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１－１ 計画の目的と役割 

（１）計画策定の目的 

本市はこれまで、温暖な気候と豊かな自然を有する良好な居住環境に恵まれる中

で、豊富な天然資源や広大な農地を背景に、バランスのとれた産業構造に支えられ

て発展を遂げてきました。首都圏中央連絡自動車道※の整備により、「広域の中核都

市」としての役割は、更に大きくなっていくものと予想されます。 

本市が個性豊かな広域の中核都市として、また、ゆとりと豊かさを真に実感でき

る居住の場として発展していくためには、市をとりまく産業・社会構造の変化、市

民の価値観や生活様式の多様化などに適切に対応して、望ましい都市像を明確にし、

都市整備に関連する諸施策を総合的かつ体系的に展開していくことが重要になって

います。 

一方、都市計画マスタープランは、平成５年に施行された都市計画法の改正において、

住民の意見を反映し、まちづくりの具体性ある将来ビジョンを確立し、将来のあるべき

市街地像を示すとともに､地区別の整備課題に応じた整備方針、都市生活、経済活動を

支える諸施設の計画等をきめ細かくかつ総合的に定めることを内容とし、市町村が定め

る都市計画に関する基本的な方針として策定されることになったものです。 

茂原市都市計画マスタープランは、このような背景を踏まえ、市民と行政とのパー

トナーシップ※のもとに今後のまちづくりを積極的に進めるため、長期的かつ広域的、

総合的な都市計画の指針として平成 14 年に当初策定され、その後、おおよそ 10 年

の運用を経て、平成 24年７月に部分改定したものです。 

 

 

（２）都市計画マスタープランの役割 

茂原市都市計画マスタープランの役割としては、次の４点が挙げられます。 

● 実現すべき具体的な都市の将来ビジョンを示すこと 

● 都市計画全般の基本的な指針となること 

● 都市づくりに関わる各部門間の総合的・体系的な施策を推進すること 

● 市民の都市づくりへの参加を促し、計画内容を共有すること 

 

① 実現すべき具体的な都市の将来ビジョンを示すこと 

本市が個性的な広域の中核都市として、また、豊かでゆとりある居住の場として

適切な発展を遂げるためには、めざすべき都市の将来ビジョンを明確にする必要が

あります。 

また、地方分権や市民参加といった都市づくりを取り巻く潮流の中では、本市の

都市づくりの目標をわかりやすく示すとともに、地区別のまちづくりの目標を示す

ことが重要です。 

したがって、都市計画マスタープランは、都市全体の将来ビジョンを示すとともに、

よりきめ細やかな地区別のまちづくりの方針を明らかにする役割をもっています。 
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② 都市計画全般の基本的な指針となること 

市町村が定める都市計画は、都市計画マスタープランに即したものでなければな

りません。 

つまり、都市計画マスタープランは、都市の将来ビジョンを見据えた長期的な基

本方針として、地域地区、都市施設、市街地開発事業、地区計画等といった個別具

体の都市計画の原案作成において、その指針としての役割をもっています。 

 

③ 都市づくりに関わる各部門間の総合的・体系的な施策を推進すること 

都市計画マスタープランは、これまで本市が取り組んできた都市計画以外の都市

づくりに関する施策を総合化・体系化し、各部門間での諸施策相互の整合性を確保

する役割をもっています。 

 

④ 市民の都市づくりへの参加を促し、計画内容を共有すること 

都市計画マスタープランの策定にあたっては、市民の意見を反映させることになっ

ています。都市計画マスタープランは、その策定段階において市民参加を促進し、市

民、行政が相互に計画を共有することで、その推進を確実なものにする役割をもって

います。 
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１－２ 計画の位置づけ 

（１）都市計画マスタープランの位置づけ 

都市計画法に基づき策定する都市計画マスタープランは、「茂原市総合計画 2001

→2020※」に即した都市づくりに関わる総合的な指針であるとともに、「都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」など上位に位置づ

けられる計画と整合性を持たせながら策定するものです。 

その一方で、都市計画マスタープランで定める長期的な都市づくりの方針や施策

の内容は、関連する諸計画の策定や見直しにおいて反映されるものであるとともに、

本市が定める都市計画の基本的な方針となるほか、県が定める都市計画に対して、

本市の考え方を示す際の指針となるものです。 

≪都市計画マスタープランの位置づけ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画期間 

本市では平成 32 年度（2020 年度）を目標年次とする「茂原市総合計画後期基本

計画 2011→2020」が平成 23年度よりスタートしました。 

概ね 20年後の長期将来を見据える都市計画マスタープランは、茂原市総合計画の

目標年次である平成 32年度（2020年度）を中間目標年次とし、平成 42年度（2030

年度）までを計画期間とします。 

なお、今後の社会経済情勢の変化など、必要に応じて都市計画マスタープランの

見直しを行うものとします。 
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２－１ 人口・世帯 

本市の人口は、平成 22年の国勢調査によると 93,015人、世帯数 35,936世帯とな

っています。本市は千葉市に隣接し、首都圏の郊外部に位置するという立地条件に

恵まれていることから、昭和 30年代以降一貫して人口増加を続けましたが、我が国

社会の少子高齢化の流れを受け、本市の人口も、平成 14年をピークとし減少に転じ

ています。その一方で、世帯数は増加傾向にあり、世帯規模は急速に小さくなって

いる状況です。 

地区別に近年の人口動向を見ると、一部で土地区画整理事業が進展した茂原地区

と、それに隣接する東郷地区、豊田地区で若干の増加が見られますが、他の地区は

停滞ないしは減少しています。 

 

≪人口及び世帯数の推移≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜資料：国勢調査より＞ 

 

≪地区別人口の推移≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料：企画政策課＞  
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２－２ 土地利用 

本市の地形は、西の丘陵地域で高く、東の田園地域で低くなっており、土地利用

は、こうした地形に対応して、西の丘陵地域では山林を中心として谷津には小規模

な農地が多く、ＪＲ外房線、国道 128 号及び茂原駅周辺の既成市街地を挟み、東の

田園地域では農家住宅と混在した平坦な農地が広く分布しています。 

人口集中地区（DID）※の平成２年から平成 17年までの推移を見ると、東郷、早野

新田、東茂原など、主に茂原駅周辺の既成市街地の東側に拡大しています。 

本市の行政区域の面積は 10,001haで、地目別の土地利用の現況は、田、畑などの

農地は平成 22 年で約 37％を占め、約 15％を占める山林原野と合わせると、行政区

域の約 52％が自然的土地利用となっています。その一方で、近年の傾向は、こうし

た自然的土地利用の面積が減少傾向にあり、変わって宅地としての土地利用が増加

しつつあります。 

本市では、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分が指定されていませんが、

用途地域の指定がなされており、その面積は 1,580haで行政区域の約 16％を占めて

います。その内訳をみると住居系が約 81％を占め、次いで工業系が約 14％、商業系

が約５％となっています。 

用途地域が指定されている以外の地域は、農業振興地域に指定されており、その

うち約 33％が農用地区域に指定されています。 

 

 

  

 

茂原市の風景 
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≪用途地域の指定状況≫ 
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２－３ 産業 

（１）商業 

本市の商業は、商業統計調査による近年の推移をみると、商店数が平成９年の

1,187店から平成 19年（最新）の 1,041店へと減少し、従業者数も約 7,960人から

約 7,790人へ、販売額は約 2,267 億円から約 2,068億円へと全体的に減少傾向にあ

ります。 

その内訳をみると卸売業は、商店数、販売額は横這い状態にありますが、従業者

数は減少しています。また、小売業は、売場面積は若干の増加傾向にありますが、

商店数、従業者数、販売額ともに増加しています。 

平成 10年代前半に、国道沿道などの郊外の幹線道路沿道に多くの大型店が出店し、

小売業の売場面積は伸びましたが、相対して中心市街地等における店舗の減少や空

洞化が顕著となり、都市全体の商業の力は、停滞傾向にあります。 

 

（２）工業 

本市の工業は、天然ガスの活用に端を発した電気機械・化学などの先端産業を始

めとする多様な産業の集積と豊富な地域資源を有し、また、我が国を代表するよう

な大手企業が立地しており、これらの企業を頂点とした分業構造に組み込まれる形

で発展してきた中小企業も多くあります。 

工業統計調査により工業の事業所数及び従業者数をみると、横這いもしくは微減

で推移し、従業者数は減少傾向にあります。その一方で、製造品出荷額は、近年は

増加傾向にあります。 

産業分類別にみてみると、事業所数、従業者数、製造品出荷額等のいずれにおい

ても電気機械製造業の割合が非常に高いという特徴があります。 

しかしながら、近年、産業構造の変化や大手企業の海外シフト等による関連企業

への発注量の減少等もあり、地域経済の基盤である地元事業の縮小や廃業、雇用の

減少が懸念されます。 

 

