・都市骨格軸の沿道は、商業、業務、医
療・福祉、情報などの高次な都市機能
の集積や土地の高度利用を図ります。

みなと
●防災機能の向上を図ります。 ●「みなとまちづくり基本構想」の推進を図ります。 ●（仮称）第二天草瀬戸大橋の整備と連携した取組みを進めます。

市街地・拠点
●地域特性に配慮したまちなか空間の創出による市街地の再生に努めます。

公園緑地
●施設の改修・更新による機能の保全と向上に努めます。 ●水と緑のネットワークの形成を図ります。 ●花や緑が豊かな市街地空間の形成を図ります。

その他都市施設

近隣利便ゾーン
・国道 324 号、266 号、(主)本渡下田線
の沿道は、商業、業務、医療・福祉機
能など周辺市街地の生活利便性の向
上に必要な都市機能の充実を図りま
す。
・大規模な店舗などの立地については、
中心市街地や既存商店街の商業活性
化に資するような誘導を図ります。

河川 ●治水機能の向上と憩いと安らぎ空間の創造を目指します。 下水道 ●機能の保全・更新と生活排水処理対策の推進を図ります。

自然環境
森林保全ゾーン

●豊かな自然環境の保全と継承を図ります。 ●開発や都市整備における自然環境への配慮に努めます。 ●観光やレクリエーションの場としての活用を促進します。

都市景観
●「天草市景観計画」に基づく景観の保全と創造を図ります。 ●協働による景観づくりの推進を図ります。

都市防災・防犯

凡

例

・農用地区域をはじめ市街地を取り
囲む丘陵地や山林は、良好な自然
環境として保全を図ります。
・良好な眺望点、憩いやレクリエー
ションの場の保全を図ります。
・無秩序に市街地が拡大する開発の
抑制を図ります。

●被害を最小限にとどめる都市づくりを目指します。 ●総合的な取組みによる防犯に配慮した市街地環境の形成を図ります。

低炭素型都市づくり
●自動車に過度に依存しなくても生活しやすい都市構造への転換を図ります。 ●各分野における二酸化炭素の排出削減に向けた取組みの展開を図ります。
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自然環境共生ゾーン
・縁辺部に位置する瀬戸の国道 324
号沿いや楠浦地区は、既存集落地
と自然環境との共生を基本とし、
市街地と農地や山林などとの調和
を図ります。

土地利用方針

牛深都市計画区域

自然環境共生ゾーン

基本
理念

基本目標

海の恵みを最大限
に生かした活力ある
都市づくり

誰もが安心して快適
に暮らせる都市づく
り

身近で働き、住み続
けられるエコ・コンパ
クトな都市づくり

みなと風情が感じら
れる都市づくり

・天附や茂串地区の既存集落地は、
自然環境との共生を基本とし、良
好な水辺環境や農林漁業との調和
を図ります。
・自然環境との共生を基本とし、市
街地と農地や山林などとの調和を
図ります。

森林保全ゾーン
・農用地区域をはじめ市街地を取り囲む丘
陵地や山林は、良好な自然環境として保
全を図ります。
・良好な眺望点、憩いやレクリエーション
の場の保全を図ります。

近隣利便ゾーン

都市づくりの分野別方針

・広域骨格軸である国道 266 号・
389 号（重複区間）沿道は、商
業、業務、医療・福祉機能など
周辺市街地の生活利便性に必
要な都市機能の補完を図りま
す。

土地利用
都市的土地利用（中心商業業務ゾーン、沿道商業業務ゾーン、近隣利便ゾーン、漁業・住宅共生地ゾーン、臨港産業ゾーン）
●都市機能の適正な配置・誘導を図ります。

●良好な市街地形成を促進する土地利用の規制・誘導を図ります。

自然的土地利用（自然環境共生ゾーン、森林保全ゾーン）
●市街化の抑制と自然環境・集落環境の保全を図ります。

●活力再生に向けた利活用を促進します。

道路・交通
道路網

●多様な交流を支える広域交通ネットワークの整備促進を図ります。 ●道路整備の推進による観光ネットワークの形成を図ります。
●ユニバーサルデザインに配慮した交通環境の実現を目指します。 ●道路・橋りょうの長寿命化の推進を図ります。

