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１－５ 分野別の基本方針 

 

分野別の基本方針は、都市づくりの目標や将来都市構造を踏まえた市全体に関する方針であり、

都市計画に係る基本的な指針として今後のまちづくりに反映されるものです。 

 

１．土地利用 

 

（１）基本方針 

 

本市の土地利用の概況は、国道 126 号沿いの連続的な市街地と九十九里平野に広がる田園、北部

の里山や谷津田、南部の海浜となっています。 

本市の市街地（用途地域）は、ＪＲ総武本線及び国道 126 号沿線に形成されていますが、担い手

不足による既存商店街の空洞化や用途地域外への住宅地の分散などにより、人口減少率が高くなっ

ています。このため、拠点となる地域を中心として、市街地に相応しい適正な土地利用への誘導な

どが課題となっています。また、市街地周辺の田園、里山、海浜等の優良な自然環境は、市民にや

すらぎをもたらす空間として、今後も維持・保全していく必要があります。 

こうした状況を踏まえ、本市の土地利用については、人口減少や少子高齢化などの社会経済情勢

の変化への対応とともに、銚子連絡道路の延伸などの開発インパクトを適正に誘導し、拠点となる

地域の賑わいや活力の創出が求められています。また、住宅地や田園環境と調和した集落地の良好

な住環境の維持など、地域の特性に応じた適正な土地利用の誘導を図り、誰もが安心して暮らし続

けられるまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

（２）施策の方針 

 

① 地域特性に応じた拠点の育成・整備 

 

○都市交流拠点の育成・整備 

・ＪＲ八日市場駅から市役所周辺地区は、本市の中心的な機能を担う地区として、都市機能のさ

らなる集積や必要な都市施設整備の推進による魅力の向上を図るとともに、商業の活性化や市

街地への居住を促進し、賑わいのある魅力的な中心拠点の創出に努めます。 

・ＪＲ飯倉駅周辺地区及び野栄総合支所周辺地区は、日常生活圏の利便性を支える生活サービス

や中心拠点を補完する都市機能の集積を図るとともに、幹線道路の整備や適正な土地利用の誘

導により、地域特性に応じた特色のある拠点の形成に努めます。 

 

地域の特性に応じた適正な土地利用の誘導と自然環境との調和 

○地域特性に応じた拠点の育成・整備 

○社会経済情勢の変化に応じた土地利用への対応 

○田園、里山、海浜等の優良な自然環境の保全と活用 
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○産業拠点の育成・整備 

・みどり平工業団地は、銚子連絡道路や主要地方道八日市場野栄線（野栄バイパス）の整備によ

る交通条件の向上を生かし、さらなる企業立地の誘導と良好な工業環境の整備に努めます。 

 

○観光・交流拠点の育成・整備 

・九十九里浜一帯は、海洋系の観光・交流拠点として、観光施設の集積や駐車・駐輪施設などの

付帯施設の整備を進めるとともに、砂浜やクロマツ林（防風林）といった海浜環境の保全を図

り、海洋リゾート拠点として整備を進めます。 

・北部のふれあいパーク八日市場周辺は、地場産業である植木栽培や農産物を中心とするふれあ

い交流拠点として育成を図ります。また、飯高寺周辺は、歴史資源を中心とする観光交流拠点

として育成を図ります。 

・これら観光・交流拠点相互の連携によるネットワーク化を進め、グリーン・ツーリズムやブル

ー・ツーリズムによる観光振興に努めます。 

 

○医療拠点の育成・整備 

・匝瑳市民病院、八日市場地域保健センター、匝瑳ぬくもりの郷を中心とした周辺地区は、医療・

福祉サービスの拠点として、医療・福祉機能の充実に努めるとともに、より利用しやすい環境

づくりに向けて、循環バスなどによる交通ネットワークの充実に努めます。 

 

② 社会経済情勢の変化に応じた土地利用への対応 

 