（３）農業 

本市の農業は、農林業センサスによる平成 12 年から平成 22 年（最新調査）まで

の推移をみると、平成 22年における総農家数は 1,854 戸となっており、平成 12 年

と比較すると 391戸が減少している状況です。 

これは、農業従事者の高齢化や担い手不足による農業離れと都市化の傾向による

ものです。 

なお、本市の世帯数に占める総農家数の割合は、5.1%まで減少しています。 

また、従事形態は第二種兼業農家が大半を占めています。  
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２－４ 都市基盤施設等 

（１）市街地整備 
茂原駅周辺の既成市街地では、土地区画整理事業などによる基盤整備がこれまで

実施されており、今後も、広域都市圏の拠点となる市街地として、都市基盤・交通

基盤等の整備事業の実施が予定されています。 

また、本納駅周辺においては、土地区画整理事業や地区計画制度を利用した市街

地整備の検討が進められています。 

 

（２）農業基盤整備 
農業振興地における農業基盤の整備については、昭和 27年の西部土地改良区とし

て施行して以来、26 地区、3,225.9ha のほ場整備事業を主事業として、農道整備、

かんがい排水整備及びため池整備等の土地改良関連事業が計画的に行われてきまし

た。今後は大区画ほ場への再整備や老朽化した土地改良施設の計画的な更新が予定

されています。 

 

（３）道路・交通 
本市の道路骨格は、国道 128号、主要地方道茂原大多喜線が南北軸となっており、

国道 409 号、主要地方道五井本納線、主要地方道茂原白子線、主要地方道千葉茂原

線、主要地方道茂原長生線、主要地方道市原茂原線が東西軸となっています。これ

ら南北、東西の主軸を連携し、中心市街地の外縁部で交通を集散する機能をもつ県

道茂原環状線が、現在整備中となっています。 

都市計画道路は、茂原駅周辺の中心市街地を中心として、31 路線、約 61.2km が

計画決定されています。このうち整備済み延長は 21.1kmであり、計画延長に対する

整備率は約 35％となっています。 

高規格幹線道路としては、市の西部を南北に縦貫する首都圏中央連絡自動車道（以

下、「圏央道」といいます）と、南部を東西に横断する茂原・一宮・大原道路（長生

グリーンライン※）が、現在整備中となっています。 

 

（４）公園・緑地 
本市の公園は、広域公園である「長生の森公園」（全体 48.2ha、うち供用開始面

積 10.2ha）が県事業で整備中であるほか、茂原公園（総合公園、16.1ha）、富士見

公園（運動公園、5.7ha）、その他近隣公園３箇所（合計 4.9ha）、街区公園 41 箇所

（合計 10.0ha）、緑道 1箇所（1.3ha）が整備されており、合わせて 48箇所、86.2ha

となっています。 

こうした都市公園の他に、田園環境、山林自然環境を活かしたレクリエーション

施設として、「レイクウッズガーデン－ひめはるの里－」が民間事業者により運営さ

れています。また、西部の丘陵上部には、４箇所のゴルフ場があり、林間レクリエ

ーション施設として機能しています。 

なお、本市においては、緑地保全地区、風致地区などの地域制緑地は指定されて

いません。 
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（５）下水道、河川等整備 

本市の公共下水道は、既成市街地を中心として、2,139ha が計画区域面積となっ

ており、このうち 780ha、約 36％が供用区域面積となっています。 

また、農業集落において行われる農業集落排水事業は、東郷第一地区（木崎、六

ツ野、谷本、千町の一部）、豊岡第一地区（南吉田）、豊岡第二地区（萱場）、豊岡第

三地区（千沢）の４地区で整備済みとなっており、水洗化が進んでいます。 

市内を流れる河川としては、２級河川一宮川水系（一宮川ならびに支川の三途川、

豊田川、阿久川、鶴枝川）、２級河川南白亀川水系（南白亀川ならびに支川の赤目川）

及びその他の準用河川があり、河川改修や調節池の整備等を実施しています。 
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２－５ まちづくりの主要課題 

本市はこれまで、温暖な気候と豊かな自然を有する良好な居住環境に恵まれる中で、

バランスのとれた産業に支えられて発展を遂げてきました。圏央道の整備、供用によ

り、「広域の中核都市」としての役割は、今後さらに大きくなると予想されます。 

こうした、近年の市を取り巻く地域社会の状況や都市整備の現状、｢茂原市総合計

画後期基本計画 2011→2020｣などの上位計画を踏まえ、今後、本市のまちづくりに

おいて対応を図るべき主要な課題を以下のように整理します。 

 

（１）長生、山武、夷隅など広域の中心としての都市機能の充実 

長生、山武、夷隅などの広域における中核都市としての自立性の確保に向けて、

広域的な交通アクセス機能の強化を図る必要があります。 

また、広域的な複合機能が充実する茂原駅周辺の中心市街地の発展を誘導すると

ともに、本市の人・自然・文化を生かしたシンボル※となる拠点づくりを推進する必

要があります。 

 

● 広域交流を支える東西・南北軸及び市街地外周の環状軸の充実 

● 市内の拠点施設間を連絡し、市民の生活を支える基盤となる市内幹線道路網の

充実 

● 広域的かつ多様な機能集積による、広域の顔としての茂原駅周辺の発展 

● 市北部の拠点としての本納駅周辺の発展 

● 広域的な行政、福祉、教育、医療、文化等の拠点施設の集積立地 

 

 

  

国道 128号 

茂原駅南口 
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（２）バランスのとれた産業構成を支える基盤整備の推進と 
自然的・都市的環境の調和 

 

これまでの本市の都市の発展は、農業、工業、商業・業務のバランスのとれた産

業に支えられてきました。今後も継続して良好な都市環境を維持し、広域の中心と

して自立的な発展を遂げるためには、社会経済環境の変化に対応しうるバランスの

よい産業育成のための基盤整備を推進する必要があります。 

また、東京都心部から１時間圏、千葉市中心部から 30分圏にありながら、都市・

農村の両方の良さを感じられる茂原らしい風景を維持する必要があります。 

市民が日々の都市活動を行うために必要な基盤整備を行いつつ、丘陵・谷津や田

園などの自然的環境を保全し、市民に憩いと安らぎを与える緑の骨格として育成し

ていくなど、自然的環境と都市的環境との調和に配慮したまちづくりを進める必要

があります。 

 

● 現在のバランスのとれた産業構成を支える、今後の社会経済環境の変化に対応

しうる基盤整備の推進 

● 圏央道など広域的な幹線道路の整備に伴う、産業機能の誘致及び既存工業地に

おける基盤整備の推進 

● 幹線道路沿道における土地利用の規制・誘導 

● ふるさとの風景を形づくる丘陵・谷津・田園地域における豊かな自然環境・景

観の保全と活用 

● 市民の憩いの場としての身近な都市公園・緑地及び河川などの親水※空間の整

備による水と緑のネットワークの充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ガスホルダー 

谷津と丘陵の風景 
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（３）市街化の適切な規制・誘導と多様な地域特性への対応 

 

茂原駅周辺の中心市街地における都市型居住を推進するとともに、郊外部におけ

る田園型の居住環境の保全・育成を図るため、市街地拡大に対して適正な規制・誘

導を行う必要があります。 

また、中心市街地、本納駅周辺の既成市街地、郊外部の既成市街地、丘陵地域な

どに計画的に整備された住宅地、田園地域における農村集落など、市内における様々

な地域固有の空間特性やコミュニティ※の状況に対応したまちづくりが必要です。 

 

● 市民の日常生活を支える安全で快適な交通環境の充実 

● 個々の地区の特性に対応した、個性的な住宅市街地の形成 

● 中心市街地における、様々な世代に対応した都市型居住空間の形成 

● 市街地拡大に対する適正な規制・誘導による、田園地域の居住環境の保全・育成 

● 茂原公園、八幡湖、藻原寺、橘樹神社など既存のシンボル資源を保全・活用し

た茂原らしさの育成、美しく特色ある街並み景観の形成 

● 個々の地区の特性に対応した、都市・農業の両者の適切な役割分担に基づく生

活基盤の整備 

● 快適な都市生活を支え、地域コミュニティを育む身近なコミュニティ施設の適

正な配置と充実 

 

 

 

 

  

中央公民館・市民会館 

茂原公園・弁天湖 
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16 

３－１ 都市づくりの目標 

「茂原市総合計画（基本構想）2001→2020」では、計画の基本理念を『まもり・

そだて・つたえよう－人・自然・文化のかがやき』とし、また、その基本理念に基

づく将来都市像を『ゆたかなくらしをはぐくむ「自立拠点都市」もばら ～人・自然・

文化の「共生」と「共創」をめざして～』としています。 

平成 22 年度（2010 年度）に策定された市総合計画の「後期基本計画」との整合

を図りつつ、近年の都市づくりの課題及び市民意見などを踏まえ、本市の都市（ま

ち）づくりの目標を示します。 

 