歩行者自転車空間 ●誰もが安心して快適に回遊できる歩行者自転車空間の創出を目指します。
公共交通
●少子高齢社会に対応した公共交通の維持・充実を図ります。

沿道商業業務ゾーン
・中心市街地から延びる国道 266 号・
389 号（重複区間）沿道は、周辺の
生活環境に配慮した中心商業業務
ゾーンの機能を補う商業業務地と
し、土地の高度利用を図ります。

●「天草市公共交通連携計画」に基づく交通不便地域の解消を図ります。

みなと
●防災機能の向上、係留機能の充実を図ります。 ●「みなとまちづくり基本構想」の推進を図ります。 ●海の駅とみなとオアシスを生かした交流空間の充実を図ります。

市街地・拠点

中心商業業務ゾーン
・中心商店街から牛深港にかけては、
まちなかの中心的な役割を果たす
ように商業、業務、行政、文化の都
市機能を維持するとともに、まちな
か居住などの定住促進を図ります。
・みなとを生かした活力ある市街地の
創出に向けて、公共用地の活用を図
ります。

●地域特性に配慮したまちなか空間の創出による市街地の再生に努めます。

公園緑地
●施設の改修・更新による機能の保全と向上に努めます。 ●水と緑のネットワークの形成を図ります。 ●花や緑が豊かな市街地空間の形成を図ります。

その他都市施設
生活排水処理施設 ●効率的な整備と既存処理施設の維持管理を図ります。

自然環境

臨港産業ゾーン
・漁港、水産加工、流通など水産
関連施設が集積している地区
は、１次、２次、３次産業の連
携強化により産業の活性化に
努めるとともに、既存都市機能
の維持や低・未利用地を活用し
た産業機能の誘導を図ります。

漁業・住宅共生ゾーン
・幹線道路の沿道は、周辺の戸建て住
宅地との調和を基本とし、災害に強
い都市型住宅の配置を図ります。
・漁師町特有の「せどわ」がある木造
密集住宅地は、防災性や居住環境の
向上を図るとともに、集落景観の維
持・保全を図ります。
・生活利便性の高い中高層住宅市街地
として、一定の生活利便性を確保し
つつ、居住環境の保全を図ります。

●豊かな自然環境の保全と継承を図ります。 ●開発や都市整備における自然環境への配慮に努めます。 ●観光やレクリエーションの場としての活用を促進します。

都市景観
●「天草市景観計画」に基づく景観の保全と創造を図ります。 ●協働による景観づくりの推進を図ります。

都市防災・防犯
凡

例

●被害を最小限にとどめる都市づくりを目指します。 ●総合的な取組みによる防犯に配慮した市街地環境の形成を図ります。

低炭素型都市づくり
●自動車に過度に依存しなくても生活しやすい都市構造への転換を図ります。 ●各分野における二酸化炭素の排出削減に向けた取組みの展開を図ります。
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本渡北地域