○適正な土地利用の誘導 

〔住宅地〕 

・住宅開発地では、良好な居住環境の維持・保全を図ります。また、道路、公園等の施設が必要

な住宅地では、地区計画等のまちづくり手法により、低・未利用地の活用を促進し、安全で快

適な居住環境の形成を図ります。 

・駅周辺や幹線道路沿道の住宅地では、中層住宅の立地や商業などの複合的な土地利用の誘導を

図ります。 

〔商業・業務地〕 

・ＪＲ八日市場駅周辺の商業業務地では、本市の中心機能を担う地区にふさわしい都市基盤の改

善・整備を推進するとともに、土地の高度利用を促進し、活力と賑わいのあるまちづくりを進

めます。また、国道 126 号沿道の商業施設と回遊性のある商業地の形成を図るため、歩行者が

安心して買物ができるように歩道空間の確保やバリアフリー化に努めます。 

〔沿道サービス地〕 

・国道 126 号沿道は、大型商業施設、沿道立地型の飲食施設、沿道サービス施設等の進出により、

他地域に流出していた市民の消費向上が期待できます。このため、後背地の土地利用に配慮し

ながら沿道商業・業務施設の立地を促進するとともに既存商店街との連携による活性化を推進

し、さらなる商業・業務施設等の集積を図ります。 

〔工業地〕 

・規模の大きな工場が集積している「みどり平工業団地」は、周辺自然環境との調和を図りつつ
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操業環境の維持向上を図ります。また、住宅地内にある工場については、周辺の住宅地と調和

した都市環境の形成に努めます。 

〔その他、用途地域外の区域〕 

・市街地周辺の住宅地（用途地域外）で、都市的土地利用が進行している地域については、良好

な居住環境の保全や創出のため、必要に応じて、道路、公園等の生活基盤施設の整備を図りつ

つ、用途地域の指定などにより適正な土地利用を図ります。 

・田園、里山、谷津田の広がる区域では、豊かな生産環境と自然を保全するとともに、集落地の

生活環境を維持すべき地域として、引き続き開発許可制度等による規制・誘導に努めます。 

・都市計画区域から外れる地区については、良好な居住環境の整備や優良な自然環境の保全など、

既存の都市計画区域と一体となったまちづくりの推進を図るため、都市計画区域への編入を検

討します。 

 

○交通結節点等への土地利用の適正誘導 

・銚子連絡道路の整備にともない主要地方道八日市場野栄線（野栄バイパス）との交差付近に計

画されている（仮称）八日市場ＩＣ周辺については、広域幹線道路の整備による開発インパク

トを適正に誘導し、地場産業や観光情報機能などの整備による新たな産業系土地利用を検討し

ます。 

 

③ 田園、里山、海浜等の優良な自然環境の保全と活用 

 

○優良な田園や緑地・海浜資源の整備・保全 

・本市に広がる優良な田園地帯や北部の谷津田については、維持・保全に努めるととともに、農

業生産基盤として整備を進めます。 

・北部に広がる丘陵地の優良な自然環境については、引き続き保全を図るとともに、自然（緑）

とふれあえる空間として活用に努めます。 

・南部の九十九里浜一帯のクロマツ林や砂浜については、引き続き保全を図るとともに、サイク

リングロードの整備や砂浜の侵食防止対策などにより、自然（水）とふれあえる空間として保

全と活用に努めます。 

 

○観光資源を生かした地域振興 

・本市が有する多様な観光資源である九十九里浜をはじめ、ふれあいパーク八日市場、飯高寺の

歴史的建造物等を生かし、新たに整備される交通基盤の活用を図るとともに、関係機関との連

携や人材育成、ＰＲ等による施策を推進し、地域の活性化や交流の創出を図ります。 
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図 土地利用施策方針 

 

○観光・交流拠点の育成・整備 

・歴史資源、海浜資源、植木栽培を

生かした観光交流拠点の育成 

・砂浜やクロマツ林などの海浜環境

の保全         など 

○社会経済情勢の変化に応じた土地利用への対応 

・用途地域内の適正な土地利用の誘導 

・用途地域外の土地利用の規制・誘導 

・市域全体を都市計画区域への編入を検討 

・(仮称)八日市場 IC 周辺の新たな産業系土地利用を検討 など 

○産業拠点の育成・整備 

・企業立地の誘導 

・良好な工業環境の整備 など 

○田園・里山・海浜等の優良な自

然環境の保全と活用 

・優良な田園や緑地・海浜資源の

整備・保全 

・観光資源を生かした地域振興

など 

○都市交流拠点の育成・整備 

・都市機能の集積 

・市街地への居住の促進 

・都市施設整備の推進 など 

○医療拠点の育成・整備 

・医療・福祉機能の充実 

・交通ネットワークの充実 

など 
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２．交 通 

 