① 広域的な中での茂原市の役割 

本市は、長生、山武、夷隅など「広域の中核都市」として、広域的にも魅力と利

便性の高いまちづくりを推進します。そのためには、本市を中心とした広域的な道

路網の構築を推進するとともに、茂原駅周辺の中心市街地の発展を誘導する必要が

あります。また、既存の歴史・文化資源を活かしつつ、茂原の風土が育まれるまち

づくりを推進します。 

● 本市を中心とした広域的な道路網の構築を推進します 

● 広域の顔となる茂原駅周辺の中心市街地の発展を誘導します 

● 七夕まつりや六斎市、藻原寺、橘樹神社、本納城址、八幡湖、天然ガス、田園、

谷津、里山、山林の緑など、茂原の風土が育まれるまちづくりを推進します 

 

② 茂原市のまちのすがた 

「職」と「住」とが両立する「都市活動空間」や、田園、谷津の「ふるさとの風

景」を守るとともに、都市型居住を推進し、中心市街地の活性化を図ることで、調

和のとれた多様な顔を持つ、魅力と利便性にあふれた、安全かつ安心に生活を営む

ことができる都市の姿を育んでいきます。 

そのためには、バランスのとれた産業発展に配慮しつつ、郊外部への市街地拡大を

適正に規制・誘導し、現在の調和のとれた土地利用構成を維持する必要があります。 

また、中心市街地へ積極的に人口を誘導するため、中高層集合住宅の建設等を促

進し、魅力と利便性の高い居住空間を創出します。 

● 人々が元気になるまちづくりを進めます 

● 田園、谷津などふるさとの水と緑の風景を守るとともに、緑の骨格を形成します 

● 現在の調和のとれた土地利用構成を維持します 

● 商業・業務、工業、農業を、バランスを保ちながら育成します 

● 中心市街地へ積極的に人口を誘導するため、中高層集合住宅の建設促進等、魅力

と利便性の高い居住空間を創出します 
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● 郊外部への市街地拡大を適正に規制・誘導しつつ、田園・谷津環境を守り、育て

ます 

● 地震や台風・豪雨などの自然災害に強い、安全・安心な生活を営むことができる

都市環境を形成します 

 

なお、「市総合計画・後期基本計画」では、近年の人口減少傾向を踏まえつつ、様々

な振興施策を講ずることにより、その減少の速度を抑えることとし、平成 32年（2020

年）の都市人口を 90,000人（41,000世帯）、就業人口を 39,000人と見通しています。 

本都市計画マスタープランでは、計画の中間年次である平成 32年には「後期基本

計画」で見通された 90,000人の人口を収容し、その後、都市計画マスタープランの

計画目標年次である平成 42 年（2030 年）まで、おおよそその人口・人口構成が維

持されることとして、土地利用、基盤整備を進める計画とします。 

 

③ まちづくりの主体 

以上に示した「広域における茂原市の役割」を果たすために、そして「茂原市の

まちのすがた」を実現するために、まちづくりの主人公となる「人」づくりを推進

するとともに、まちづくりを真剣に語り、取り組む、地域コミュニティを育成しま

す。こうして市民が積極的、かつ責任を持ってまちづくりに参画し、行政はそれを

支援します。 

● まちづくり、生活文化の創造の主人公となる、若者から高齢者まで多世代にわた

る人づくりを推進します 

● まちづくりを真剣に語り、取り組む地域コミュニティを育成します 

● 市民が積極的、かつ責任を持ってまちづくりに参画し、行政はそれを支援します 
  

市民会議による市内視察 
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３－２ 将来都市構造 

 

（１）将来都市構造の基本的な考え方 

① 拠点及び都市軸 

「広域の顔となる拠点」及び「東西・南北軸、環状軸による幹線道路の格子構造」

を形成することにより、長生、山武、夷隅など広域の中核都市としての広域的な拠

点機能を発揮する都市構造を構築します。 

 

 

 

≪拠点及び都市軸の配置イメージ≫ 
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② 住宅市街地の形成及び人口配置 

人口の配置を適正に誘導するため、中心市街地、郊外住宅地、緑農居住地それぞ

れが持つ魅力を守り、育んでいきます。 

利便性の高い駅周辺市街地での都市型居住を促進して流入人口を確保するととも

に、田園集落の環境保全と生活利便性の向上により、市人口の約半数に及ぶ田園集

落居住人口の流出を抑制します。 

 

 

 

≪住宅市街地と人口配置イメージ≫ 
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③ 広域交通ネットワークと連動した産業基盤配置 

職住近接の都市構造を堅持して都市の活力の維持増進を図るため、圏央道整備に

よる地域波及効果を的確に受け止める新たな産業の誘致や既存産業の育成を推進し、

広域の中核都市としてバランスのとれた産業構造の維持、発展を推進します。 

 

 

 

 

 

≪広域交通ネットワークと産業基盤配置イメージ≫ 
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（２）将来都市構造及びゾーン別の整備の考え方 

現在の土地利用構成を基本とし、拠点及び都市軸の形成の方向や住宅市街地の広

がりと発展の方向、産業基盤及び田園・緑地の配置の方向等の各視点から、将来都

市構造及びゾーン※別の整備の考え方を以下に示します。 

 

① 茂原中心拠点ゾーン 

長生、山武、夷隅など広域の顔として、広域的な公共・公益施設の集中立地を促

進します。また、駅に至近であることなど恵まれた立地条件を活かした、若者や高

齢者など多世代にわたる人々の居住を促すとともに、賑わいを育み、中心市街地の

再生を推進します。 

 

② 本納副次核ゾーン 

市北部の中心として、広域的な公共・公益施設や近隣商業核の整備を推進します。

また、千葉・東京方面やインターチェンジ周辺における産業誘致にともなう新たな

就業者の居住の場として、低中層住宅地の計画的な整備を推進します。 

 

③ 市街地居住ゾーン 

（既成市街地縁辺部） 

茂原中心拠点ゾーンの周囲に自然発生的に広がった、低層戸建てを中心とする住

宅地において、幹線道路沿道における防災機能の向上に資する低中層集合住宅と戸

建て住宅の複合した緑豊かな住宅市街地環境が維持、形成されるよう、無秩序な市

街化を防止し、生活に必要な基盤整備を推進します。 

（丘陵部） 

計画的な開発整備による、緑豊かで基盤整備の整った良好な低層戸建ての住宅団

地の居住環境を維持・形成します。 

 

④ 緑農居住ゾーン 

無秩序な市街化を防止するとともに、本市を代表する田園、谷津の景観やそこに

生息する生物の生息環境、生態系などを保全することにより、農の営みと緑豊かな

居住環境との調和を図ります。 

 

⑤ 工業系土地利用ゾーン 

既存工業生産機能の維持増進や集約・更新、及び、全国的な経済・産業構造の変

化に対応した研究開発型などへの生産構造の転換が図られるよう、周辺環境との調

和に配慮しつつ、基盤整備を推進します。 
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⑥ 都市的土地利用検討ゾーン 

圏央道などの整備がもたらす、地域波及効果の受け皿となる都市型工業や流通産

業、さらには観光・レクリエーションなどの交流機能などを視野に入れた産業誘致

の場として、圏央道インターチェンジ周辺や長生グリーンライン沿道において、自

然環境と調和する都市的土地利用を行う計画的な開発誘導を検討、推進します。 

 

⑦ 沿道土地利用軸 

国道 128 号沿道において、茂原中心拠点ゾーンと本納副次核ゾーンの相互発展を

促す土地利用の適正化を図ります。 

 

≪将来都市構造概念図≫  
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４－１ 部門別まちづくり方針について 

部門別まちづくり方針は、都市づくりの目標及び将来都市構造を実現するために

必要な個別部門に関する方針です。 

茂原市都市計画マスタープランでは、市民の都市活動の基本をなす「行き交う」

「住む」、「働く」、「憩う」、「育む」「守る」の６つの部門に分けて、その方針を示し

ます。 

各部門で対象となる内容は以下のとおりです。 

 

 

①「行き交う」の整備方針（交通ネットワークの整備方針） 

広域的な幹線道路や都市内の幹線道路による交通体系、交通施設、公共交通、沿

道環境などに関する整備方針を示します。 

 

②「住む」の整備方針（住宅市街地・集落地の配置整備の方針） 

既成市街地、計画的な宅地開発、田園地域の集落部といった住宅地を中心とする

市街地整備、居住環境の整備・保全などに関する整備方針を示します。 

 

③「働く」の整備方針（産業機能配置と産業基盤の整備の方針） 

商業・業務、工業、農業といった産業の発展の方向と連動する拠点整備、土地利

用の規制・誘導などに関する整備方針を示します。 

 

④「憩う」の整備方針（都市環境・景観の保全・整備の方針） 

田園・谷津などといった自然環境の保全と活用、水と緑のネットワーク形成、景

観形成、公園や広場の整備などに関する整備方針を示します。 

 