「人と人との交流を大切にする」いきいき健康のまちづくり

亀川・志柿・瀬戸地域 「本渡瀬戸・亀川の水辺や里山と共生する」やすらぎ生活のまちづくり

歩行者自転車回遊ルートづくり
本渡瀬戸・亀川
の魅力化

美しい水辺・
海辺空間の
保全と美化

農地や山林などの自然環境の保全
無秩序な宅地
開発の抑制

市街地の生活環境
施設の改善

歩行者自転車
回遊ルートづくり

安全で快適
な市街地の
形成

農地や山林などの自然環境の保全

緑の拠点の改善と
維持管理
歴史的・文化的資源
の保存と活用
適切な都市機能の誘導と
公共交通サービスの充実

本渡南地域

「多くの来訪者が歩いて巡りたくなる」にぎわいのまちづくり

牛深中心部地域

歩行者自転車回遊ルートづくり

「海の恵みと暮らす」にぎわい・ふれあいのみなとまちづくり
農地や山林などの自然環境の保全

町山口川を生かしたシンボルオアシスルートづくり
本渡港周辺の
にぎわい空間の創出

歩行者自転車
回遊ルートづくり
市街地の
快適性や
防災性の
向上

多世代の交流を育む中心商店街の再生

漁村集落地の
生活環境の改善

○(都)太田町水の平線の整備検討

農地や山林などの自然環境の保全
既存資源を生かした
魅力ある文化レクリエ
ーションの場づくり

眺望を生かした
レクリエーション機能の向上

（仮称）第二
天草瀬戸大
橋整備のま
ちづくりへの
活用

美しい海の継承と活用

臨港産業地区の
拠点性の向上

まちなかのにぎわいの創出

凡 例

凡 例
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協働のまちづくりの推進

策定体制

会

パ ブ リ ッ ク ・ コ メ ン ト

エコ・コンパクトな都市づくり
都市計画区域の見直し

調整・連携

作業部会
関係部署

本 渡

牛 深

個性ある地域づくりへの対応

地域地区の見直し

漁村集落地区の建替えルールの検討

天草市公共交通連携計画の推進

地区計画・各種協定制度の活用

構想の進行管理
達成状況の把握

方針の見直し

z 市域や区域が都市計画マスタープランで示す将来の姿に向かっている
かを把握するため、以下の４つのテーマごとに進行管理を行います。
【１】都市機能の適正な配置
【２】居住の適正な誘導
【３】移動環境の確保
【４】生活環境の向上や自然環境の保全

z このマスタープランは、
中長期的に都市を展望し
た方針であるため、本市
総合計画などの上位計画
の変更又は、社会情勢や
地域におけるまちづくり
環境の変化などによっ
て、新たな対応が生じた
場合は、方針の見直しを
行っていきます。

z 進行管理に当たっては、都市計画基礎調査などを活用した統計調査と、
市民意識アンケート調査による満足度の２つの視点により、現状や課
題の整理を行います。

9

知

（事務局）
天草市都市計画課

ワークショップの様子

z 全体構想・区域別構想で掲げた将来都市構造（将来の都市のすがた）の実現に向けて、都市計画制度など
を活用した土地利用の規制・誘導や都市施設の効率的・効果的な整備を進めます。

通

検討会

行政（天草市）

実現化手法

携

・市民代表

連

・関係行政機関

諮 問

知

・団体代表

議
通

・学識経験者

提 案

まちづくりの実践に対して、都市計画提案制度や地区計画、建築協定などの各種制度を活用し、地域主体の
まちづくり活動への支援に努めます。

答 申

意 見

③市民発意のまちづくり活動への支援

天草市都市計画
マスタープラン
策 定 審 議 会

告

地域やまちづくり協議会をはじめとする各種団体（農協、漁協、森林組合、商工会議所、福祉団体、学校、
ＮＰＯなど）との連携を高め、新たなまちづくりへの発想や技術について学び、まちづくりを実践する機会
の充実に努めます。

審
報

②他団体との連携

公 表

意見反映

地域に住む人、働く人、学ぶ人、定年で帰郷した団塊世代の人など、多くの市民を対象としたまちづくりへ
の参画機会を通じて、担い手の発掘など人材育成に努めます。子どもたちが将来のまちづくりの担い手とな
るように、教育現場と連携して、まちづくりに関する意識啓発に努めます。

県

明

本

説

熊

①まちづくりを担う人づくり

民

会

住

議

民

多くの担い手が主体となったまちづくりへの支援

まちづくり高校生ワークショップ

市

まちづくりワークショップ

草

まちづくり高校生アンケート

天

市

z 「地域の宝を生かして協働で取組むまちづくり」を進めるためには、まちづくり意識を高めていくことが
重要です。本市のまちづくりの推進においては、より多くの情報を市民に向けて発信するとともに、計画
段階からの市民参画、まちづくりへの恒常的な市民参加を積極的に進めます。

天草市都市計画審議会

まちづくりに関するアンケート

まちづくり意識の醸成
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