（１）基本方針 

 

本市の主要な交通網は、東西方向のＪＲ総武本線、国道 126 号、東総広域農道、南北方向の国道

296 号、主要地方道八日市場野栄線等から形成されています。 

本市の公共交通として、ＪＲ総武本線や市内循環バスがありますが、利用者は緩やかな減少傾向

にあり、自家用自動車への依存が高い状況にあります。このため、引き続き拠点間や地域間を結ぶ

幹線道路網の効率的な整備とともに、少子高齢化社会の進展や地球環境問題への対応などの必要性

を踏まえ、市民の移動環境の充実や歩行者・自転車が快適に通行できる空間整備を進めることで、

人や環境にやさしい交通環境づくりが求められています。 

こうした状況を踏まえ、今後の交通体系については、都市活動軸をはじめとする市内相互の連携

強化とともに、今後の少子高齢化社会や地球環境問題への対応にも配慮し、自動車だけでなく公共

交通機関の利用を促進し、歩行者・自転車の利便性の向上を図り、誰もが快適で暮らしやすい交通

体系づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

（２）施策の方針 

 

① 広域交通網の機能強化 

 

○広域幹線道路・都市間幹線道路 

・国道 126 号の渋滞緩和や首都圏とのアクセス向上のため、銚子連

絡道路の整備を促進します。 

・周辺都市と本市を連絡する広域幹線道路（国道等）や都市間幹線道

路（主要地方道等）の整備を促進し、都市間の交流や連携の強化を

図ります。 

 

○鉄 道 

・ＪＲ総武本線については、鉄道利用者の利便性向上のため、運行ダイヤの改善、運行本数の増

便など、引き続き要請していきます。 

 

○高速バス 

・東関東自動車道等の広域幹線道路網を活用した高速バス路線の増便や新設について、主要都市

との連絡強化を要請していきます。 

活力ある都市活動と誰もが快適で暮らしやすい生活を支える交通体系の構築 

○広域交通網の機能強化 

○拠点間及び地域間の連携強化 

○人や環境にやさしい交通環境づくり 

国道 126 号 
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② 拠点間及び地域間の連携強化 

 

○地区幹線道路等 

・都市計画道路や主要な市道などは、拠点間や地域間を連絡する道路として、引き続き効率的な

整備を図り、自動車交通の円滑化や利便性の向上に努めます。 

・長期間未整備な状況にある一部の都市計画道路については、今後の社会経済情勢の見通しや交

通量の予測などを踏まえ、必要に応じて路線の見直しを行います。 

 

○生活交通（市内循環バス・路線バス） 

・市内循環バスは、高齢者や児童・生徒などの日常生活の重要な

移動手段として、機能の維持を図るとともに、運行ダイヤの改

善や連絡性の強化、ネットワークの充実による利便性の向上へ

の取り組みを進めます。また、路線バスについても、路線の拡

充や運行本数の増便について要請していきます。 

 

 

 

〔参考：匝瑳市の主要道路分類〕 

広域幹線道路 都市間や通過交通などの比較的長い移動交通を大量に処理する規格の高い道

路で、地域高規格道路、国道が該当する。 

・地域高規格道路 銚子連絡道路 

・国道      国道 126 号、国道 296 号 

都市間幹線道路 県内や隣接市町との連絡に関わる道路で、都市間の交通とともに市内の地域間

交通を受け持つとともに、主要地方道、広域農道が該当する。 

・主要地方道 八日市場野栄線、佐原八日市場線、八日市場栄線 

八日市場八街線、佐原椿海線、飯岡一宮線、多古笹本線 

・広域農道  東総広域農道 

地区幹線道路 市内の各地区の連絡を強化する路線とともに、広域幹線道路や都市間幹線道路

相互の連絡を受け持つ道路で、一般県道、都市計画道路（広域幹線道路以外）、

主要な市道が該当する。 

・一般県道   八日市場佐倉線、飯岡片貝線、平和共興線外 

・都市計画道路 田町下出羽線、八重崎新宿線外 

 

市内循環バス 
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ＪＲ八日市場駅 

 

③ 人や環境にやさしい交通体系づくり 

 