⑤「育む」の整備方針（地区の基盤整備と協働のまちづくりの方針） 

市民の様々な営みを支える都市・農業基盤施設、広域的、地域的な公共・公益施

設及びまちづくりに積極的に参画する市民の育成などに関する整備方針を示します。 

 

⑥「守る」の整備方針（防災まちづくりの方針） 

市民の生命、身体及び財産を災害から守るための防災施設の整備、建築物の耐震

化、不燃化の方針などの防災まちづくりの方針を示します。 
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４－２ 「行き交う」の整備方針 
（交通ネットワークの整備方針） 

 

 

 

 
 

 

 

市内を東西・南北に連絡する幹線道路や茂原環状線を基軸として、広域交通ネッ

トワークを構築し、現在の渋滞解消はもとより、将来の交通需要の増加に応えると

ともに、通過交通と生活交通の分離、適正化を推進します。あわせて、公共交通や

都市・補助幹線道路網の充実とともに、バリアフリー※や植樹帯の整備、自転車道や

照明の整備等、安全で快適な歩行者、自転車の交通環境の充実により、通勤・通学、

日常の公共サービス、買い物など市民の利便性を高めていきます。 

 

≪「行き交う」の整備方針の体系≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【目標】 

広域の中核都市として、人、自転車、自動車が快適に通行できる 

道路・交通網の構築 

茂原駅と駅前広場 

【目標】 
 広域の中核都市として、人、自転車、自動車が快適に通行できる道路・交通網の構築 

【方針 ①】 
 渋滞解消など円滑な自動車交通を実現する広域幹線道路網の充実 

【方針 ②】 
 拠点施設等に行き来しやすい、都市・補助幹線道路網及び公共交通の充実 

【方針 ③】 
 歩行者も自転車も、全ての人が利用しやすい交通環境の充実 



26 

 

 

① 渋滞解消など円滑な自動車交通を実現する広域幹線道路網の充実 

 

１）高規格幹線道路（地域高規格道路を含む） 

● 圏央道及び茂原・一宮・大原道路（長生グリーンライン）の整備を促進します。 

● 圏央道茂原長南インターチェンジ（仮称）、茂原北インターチェンジ（仮称）に

加えて、県道千葉茂原線と接続するスマートインターチェンジ※の整備を促進し

ます。 

● これら道路の整備にあたっては、周辺環境や景観との調和に配慮し、道路周辺の

緩衝緑地帯を極力保全するとともに、そうした緩衝緑地帯の存在しない場所にあ

っては、植樹等による整備を推進します。 

 

≪高規格幹線道路（地域高規格道路を含む）断面イメージ（例示）≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）広域・地域幹線道路 

● 既存の東西・南北方向の広域幹線道路網を骨格としつつ、県道茂原環状線の整備

推進により通過交通を誘導し、市全体の交通流動の適正化を図ります。 

● 南北方向の広域的な交通機能を強化するため、県道茂原環状線から南北方向に延

伸する路線の整備を推進します。 

● 圏央道インターチェンジへのアクセス道路ともなる東西方向の路線の整備を推

進します。 

● 広域・地域幹線道路は４車線での整備を基本とし、車両通行量に応じて２車線で

の整備を行います。 

  



27 

 

≪広域幹線道路網の機能等≫ 

 

種   別 路線名称等 機  能  等 

幹
線
道
路
等 

高
規
格 

南北 
首都圏中央連絡自動車道

（圏央道） 

・首都圏中核都市間の流動を受け止める

道路 

東西 
茂原・一宮・大原道路 

（長生グリーンライン） 

・圏央道から太平洋岸に向けた流動を受

け止める道路 

広
域
・
地
域
幹
線
道
路 

南北 
国道 128号～主要地方道 

茂原大多喜線 

・東金から本納、茂原を経て、大多喜か

らさらに南房総へと連なる房総内陸を

貫く地域発展を支える道路 

東西 

千葉外房有料道路～主要

地方道五井本納線～茂原

白子バイパス 

・本納副次核及び長生郡内の町村の中心

地をつなぐ広域的な環状道路の一部を

構成する道路 

・千葉市中心部から圏央道インターチェ

ンジ及びその周辺の工業団地等の開発

地を経由し、本納駅周辺を経て、太平

洋岸へと連なる道路 

主要地方道千葉茂原線～

主要地方道茂原長生線 

・千葉市中心部から茂原駅周辺の中心市

街地を経て、太平洋岸へと連なる道路 

主要地方道市原茂原線・ 

国道 409号～国道 128号 

・東京湾岸の市原、木更津から茂原駅周

辺の中心市街地を経て、一宮など JR

外房線に沿って市街地の発展軸ともな

っている太平洋岸へと連なる道路 

環状 県道茂原環状線 

・市街地外郭を構成する道路 

・中心市街地の混雑緩和のため、都市圏

間流動を市街地外周へ迂回する役割を

果たす道路 

環状

延伸 

東部の南北路線（新設） 

・南北方向の広域交通を強化する道路

（通過交通の流動誘導） 

・豊岡地区など市北部から茂原中心市街

地への接続機能を強化する道路 

西部の南北路線（新設） 

・南北方向の広域交通を強化する道路

（通過交通の流動誘導） 

・茂原工業団地、茂原にいはる工業団地

（計画）などへの広域的な接続機能を

強化する道路 
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② 拠点施設等に行き来しやすい、都市・補助幹線道路網及び公共交通の充実 
 

１）都市幹線道路 

● 都市幹線道路は、市街地内の骨格を形成する主要な幹線道路として、市街地を適

正規模に分割し、近隣住区の外郭を形成する路線です。 

道路網密度は、概ね 8,000 台/日（２車線道路の目標交通量）を超えないこととし、

住宅地においては概ね 1kmの網間隔、都市居住型の住宅地においては概ね 500mの網

間隔、商業地においては概ね 500m以内の網間隔を基本とする道路配置とします。 

また、圏央道インターチェンジにアクセスする市道を都市幹線道路として配置計

画し、整備を推進します。 

断面構成は、基本的には片側１車線の両側２車線とし、車両通行が 8,000 台/日

を超える場合には片側２車線（両側４車線）化を検討します。 

また、良好な市街地環境の形成に資するよう、歩行者空間や植栽空間の十分な確

保及び商業地においては駐・停車帯の設置を目標とします。 

なお、都市計画道路について「都市計画道路点検調査」を実施し、代替路線を有

する長期事業未整備路線・区間の計画廃止を含め、新たな「道路網整備計画」を

検討策定して、都市を支える幹線道路網（ネットワーク）の形成を促進します。 

 

２）補助幹線道路 

● 補助幹線道路は、都市幹線道路の機能を補完し、近隣住区内の発生交通を円滑に

都市幹線道路へ接続します。これらの道路については、今後、地区別での詳細な

計画の中で、路線配置を検討する必要があります。 

 

３）鉄道 

● 本納駅及び新茂原駅の駅前広場や自由通路、及び駅舎等の整備に関して、駅周辺

市街地の整備状況との整合を図りながら、引き続き具体化に向けて取り組みます。 

また、ＪＲ外房線の運行本数の拡充、本納駅への快速電車の停車といった鉄道輸

送力増強に関しても、引き続き関係機関に要望していきます。 

 

４）その他の公共交通機関及び交通施設等 

● 新交通システム※などの新たな大量輸送機関は、広域的な交通網の整備や時代の変

化などを勘案しつつ、長期的な将来展望の中で導入に関する調査研究を進めます。 

● 商業施設や公共・公益施設などの拠点施設と市内各地区を連絡する市民バスに関

しては、利用の利便性・快適性の向上と運行の効率化に引続き努めます。 

● 茂原駅周辺の中心市街地においては、歩行者の回遊行動に資するよう、既設の公

共駐車場の有効活用を推進するなどの取り組みにより、駐・停車環境の充実を図

ります。 
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③ 歩行者も自転車も、全ての人が利用しやすい交通環境の充実 

 

１）幹線道路（広域・地域幹線道路、都市幹線道路）及び駅周辺 

● 茂原駅など市内の駅周辺においては、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を

利用した移動の円滑化の促進に関する法律（交通バリアフリー法）」に基づき市

町村が自主的に策定する基本構想や歩行空間ネットワーク総合整備事業などを

活用し、バリアフリー化を積極的に推進します。 

● 幹線道路においては、自動車交通量と自転車交通量が多い路線・区間にあっては、

自転車道、歩行者道を分離するとともに、植樹帯の設置や電線の地中化を推進し

ます。また、自転車または歩行者の通行が少ない場合は、自転車道と歩行者道を

一体として整備します。 

● 中心市街地、公共・公益施設、公園、歴史・文化資源を結ぶ幹線道路については、

街路樹整備や沿道緑化、電線の地中化等を進め、本市のシンボルとなるような道

路整備を推進します。 

● 既成市街地や田園地域など、周辺の土地利用状況を勘案しつつ、それぞれの道路

にふさわしい沿道景観を形成します。 

 

 

≪広域・地域幹線道路及び都市幹線道路断面イメージ(例示)≫ 
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２）補助幹線道路などその他道路 

● 補助幹線道路など市民の日常生活に密着した道路において、段差解消など、歩行

者空間におけるバリアフリー化を推進します。 

また、ノーマライゼーション※の普及を進め、潜在的な「心のバリア（障壁）」

の排除も推進します。 

● 歩道設置を基本として整備を進めていきますが、自動車の交通量、歩行者・自転

車の交通量及び当該道路の機能（生活道路または通過交通の処理）を考慮した上

で、歩車共存型の道路整備も視野にいれた整備を推進します。 

● 中心市街地においては、歩行者の回遊性の確保に配慮した整備に努めます。 

 

 

≪補助幹線道路断面イメージ(例示)≫ 
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≪「行き交う」の整備方針（交通ネットワークの整備方針）図 ≫ 

  都市幹線道路 

 市街地内の骨格を形成する主要な幹線道路として、市街地を適正規模に分割
し、近隣住区の外郭を形成する路線です。道路網密度は、概ね 8,000 台／
日を超えないこととし、住宅地においては概ね 1km、都市居住型の住宅地
においては概ね 500m、商業地においては概ね 500m 以内の網間隔を基本
とする道路配置とします。断面構成は、基本的には片側 1 車線の両側 2 車
線とし、車両通行が 8,000 台／日を超える場合には片側２車線化を検討し
ます。また、良好な市街地環境の形成に資するよう、歩行者空間や植栽空間
の十分な確保及び商業地においては駐・停車帯の設置を目標とします。 

 圏央道インターチェンジへのアクセス道路となる市道を都市幹線道路と位
置づけ整備を推進します。 

 自動車と自転車の交通量の多い路線・区間にあっては、自転車道、歩行者道
を分離するとともに、植樹帯の設置や電線の地中化を推進します。また、自
転車または歩行者の通行が少ない場合は、自転車道と歩行者道を一体として
整備します。 

 中心市街地、公共・公益施設、公園、歴史・文化資源を結ぶ幹線道路につい
ては、街路樹整備や沿道緑化、電線の地中化等を進め、茂原市のシンボルと
なるような道路整備を推進します。 

 既成市街地や田園地域など、周辺の土地利用状況を勘案しつつ、それぞれの
道路にふさわしい沿道景観を形成します。 

補助幹線道路 

 都市幹線道路の機能を補完し、近隣住区内の発生交通を円
滑に都市幹線道路へ接続します。これらの道路については、
今後、地区別での詳細な計画の中で、路線配置を詳細に検
討する必要があります。 

 市民の日常生活に密着した道路において、段差解消など、
歩行者空間におけるバリアフリー化を推進します。 

 歩道設置を基本として整備を進めていきますが、自動車の
交通量、歩行者・自転車の交通量及び当該道路の機能（生
活道路または通過交通の処理）を考慮した上で、歩車共存
型の道路整備も視野に入れた道路整備を推進します。 

 中心市街地においては、歩行者の回遊性の確保に配慮した
整備に努めます。 

鉄道、駅周辺 

 本納駅及び新茂原駅の駅前広場や自由通路、及び駅舎等の
整備に関して、駅周辺市街地の整備状況との整合を図りな
がら、引き続き具体化に向けて取り組みます。また、JR 外
房線の運行本数の拡充、本納駅の快速電車の停車といった
鉄道輸送力増強に関しても、引き続き関係機関に要望して
いきます。 

 茂原駅など市内の駅周辺においては、交通バリアフリー法
に基づき市町村が自主的に策定する基本構想や歩行空間ネ
ットワーク総合整備事業などを活用し、バリアフリー化を
積極的に推進します。 

鉄道以外の公共交通機関及び交通施設等 

 新交通システムなどの新たな大量輸送機関は、丘陵地での
開発の進捗や時代の変化などを勘案しつつ、超長期的な将
来展望の中で導入に関する調査研究を進めます。 

 市民からの要望が強い、商業施設や公共・公益施設などの
拠点施設と市内各地区を連絡する市民バスに関しては、利
用の利便性・快適性の向上と運行の効率化に引き続き努め
ます。 

 茂原駅周辺の中心市街地においては、歩行者の回遊行動に
資するよう、既設の公共駐車場の有効活用を推進するなど
の取り組みにより、駐・停車環境の充実を図ります。 

高規格幹線道路（地域高規格道路を含む） 

 圏央道及び茂原・一宮・大原道路（長生グリーンライン）の整備を
推進します。 

 整備にあたっては、周辺環境や景観との調和に配慮し、道路周辺の
緩衝緑地帯を極力保全するとともに、そうした緩衝緑地帯の存在し
ない場所にあっては、植樹等による整備を推進します。 

広域・地域幹線道路 

 既存の東西・南北方向の広域幹線道路網を骨格としつつ、県
道茂原環状線の整備推進により通過交通を誘導し、茂原市全
体の交通流動の適正化を図ります。 

 南北方向の広域的な交通機能を強化するため、県道茂原環状
線から南北方向に延伸する路線の整備を推進します。また、
圏央道インターチェンジへのアクセス道路となる東西方向
の路線の整備を推進します。 

 広域・地域幹線道路は４車線での整備を基本とし、車両通行
量に応じて２車線での整備を行います。 

 自動車と自転車の交通量の多い路線・区間にあっては、自転
車道、歩行者道を分離するとともに、植樹帯の設置や電線の
地中化を推進します。また、自転車または歩行者の通行が少
ない場合は、自転車道と歩行者道を一体として整備します。 

 中心市街地、公共・公益施設、公園、歴史・文化資源を結ぶ
幹線道路については、街路樹整備や沿道緑化、電線の地中化
等を進め、茂原市のシンボルとなるような道路整備を推進し
ます。 

 既成市街地や田園地域など、周辺の土地利用状況を勘案しつ
つ、それぞれの道路にふさわしい沿道景観を形成します。 
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４－３ 「住む」の整備方針 
（住宅市街地・集落地の配置整備の方針） 

 
 

 

 

 

利便性と賑わいのある中高層の都市型住宅、緑豊かで落ち着いた郊外型住宅、市

街地に潤いをもたらす農業と共存したのどかな田園住宅など、本市の魅力を育み、

多世代の生活様式にも対応する、個性的で多様な居住環境を更に充実していきます。 

地域コミュニティの活力を維持、増進し、いきいきした暮らしが営まれるよう、

無秩序な市街化を抑制しつつ適正な土地利用を誘導し、魅力にあふれた居住環境を

保全・充実していきます。 

 

≪「住む」の整備方針の体系≫ 

 

  

【目標】 

地区の特徴を踏まえた個性的で多様な居住環境の充実 
 

【目標】 
 地区の特徴を踏まえた個性的で多様な居住環境の充実 

【方針 ①】 
 都市型居住の推進 

【方針 ②】 
 郊外型住宅地の居住環境の保全・充実 

【方針 ③】 
 田園環境の保全・充実 

市内の住宅地 
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① 都市型居住の推進 

● 茂原駅周辺の中心市街地においては、行政、福祉、文化、教育、医療などの拠点

機能の集積を図るとともに、駅に至近であることなど利便性を活かして都市型居

住を推進し、周辺景観との調和を図りながら、低層に商業、その上に住居の配さ

れた「おしゃれ感」を実感させる魅力ある中層建築や、市民が憩える緑豊かな空

地が多く確保された高層建築等の整備を面的・計画的に促します。 

また、住居は、開発指導や公的住宅整備の際の工夫などを通じた多世代対応や、

価値観・生活様式の多様化に対応した様々な間取りとするなど、居住者の需要に

応えていきます。 

● 本納駅周辺においては、行政、福祉、文化、教育、広域医療などの複合的な公共・

公益機能の集積を図るとともに、現在の低層一戸建ての風情を残しながら、千葉

市や東京都心方面への通勤・通学者、圏央道のインターチェンジ周辺への立地が

想定される新たな産業機能の就業者向けの住居空間として、２、３層程度の集合

住宅の立地も促していきます。 

● 都市型居住推進に向けた土地区画整理事業等の面的・計画的な事業の実施にあた

っては、街並みづくりまで視野に入れた市民、行政、事業者による三者協働での

取り組みを推進します。 

≪中心市街地の整備イメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪本納駅周辺の整備イメージ≫ 
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② 郊外型住宅地の居住環境の保全・充実 

● 市街地縁辺部の自然発生的な郊外住宅地においては、幹線道路沿道における防災

機能向上に資する低中層集合住宅と低層戸建て住宅が複合した緑豊かな住宅市

街地環境が維持、形成されるよう、道路や下水道をはじめとする供給処理施設な

ど都市基盤施設の整備を進めるとともに、緑の豊かさも感じられる、快適な居住

環境の充実を図ります。 

● 丘陵部における面的・計画的に整備された戸建て住宅地では、良好な居住環境を

守っていきます。 

● 丘陵部など新たな住宅地開発を行う場合、都市基盤施設の充実した面的、計画的

な整備とすることはもとより、緑の豊かさやコミュニティの充実するまちづくり

を推進します。このため、住民主体で策定される地区計画等の取り組みを進めて

いきます。 

また、駅や中心市街地、主要な幹線道路などへ連絡する都市幹線道路、公共交通

の充実を図っていきます。 

 
  