○公共交通機関の維持・強化と歩行者・自転車空間の充実 

・ＪＲ総武本線や市内循環バス、路線バス、高速バスの維持・強化に努めるとともに、拠点や日

常生活圏における歩道や自転車空間の充実を進め、人や環境にやさしい交通体系づくりに努め

ます。 

 

○人にやさしい移動環境の創出 

・誰もが安心・安全に移動できる環境を創出するため、駅や周辺地域

の段差を解消し、さらに公共施設などのユニバーサルデザイン化に

より、利用しやすい環境づくりに努めます。 

・歩行者・自転車が快適に通行できる空間整備や街路灯などの交通安

全施設の整備を推進し、利用しやすい環境づくりに努めます。 

 

 

○駐車・駐輪施設の充実 

・駅やバス乗り場などへの駐車場・駐輪場の適正な配置を進め、公共交通と自動車・自転車交通

の連携を促進します。 
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図 交通施策方針 

 

○人や環境にやさしい交通体系づくり 

・公共交通機関の維持・強化と歩行者・自転車空

間の充実 

・人にやさしい移動環境の創出 

・駐車・駐輪施設の充実 など 

○広域交通網の機能強化 

・銚子連絡道路の整備 

・国道、主要地方道の整備 

・運行本数の増便などによる鉄道利用者の利便性向上 

・高速バス路線の増便・新設による主要都市との連絡強化

 など 

○拠点間及び地域間の連携強化 

・拠点間や地域間を連絡する道路

の効率的な整備 

・都市計画道路の整備と必要に応

じた見直し 

・循環バスのネットワークの充実、

路線バスの増便、路線の拡充によ

る利便性の向上 

 など 
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３．都市環境・自然環境 

 

（１）基本方針 

 

本市では、市民の快適な暮らしの向上を図るため、道路、公園、上水道等の都市環境の整備を進

めていますが、安心・安全でより暮らしやすい生活環境づくりに向けて、引き続き継続的な整備推

進が求められています。 

一方、自然環境では、北部の下総台地の緩やかな丘陵地、中南部に広がる田園、南部の海浜に見

られる豊かな自然環境を有していますが、自動車交通の進展や廃棄物の不法投棄などによる環境汚

染は、本市においても問題となっています。このため、環境保全条例等による規制・誘導の取り組

みに加え、地球温暖化対策や資源循環型社会への対応に向けて、さらなる対応が課題となっていま

す。 

こうした状況を踏まえ、本市の特徴でもある自然環境との調和を図りながら、安心・安全で快適

な都市環境や生活環境の創出に向けた施設整備に努めるとともに、環境負荷の少ない都市環境づく

りを図り、自然と共生した、人や環境にやさしい持続可能なまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

 

 

（２）施策の方針 

 

① 地域特性を生かした快適な都市環境・生活環境の創出 

 

○快適な都市環境の創出 

 

〔居住環境整備〕 

・市街地や集落地で、都市基盤施設の整備が遅れている地区では、市民等との協働による地区計

画等のまちづくりルールを定め、計画的な施設整備による居住環境の改善・向上に努めます。 

 

〔上水道〕 

・九十九里地域水道企業団水道ビジョン（Ｈ19.8）に基づき、八匝水道企業団からの低廉で良質

な水の安定供給とともに、上水道普及率の向上を推進します。 

 

〔汚水・雨水処理〕 

・汚水処理では、合併処理浄化槽の設置を促進し、公共用水域の水質改善と生活環境の改善に努

めます。 

・雨水処理では、都市下水路の維持管理や排水路整備を推進するとともに、雨水の流出抑制を進

め、浸水被害の防止に努めます。 

自然と共生し安心・安全で快適に暮らせる環境づくり 

○地域特性を生かした快適な都市環境・生活環境の創出 

○環境負荷が少なく安心・安全に暮らせるまちづくり 

○良好な自然環境・資源の保全と活用 
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〔公園・緑地〕 

・市民の憩いの場とともに、防災やレクリエーションなどの多様

な機能を有する空間として、公園や緑地の計画的な整備による

緑化を推進し、適切な維持管理を進めます。 

 

〔ごみ処理〕 

・ごみの減量化、再利用・再資源化を推進するとともに、適正な

処理に向けた処理施設の維持・更新に努めます。 

 