郊外型住宅地 
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③ 田園環境の保全・充実 

● 豊かで美しい田園環境・景観を有する緑農居住ゾーンでは、市街地に近接する地

区などでの無秩序な市街化を防止し、既存の優れた農業生産環境や集落景観を保

全することにより、本市の居住環境に潤いと憩いの場を提供する田園環境・景観

の保全に努めます。 

また、生物生息環境の充実や農地のレクリエーション利用などについて、地域コ

ミュニティと行政とが一体となって積極的に取り組み、より一層の都市（まち）

の魅力を創出します。 

● 農業集落部については、道路交通環境の改善、生け垣や屋敷林などの民有緑地の

保全に努め、快適で利便性の高い田園居住の場として育成していきます。 

● すでに計画・構想されている新たな丘陵部開発にあっては、市全体の適切な人口

配分や居住環境の保全、現在ある茂原の個性維持、産業動向など、都市の健全な

発展に関する様々な観点から、開発のあり方について慎重に協議していきます。 

  

田園地域における住宅 
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≪「住む」の整備方針（住宅市街地・集落地の配置整備の方針）図≫ 

 
 

  

都市型低中層住宅地（本納駅周辺） 

 現在の低層一戸建て住宅地としての風情を残しながら、
千葉市や東京都心方面の通勤・通学者、新たな産業誘致
拠点の就業者向けの居住空間として、2､3 層程度の集合
住宅の立地も促していきます。 

緑農型田園居住地 

 東部の田園地域、西部の丘陵地域に残る農地や緑地、屋敷林等の豊かな居住環
境を保全するため、人口増加に対して、無秩序な市街化の防止や農住混在の解
消、既存の優れた農業集落景観との調和など本市の居住環境に潤いと憩いの場
を提供する田園景観の保全に努めます。 

 生物生息環境の充実や農地のレクリエーション利用などに、地域コミュニティ
と行政が一体となって取り組み、より一層の都市（まち）の魅力を創出します。 

 農業集落部については、快適で利便性の高い居住の場として育成していきます。 

 すでに計画・構想されている新たな丘陵部開発にあっては、都市の健全な発展
に関する様々な観点から開発のあり方について慎重に協議していきます。 

低中層住宅地（既成市街地縁辺部） 

 自然発生的な市街地縁辺部の低層住宅地にお
いては、幹線道路沿道における防災機能向上
に資する低中層集合住宅と低層戸建て住宅が
複合した緑豊かな住宅市街地環境が維持、形
成されるよう、道路や下水道などの都市基盤
施設の整備を進め快適な居住環境の充実を図
ります。 

都市型中高層住宅地 

 駅に近く、各種拠点施設にも恵まれた諸条件を活かして、それら環境を望む多
世代に対応した住宅の提供を図ります。 

 駅周辺の中心市街地においては、都市型居住を推進し、周辺景観との調和を図
りながら、低層に商業、その上に住居の配された「おしゃれ感」を実感させる
魅力ある中高層建築の整備を促します。 

 住宅は、開発指導や公的住宅への工夫を通じて、多世代対応、生活様式・価値観
の多様化に対応した多様な間取りとするなど、居住者の需要に応えていきます。 

 茂原中心市街地東部の住工混在地では、工業地と住宅地との住み分けや、居住
環境の向上策を推進するとともに、居住環境向上、土地利用純化の観点から、
新しく整備予定の茂原にいはる工業団地への工場移転を促進し、都市型の中高
層住宅地への転換を促していきます。 

 都市型居住推進に向けては、土地区画整理事業等の面的・計画的な事業実施は
もとより、市民・行政・事業者が協働して街並みづくりも取り組んでいきます。 

低層戸建て住宅地（丘陵部） 

 計画的・面的に整備された既存の住宅地では、現在の良好
な居住環境を保全していきます。 

 新たな住宅地開発を行う場合、都市基盤整備の充実した面
的、計画的な整備とすることはもとより、緑の豊かさやコ
ミュニティの充実するまちづくりを推進します。このため
住民主体で策定される地区計画等の取り組みを進めてい
きます。 

 駅や中心市街地、主要な幹線道路などへ連絡する都市幹線
道路や公共交通の充実を図っていきます。 
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４－４ 「働く」の整備方針 
（産業機能配置と産業基盤の整備の方針） 

 
 

 
 

 

魅力ある居住環境を育む田園・谷津の緑の空間を支えている農業、広域的な集客

や就業機会の提供をもたらしている商業・業務及び工業など、広域の中核都市とし

て、働く場を提供してきた多様な産業の維持・発展を今後とも図っていきます。 

 

≪「働く」の整備方針の体系≫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】 

調和のとれた産業構造の維持・発展 

 
 

工業団地 

【目標】 
 調和のとれた産業構造の維持・発展 

【方針 ①】 
 広域の中核都市の顔として、さらには市民活動の拠点として、複合機能型
の中心拠点の形成 

【方針 ②】 
 市北部の中心となる本納副次核の形成 

【方針 ③】 
 国道 128 号沿道の土地利用の適正化 

【方針 ④】 
 圏央道整備の地域への波及効果を受け止める、既存工業地の機能増進と新
たな産業用地の整備の促進 

【方針 ⑤】 
 ふるさとの風景を支える営農環境の充実と農地の活用の推進 
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① 広域の中核都市の顔として、さらには市民活動の拠点として、複合機能型

の中心拠点の形成 

● 行政、福祉、文化、教育、医療などの拠点機能の集積を図るとともに、茂原駅に

至近であることなど利便性を活かして人口の集積（居住機能の増進）を図ります。

あわせて、商業の再生を推進することで、長生、山武、夷隅など広域の顔となる

複合機能拠点の形成や魅力のある街並みづくりを促進します。 

● また、中心市街地の活性化にあたっては、居住者や商業者が主体となり、積極的、

かつ責任をもってまちづくりに参画し、地域の魅力づくりを進めます。 

 

② 市北部の中心となる本納副次核の形成 

● 茂原駅周辺の中心拠点を補完する行政、福祉、文化、教育、広域医療などの複合

的な公共・公益機能の集積を図るとともに、近隣商業機能や農産物加工流通セン

ターなどの産業の拠点機能も併せて整備し、市北部の複合機能拠点の形成を促進

します。 

● また、副次核の形成にあたっては、地域住民が主体となり、積極的、かつ責任を

もってまちづくりに参画し、地域の魅力づくりを進めます。 

 

③ 国道 128号沿道の土地利用の適正化 

● 茂原駅周辺の中心拠点と本納副次核の相互発展を促す、国道 128号沿道における

土地利用を、農業空間との調和にも配慮し、適正化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本納駅周辺の既成市街地 
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④ 圏央道整備の地域への波及効果を受け止める、既存工業地の機能増進と新

たな産業用地の整備の促進 

● 圏央道及び長生グリーンラインの整備並びにそれに併せて開設されるインター

チェンジの整備に伴う地域への経済波及効果を受け止めていくため、インターチ

ェンジ周辺への新たな産業の立地誘導を図るための産業用地の開発整備を促進

するとともに、周辺基盤施設整備等により既存の工業地の生産機能の増進と社会

構造の変化に対応する機能更新、構造再編を促進します。 

● インターチェンジ周辺の自然環境と調和する新たな産業の立地誘導を図る「都市

的土地利用検討ゾーン」では、社会経済状況の将来動向を見極めながら、観光・

レクリエーション機能など人的交流を生み出す拠点の整備をも視野に入れた幅

広い選択肢の中で整備の方向を検討していきます。また、「茂原にいはる工業団

地」の計画的な整備を促進するとともに、圏央道インターチェンジから近い立地

条件を活かした産業立地誘導を図ります。 

● 既存工業地については、駅への至近性など立地の優位性や社会経済状況、周辺市

街地の環境の今後の動向や、事業者の意向を十分に踏まえ、周辺の土地利用更新

との連動を図りつつ、研究開発型、都市型等への機能更新を促進する高度情報基

盤等の基盤整備を推進するとともに、それら機能更新にも寄与する研究・学術機

関の立地可能性などについても調査・検討していきます。 

 

⑤ ふるさとの風景を支える営農環境の充実と農地の活用の推進 

● 茂原の個性ある風景を育んできた田園・谷津・里山などの緑地空間を保全してい

きます。このため、新規就農者の受け入れ態勢の強化などによる農業振興はもち

ろんのこと、茂原の緑の骨格を形成する田園・丘陵地のレクリエーション利用な

どに関して、地権者、市民ボランティア、行政が一体となって知恵を絞り、具体

的かつ実効性のある取り組みを推進していきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 広がりのある農地 
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≪「働く」の整備方針（産業機能配置と産業基盤の整備の方針）図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「都市的土地利用検討ゾーン」における 
産業用地の開発整備 