○地域特性を生かした協働による環境形成 

・田園、丘陵地、海浜等の良好な自然環境や景観の保全とともに、日常の居住環境の向上を図る

ため、地域の自然・歴史・文化等の地域特性を生かした、市民等との協働によるまちづくりを

推進します。 

・道路や河川、公園については、市民等との協働による環境美化活動を進め、良好な都市環境の

維持・保全に取り組みます。 

 

② 環境負荷が少なく安心・安全に暮らせるまちづくり 

 

○環境負荷の少ないまちづくり 

・美しい自然環境を後世にわたって保全し、環境負荷の少ないまちづくりに活用していくため、

環境基本計画を策定し、企業や商店、市民一人ひとりの環境にやさしいまちづくりを推進しま

す。また、自動車から公共交通や歩行者・自転車への利用転換を促し、環境負荷の少ない低炭

素社会の実現を目指します。 

・市街地（用途地域内）では、公園、緑地等の緑化の促進や道路の浸透性舗装などの整備に努め

るとともに、民有林を保全することで、雨水の保水貯留機能の向上や気温上昇の抑制による地

球温暖化に配慮したまちづくりに努めます。 

・市街地以外（用途地域外）の区域では、田園や里山などの保全による水の涵養機能の維持に努

めるとともに、合併処理浄化槽の設置を促進し、水循環システムの保全や水質の維持・改善に

努めます。 

 

○防災・防犯・交通安全に配慮したまちづくり 

 

〔災害に強いまちづくり〕 

・地域防災計画に基づき、風水害や地震をはじめとする自然災害や火災、事故による様々な大規

模災害に関して、平時の予防活動、災害時の応急対策及び復旧活動などに努めます。 

・災害時における住民の迅速かつ安全な避難を促すため、ハザードマップ等を活用した避難に関

する情報の周知徹底と防災意識の向上に努めるとともに、防災無線等をはじめとした災害情報

を提供する通信施設や通信手段の充実を図ります。 

・大規模災害に対しては、周辺都市や民間事業所との広域的な防災体制の構築を検討し、連携・

協力による迅速な対応に努めます。 

野栄ふれあい公園 
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・市街地では、市民等との協働による地区計画等によるまちづくりルールを定め、避難地となる

公園整備や緊急車両の通行に配慮した狭あい道路の解消など、災害に強いまちづくりを計画的

に進めることにより防災性の向上に努めます。 

・都市計画道路や公園・緑地は、災害時の避難路や避難地としての機能を有することから、計画

的かつ効率的な整備を進めます。また、大規模な地震による上水道、電気、ガス、道路（橋梁）

等のライフラインの被害軽減を図るため、耐震性の強化や代替機能の確保に努め、防災性の向

上を図ります。 

 

〔防犯や交通安全に配慮したまちづくり〕 

・通学路等への防犯灯や街路灯の設置を推進し、日常生活圏における安全性の向上を図ります。

また、通過交通の適正誘導や狭あい道路の解消、低・未利用地の管理強化を通して、犯罪や交

通事故の未然防止に努めます。 

・歩行者・自転車の安全確保を図るため、歩道設置の推進やガードレールなどの交通安全施設の

整備や交差点改良などの適切な対策を進めます。 

・防災訓練や市民パトロールなどを継続的に実施し、防災・防犯・交通安全に対する市民意識の

向上を図るとともに、自主的な防災・防犯・交通安全組織の強化を図り、市民等との協働によ

る安心・安全な体制づくりに努めます。 

 
 

③ 良好な自然環境・資源の保全と活用 

 

○田園や里山などの保全と活用 

・田園や里山などの優良な自然環境は、温室効果ガスの吸収や水

の涵養、生態系の保全などの多様な機能を有することから、国

土利用計画法や農業振興地域の保全に関する法律、自然公園法、

開発許可制度等の法制度により、引き続き保全や活用に努めま

す。 

 

○海浜空間・観光資源の保全と活用 

・南部の九十九里浜については、身近に海辺とふれあえる空間や日帰り型観光をはじめとする観

光交流資源として、サイクリングロード等を活用した歩行者・自転車ネットワークによる観光

振興を進めるとともに、防風林、防砂林等の緑地資源や砂浜の維持・保全を図ります。また、

隣接する市町や本市の自然や文化を生かしたイベントと連携することで、ブルー・ツーリズム

やグリーン・ツーリズムの促進を図ります。 

 

優良な田園 

飯高神社 海浜のクロマツ林 
（防風林、防砂林） 

サイクリングロード 
（一般県道飯岡九十九里自転車道線） 
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図 都市環境・自然環境施策方針 

 

○快適な都市環境の創出 

・計画的な施設整備による

居住環境の改善・向上 

・合併浄化槽の設置促進に

よる生活環境の改善 

・公園の計画的な整備によ

る緑化の推進と適切な

維持管理    など 

○地域特性を生かした協働による環境形成 

・環境美化活動による市民等と協働による良好

な都市環境の維持・保全 

・地域の自然・歴史・文化などの地域特性を生

かしたまちづくり など 

○防災・防犯・交通安全に配慮したまちづくり 

・災害時の応急対策及び復旧活動などの適切な実施 

・狭あい道路の拡幅、公園の整備などによる防災性の向上 

・ライフラインの耐震性の強化や代替機能の確保 など 

○田園や里山などの保全と活用 

○海浜空間・観光資源の保全と活用 

・サイクリングロード等を活用した歩行者・自

転車ネットワークによる観光振興 

・自然や文化を生かしたブルー・ツーリズムや

グリーン・ツーリズムの促進 

○環境負荷の少ないまちづくり 

・自動車からの転換による低炭素社会の実現 

・民有林の保全や公園、緑地等の緑化の促進 

・田園や里山などの保全による水の涵養機能の維持 

・合併処理浄化槽の設置を促進し、水質の維持・改善 など
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４．景 観 

 

（１）基本方針 

 

本市は、九十九里浜、田園、里山等の美しい自然景観と、飯高寺や飯高神社をはじめとする歴史

資源や旧国道沿いのまち並みなどの歴史景観資源を有しています。 

こうした多様な景観資源は、郷土や風土への愛着や親しみを感じられる原風景であり、市民共有

の財産として次世代へ引き継いでいくことが求められています。 

一方、幹線道路沿いの屋外広告物の乱立や不統一性、不法投棄による田園、里山の荒廃など、さ

らなる規制や誘導を強化していくべき事項もみられ、良好な景観形成に向けて、これら景観阻害要

因の改善を含めた取り組みが必要となっています。 

こうした状況を踏まえ、景観形成の向上に向けて、建築物等の形態・意匠の誘導、屋外広告物の

規制、自然資源の保全・活用、秩序ある土地利用によって、市民等と協働による取り組みを通じて、

地域特性に応じた匝瑳市らしい景観の創出に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施策の方針 

 

① 地域の特性を生かしたまち並み景観の形成 

 

○各拠点における特色ある景観づくり 

・JR 八日市場駅から市役所周辺は、本市の商業業務機能や行政機

能の中心を担う本市の玄関口にふさわしい拠点として、地域の

実情を踏まえながら、違法看板の撤去や電線の地中化を進める

とともに、賑わいの中にも秩序のある景観の創出を図ります。 

・JR 飯倉駅周辺は、日常生活を支える商業・サービス施設が集積

する拠点として、既存のまち並みを生かした景観づくりを進め

ます。 

・野栄総合支所周辺地区は、公共施設が集積する日常生活サービ

スを中心とする拠点として、周辺の田園環境と調和した景観づ

くりを進めます。 

・産業拠点であるみどり平工業団地は、工場施設周辺の緑化や街

路樹の適正な管理を行い、周辺の田園環境と調和した景観形成

を進めます。 

・ふれあいパーク八日市場、飯高寺周辺、九十九里浜周辺の観光

ＪＲ八日市場駅周辺 

地域の資源や個性を生かした美しいふるさとづくり 

○地域の特性を生かしたまち並み景観の形成 

○匝瑳市の原風景や良好な自然景観の維持・継承 

○協働による景観形成 

みどり平工業団地 
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交流拠点については、自然・歴史的資源を生かした景観づくりを

進めます。 

 

○主要な幹線道路や旧国道沿いにおける沿道景観の誘導 

・国道 126 号、主要地方道八日市場野栄線等の都市活動軸・地

域拠点間連携軸では、市民や来訪者の目に触れる機会の多い空

間であることから、本市の特性や周辺の自然景観に配慮した良

好な沿道景観の形成を図ります。 

・本町通り（旧国道 126 号）沿いは、古いまち並みの趣きと、

歴史と文化がふれあう空間であり、歴史文化資源や旧国道沿い

のまち並みを生かした景観づくりを進めます。 

 