 圏央道などの整備に伴う地域への波及効果の受け皿とし
て、インターチェンジ周辺の「自然環境と調和する都市的
土地利用検討ゾーン」において、新たな産業の立地誘導を
図るための産業用地の開発整備を促進します。 

 その際、将来的な社会経済状況を見据え、観光・レクリエー
ション機能など人的交流を生み出す拠点形成をも視野に入れ
た幅広い選択肢の中で整備の方向を研究していきます。 

本納駅周辺における副次核の形成 

 茂原駅周辺の中心拠点を補完する公共・公益機能の集積を図るとともに、近
隣商業機能や農産物加工流通センターなどの産業の拠点機能も併せて整備
し、市北部の複合機能拠点の形成を促進します。 

 国道 128 号及び本納駅東口線の沿道に、地区の生活サービス施設として一
定規模の商業施設の立地を誘導します。 

 近隣商業機能に農産物加工流通センターを併設し、地域農業の高度化や民間
流通機能の立地誘導を促進します。 

 副次核の形成にあたっては、地域住民が主体となり積極的、かつ責任をもっ
てまちづくりに参画し、地域の魅力づくりを進めます。 

田園居住ゾーンにおける 
営農環境の充実と農地の活用の推進 

 田園・谷津・里山などの緑空間保全に向けて、新
規就農者の受け入れ態勢の強化などによる農業
振興はもちろんのこと、田園・丘陵地のレクリエ
ーション利用などに関して、地権者、市民ボラン
ティア、行政一体となって知恵を絞り、具体的か
つ実効性のある取り組みを推進していきます。 

 平日での補助的な日常買い廻り品購入の場とし
て、また配達サービスなど介護サービスやコミュ
ニティ型の機能をも併せ持つ地区核ともなる地
区コミュニティ施設と一体となった近隣商業機
能の育成を図ります。 

既存工業地の産業生産機能の増進、機能更新 

 既存の工業地にあっては、その立地の優位性や社
会経済状況、周辺市街地の環境の今後の動向、事
業者の意向を十分に踏まえ、周辺の土地利用の更
新とも連動を図りつつ、研究・開発型、都市型等
への機能更新を促進する基盤整備を推進します。 

 また機能更新にも寄与する研究・学術機関の立地
可能性などについても調査・検討していきます。 

一団の住宅地における近隣生活サービス機能の育成 

 平日での補助的な日常買い廻り品購入の場として、また配達
サービスなど介護サービスやコミュニティ型の機能をも併せ
持つ地区核ともなる地区コミュニティ施設と一体となった近
隣商業機能の育成を図る。 

茂原駅周辺中心拠点地区における拠点機能の集積と商業活性化 

 拠点機能の集積を図るとともに、人口の集積を図ります。あわせて、商業を
再生することで広域の顔となる複合機能拠点の形成や魅力のある街並みづ
くりを促進します。 

 居住者利便性の向上や中心商店街との連続性を確保するため、中高層集合住
宅の低層階（2 階程度）に商業・業務機能を配置します。 

 中心市街地の賑わい創出にあわせて、歩行者の回遊行動を阻害しない、安全
な歩行者空間の形成を図ります。 

 居住者や商業者が主体となり、積極的かつ責任をもってまちづくりに参画
し、地域の魅力づくりを進めます。 
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４－５ 「憩う」の整備方針 
（都市環境・景観の保全・整備の方針） 

 

 

 

 

茂原の良さは豊かな自然とのどかな田園風景です。その魅力ある環境を求めて居

住する人たちに対して、自然の憩いと都市的な賑わいとを総合的に提供していく必

要があります。このため、既成市街地においては、住宅の庭や垣根の緑化、屋敷林

など民有緑地の保全等を図ります。また、農地については、優良農地の保全や花畑

等への有効活用を図り、市全体で緑や花のあふれる環境を育んでいきます。 

茂原公園、長生の森公園、富士見公園などの拠点公園における周辺環境と一体と

なった景観の創出や、藻原寺、橘樹神社、本納城址などの歴史・文化資源の活用、

調節池の多目的利用など、個性ある拠点を充実していきます。 

市民の参加を得て、「緑の基本計画」「景観計画」を策定し、自然的資源・歴史的

文化的資源を活かした市民の利用しやすい公園緑地の配置整備や美しい街並み景観

の形成に向けて、行政と市民の協働のまちづくりを進めます。 

 

≪「憩う」の整備方針の体系≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】 

田園空間と都市空間が共存する、茂原らしい環境・景観の保全・育成 

育成 
 

富士見公園 

【目標】 
 田園空間と都市空間が共存する、茂原らしい環境・景観の保全・育成 

【方針 ①】 
 市民が大切に思う、農地や樹林地、丘陵緑地の環境・景観の積極的な保全
と活用 

 

【方針 ②】 
 どこに住んでいても身近に感じられる、総合的な水と緑のネットワークの
形成 

 

【方針 ③】 
 市民が自由に集える都市的な公園や広場、施設敷地内空間の整備・充実 
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① 市民が大切に思う、農地や樹林地、丘陵緑地の環境・景観の積極的な保全

と活用 

● 農地空間と樹林地や里山の風景とが一体となった自然風景を守り、都市を特徴づ

ける緑の骨格として育んでいきます。 

● 里山※や谷津の生態系を市民自らが大切にし、鎮守の森や放置された樹林地等を

憩いの空間として整備・活用していきます。 

● 田園・谷津・丘陵空間で行われる公共事業の実施にあたっては、周辺環境・景観

と調和した整備方法の工夫を図っていきます。 

● 農地空間における点的な宅地開発など、農業用排水路に家庭雑排水が直接流れ込

んでいるところでは、排水対策により清流の復活・保全を推進します。 

● 豊かな自然・歴史・文化を活かして「美しい茂原の景観」を守り、伝え、創る景

観形成の取り組みを市民・事業者・行政の協働で進めていきます。 

 

② どこに住んでいても身近に感じられる、総合的な水と緑のネットワークの形成 

● 拠点資源・施設の相互利用を促進するため、河川沿いでの散策道の整備や自転車

専用道の整備、道路沿いでの街路樹整備や沿道緑化などにより、拠点資源・施設

間における水と緑のネットワークを形成します。 

● 河川沿いでは、市民の協力、多目的調節池などの河川の整備・管理の状況、河川

空間のゆとりなどを考慮した上で、自転車歩行者道の整備や桜並木、土手の花畑、

スポット的な憩い空間などを作り、ゆったりとした散策の場として整備します。 

● 中心市街地内にある公共・公益施設や公園、歴史・文化資源を結ぶ道路は、街路

樹整備や沿道緑化等を進めることにより、シンボルロード化を図っていきます。 

● 田園・谷津空間の環境（景観）を保全・育成するとともに、農道における沿道緑

化や休憩場所、緑陰の整備などを進め、農道も市民が歩いて楽しく憩える散策の

場としていきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊田川の親水空間（愛称：天の川） 
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③ 市民が自由に集える都市的な公園や広場、施設敷地内空間の整備・充実 

● 公共・公益施設と一体となった公園・広場の整備や敷地内緑化を推進することに

より、市民にとって憩い、楽しむことのできる利用しやすい公共・公益施設とし

ていきます。 

● 中心市街地には、フリーマーケットなど、多世代にわたる市民がいつでも自由に

集うことのできる広場的な空間を整備し、賑わいのある中心市街地を演出してい

きます。 

● 駅など交通拠点施設、道路、公共・公益施設をはじめとする市民の利用する建築

物、公園などにおいて、積極的にバリアフリー化を進め、人に優しいまちづくり

を目指します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東部台文化会館でグラウンドゴルフを楽しむ市民 
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≪「憩う」の整備方針（都市環境・景観の保全・整備の方針）図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本納地区における都市環境・景観の保全・整備 