○日常生活圏における身近な景観づくり 

・市街地や集落地では、道路、学校等の公共公益施設における緑

化を推進するとともに、生垣や屋敷林の保全などにより、自然

に囲まれた本市にふさわしい市街地景観や集落景観の保全・向

上に努めます。 

・市街地縁辺の里山や歴史文化財など、地域の景観資源の保全を

図るとともに、これらの身近な資源を生かした日常生活圏の景

観形成に努めます。 

 

 

② 匝瑳市の原風景や良好な自然景観の維持・継承 

 

○海・緑の自然景観の保全と活用 

・本市の原風景である田園、里山等については、良好な自然景観の維持・継承に努めます。 

・九十九里浜については、本市の貴重な観光・交流財産であることから、やすらぎやうるおいを

感じられる空間として、海浜景観の創出や保全を図ります。 

・大規模建築物については、形態や色彩などの適正な誘導を図り、周辺の自然景観や歴史的景観

との調和に努めます。 

 

○歴史・文化景観の保全と活用 

・飯高寺周辺や旧国道沿いの景観については、歴史的景観資源の保全を図るとともに、これらの

景観資源を生かしたまちづくりに努めます。 

本町通り（旧国道 126 号） 

特徴的な住宅地の生垣 
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③ 協働による景観形成 

 

○緑化の推進や美化活動などの取り組みへの支援 

・幹線道路沿いの景観の阻害要因である違法看板の撤去や市民等との協働による美化活動、歴史

的建築物の保存活動を促進し、周辺景観と調和した秩序ある沿道景観の創出を図ります。 

・本市の地場産業である植木に代表される槙の生垣や屋敷林などを保全するとともに、地区計画

や緑化協定などの導入による住宅地や街路樹の緑化推進と適正な維持管理を図ることで、ゆと

りとうるおいのあるまち並みの創出に努めます。 

 

○景観形成へ意識の醸成とルールづくり 

・緑の基本計画や景観条例、景観法に基づく景観計画などの策定を図るとともに、緑化や景観形

成のルールづくりを進め、市民等との協働による景観形成を推進します。 
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図 景観施策方針 

 

○日常生活圏における身近な景観づくり 

・道路、学校等の公共公益施設における緑化推進 

・生垣や屋敷林の保全 

・身近な資源を生かした日常生活圏の景観形成 など 

 

○緑化の推進や美化活動などの

取り組みへの支援 

・美化活動などを促進し、周辺

景観と調和した秩序ある沿道

景観の創出 

・槙の生垣や屋敷林などを保全

・住宅地や街路樹の緑化推進と

適正な維持管理  

など 

○景観形成へ意識の醸成とルールづくり 

・緑の基本計画や景観条例、景観計画などの策定 

・市民等との協働による景観形成を推進 など 

○歴史・文化景観の保全と活用 

・飯高寺周辺や旧国道沿いの歴史的景観資源の

保全 など 

○主要な幹線道路や旧国道沿いにおける沿道景観の誘導 

・国道 126 号、主要地方道八日市場野栄線等の良好な沿道

景観の形成 

・歴史文化資源や旧国道沿いのまち並みを生かした景観づ

くり など 

○海・緑の自然景観の保全と

活用 

・田園、里山等の自然景観の

維持・継承 

・海浜景観の創出や保全 

・大規模建築物の形態や色彩

などの適正な誘導 など 

○各拠点における特色ある景観づくり 

・本市の玄関口にふさわしい拠点として、違法看板の撤去

や電線の地中化による秩序ある景観の創出(JR 八日市場

駅から市役所周辺) 

・日常生活を支える商業・サービス施設が集積する拠点と

して、既存のまち並みを生かした景観づくり（JR 飯倉駅

周辺） 

・公共施設が集積する日常生活サービスを中心とする拠点

として、周辺の田園環境と調和した景観づくり（野栄総

合支所周辺） 

・緑化や街路樹の適正な管理を行い、周辺の田園環境と調

和した景観形成（みどり平工業団地周辺） 

・自然・歴史的資源を生かした景観づくり など 
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