 土地区画整理事業などの一団の開発計画により街区公園等
住区基幹公園の整備を促進します。 

 避難路、日常の通勤・通学、散策路としての利用向上に向け
て、拠点資源・施設間において、河川沿いの散策道および沿
道緑化等により水と緑のネットワークを形成します。 

 市街地近傍の丘陵部において周辺の山林の散策等レクリエー
ション活用と一体となった、近隣公園相当の拠点的な公園の配
置整備を図ります。 

 行政施設やコミュニティ施設、大規模商業施設において、十
分な敷地内緑地の確保・充実や公園・緑地との一体整備を図
ります。 

 道路、建築物、公園緑地など、駅周辺のバリアフリー化を推進
します。 

 橘樹神社、本納城址など歴史資源の有効活用を図ります。 

緑農居住ゾーンにおける環境・景観の保全・整備 

 農地空間と樹林地や里山の風景とが一体となった自然風景を守り、都市を
特徴づける緑の骨格として育んでいきます。 

 里山や谷津環境の生態系を市民自らが大切に、鎮守の森や放置された樹林
地等を憩いの空間として整備・活用していきます。 

 優良農地を保全するとともに、農地の体験農園や花畑等への有効利用、農
業用ため池の周辺環境整備を図ります。 

 農道や河川沿いを市民が歩いて楽しく憩える散策の場としていきます。 

 地区のコミュニティ核となる地区コミュニティ施設と一体となった街区公
園相当の小公園の充実を図ります。 

 田園・谷津・丘陵空間で行われる公共事業の実施にあたっては、周辺の環
境・景観と調和した整備方法の工夫を図っていきます。 

 排水対策により清流の復活・保全を推進します。 

 広域公園である長生の森公園の拡充整備を促進します。 

 圏央道沿道の緑地保全を図ります。 

 開発は極力抑制することとしますが、開発に際しては緑地や地域生態系保
全・周辺景観との調和への指導を徹底します。 

工業系土地利用ゾーンにおける
都市環境・景観の保全・整備 

 隣接する住宅地への環境影響緩和
に向けた植樹帯の整備などの環境
整備を推進します。 

沿道土地利用ゾーンにおける 
都市環境・景観の保全・整備 

 事務所等の施設敷地内の緑地面積確
保の開発指導を徹底します。 

 街区公園相当の住区基幹公園の整備
を推進します。 

住宅地における都市環境・景観の保全・
整備 

 郊外住宅地内の農地を、体験農園などの活用に
より保全を図ります。 

 河川沿いでは、市民の協力、河川管理の状況等
を考慮した上で、自転車歩行者道やスポット的
な憩い空間などを作りゆったりとした散策の
場として整備します。 

 住宅の庭の緑環境充実に向けて、地区計画など
の行政・住民の協力による、最小敷地規模及び
建坪率の制限や生け垣化、花いっぱい運動など
を推進します。 

 開発指導により、民間宅地開発における住区基
幹公園の整備を推進します。 

 富士見公園などの拠点施設の充実を図ります。 

茂原中心拠点ゾーンとその周辺における都市環境・景観の保全・整備 

 土地区画整理事業において街区公園等住区基幹公園の整備を推進します。 

 中心市街地にフリーマーケット等、市民がいつでも自由に集まれる広場空間を整備し、賑わいの
ある中心市街地を演出していきます。 

 避難路、日常の通勤・通学、散策路としての利用向上に向けて、拠点資源・施設間において、河
川沿いの散策道および沿道緑化等により水と緑のネットワークを形成します。 

 河川沿いでは、市民の協力、多目的調節池などの河川の整備・管理の状況等を考慮した上で、自
転車歩行者道やスポット的な憩い空間などをつくりゆったりとした散策の場として整備します。 

 公共施設等を結ぶ街路においては、植栽等によるシンボルロード化を図ります。 

 行政施設および大規模商業施設において、十分な敷地内緑地の確保・充実や公園緑地との一体整備
を図ります。 

 工場等企業敷地内の緑地面積の確保・充実を図ります。 

 道路、建築物、公園緑地など、駅周辺のバリアフリー化を推進します。 

 茂原公園や藻原寺などの有効活用を図ります。 
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４－６ 「育む」の整備方針 
（地区の基盤整備と協働のまちづくりの方針） 

 

 
 

 
 

 

これからの都市（まち）づくりにおいて、基本となるのは市民です。市民間のコ

ミュニティを育み、自分たちのまちのことを真剣に語らい、形作っていく取り組み

を推進します。市民、行政の協働※により、身近な排水対策や供給処理施設整備など

はもとより、中心市街地における面的・計画的な街並み整備や高度情報基盤整備、

河川の環境整備、リサイクルなどの取り組みを推進し、安全で安心な生活を送るこ

とができる魅力的な都市環境を構築します。 

 

≪「育む」の整備方針の体系≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】 

都市づくりの主人公となる人づくりと、市民と行政の協働による 

魅力的で質の高い地区の基盤整備の推進 

育成 
 

【目標】 

 都市づくりの主人公となる人づくりと、市民と行政の協働による魅力的で質の高い地区

の基盤整備の推進 

【方針 ①】 

 都市づくりの主人公となる市民及びコミュニティ育成拠点の充実 

【方針 ②】 

 都市環境の付加価値を高める身近な生活基盤等の充実 

【方針 ④】 

 広域の顔となる中心市街地の形成に向けた、民間・行政一体となっての 

面的・計画的整備の推進 

【方針 ③】 

 都市環境の魅力を高める田園空間の保全・育成に向けた農業環境の保全・整備 

五郷福祉センター 

五郷福祉センター 

【目標】 
都市づくりの主人公となる人づくりと、市民と行政の協働による魅力的で質の高い
地区の基盤整備の推進 

【方針 ①】 
都市づくりの主人公となる市民及びコミュニティ育成拠点の充実 

【方針 ②】 
都市環境の付加価値を高める身近な生活基盤等の充実 

【方針 ④】 
広域の顔となる中心市街地の形成に向けた、民間・行政一体となっての面
的・計画的整備の推進 

【方針 ③】 
都市環境の魅力を高める田園空間の保全・育成に向けた農業環境の保全・
整備 
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① 都市づくりの主人公となる市民及びコミュニティ育成拠点の充実 

● 市民参加を基本とし、市民と行政の協働による都市づくりを実施していくために、

その主人公となる「人」づくりを積極的に推進していくとともに、まちづくりを

真剣に語り、取り組む、地域コミュニティの育成を図ります。 

● 地域のコミュニティセンターなどの施設は、市民に使いやすい施設立地や施設計

画、運営・管理に工夫を凝らし、市民と協力して整備を推進していきます。 

● 地区集会所は、行政の支援を受けながら、市民が主体となってその有効利用や大

規模改修・新設等の整備を進め、市民のコミュニティ醸成の最も身近な拠点施設

としていきます。また、自治会を単位として、その規模（戸数）やコミュニティ

の状況を勘案して地区集会所の充実を進めていきます。 

 

② 都市環境の付加価値を高める身近な生活基盤等の充実 

● 排水対策や供給処理施設の整備、河川の整備については、現在計画・実施中の事

業を今後も継続して推進していきます。 

● 本市での居住、起業に魅力を感じられるように、光ファイバー※網の整備など高

度情報基盤の構築を早期に実現していきます。 

● 既存工業地においては、産業構造の転換に寄与する高度情報基盤の整備を推進す

るとともに、研究・学術機関の立地可能性についても視野に入れた調査・検討を

進めます。 

● 河川整備（河道整備及び調節池整備）については、河川の多自然化や環境整備、調

節池の多目的利用などの取り組みを進めていきます。また、清流復活などのテーマ

のもとで市民と行政とが協力し、流域全体での治水対策（雨水貯留・浸透対策や

保水能力の高い樹林地・農地の保全）や水質改善（下水道の整備、農業集落排水

施設の適正管理、合併浄化槽導入など）に取り組んでいきます。 

● これまで先駆的な取り組みを進めてきた本市の廃棄物行政にあっては、市民と行

政とが一体となってリサイクルの促進を図っていきます。 

● これらの基盤整備にあたり、市民の協力を得るため、地域の動植物などの自然環

境や生活環境に関する地域教育等の市民意識の高揚への取り組みを推進します。 

● 本市に人口を誘引する、都市の魅力を高めていくこれら事業の実施にあたっては、

都市経営的な発想のもとで市民と行政とが共に考え、協働して迅速な取り組みを

図っていきます。 
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③ 都市環境の魅力を高める田園空間の保全・育成に向けた農業環境の保全・整備 

● 居住者と農業従事者の双方にとって問題の大きい農住混在の解消に向けて、地域

コミュニティと行政とが一体となって、田園空間での宅地の点在や無秩序な市街

化の防止を推進します。 

● 「農地は雨水貯留機能、生活環境保全機能など都市環境の魅力を高める資源であ

る」ことを認識し、優良農地となる一団の農地のまとまりの確保や農業基盤の整

備を推進することはもとより、農業用排水路の水質改善対策も推進していきます。 

 

④ 広域の顔となる中心市街地の形成に向けた、民間・行政一体となっての面的・

計画的整備の推進 

● 茂原駅周辺では、中心市街地における都市的な居住の促進に向けて、民間と行政

とが一体となって面的・計画的に事業を推進します。 

● 茂原中心拠点には広域的な拠点施設の複合集積を、また、本納副次核には市北部

の中心としての拠点施設の複合集積を促進します。 

● 活力ある都市中心拠点が形成され、都市の魅力と利便性が維持向上されるよう、

市民・事業者・行政が協働して商店街活性化に取組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 官公庁集積地区（市役所） 
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≪「育む」の整備方針（地区の基盤整備と協働のまちづくりの方針）図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「都市的土地利用検討ゾーン」 
における面的基盤整備 

 開発規模に応じた下水道整備形態を検討
します。 

 工業団地、流通団地の整備に合わせ、事
業者と協力・調整し、計画的に電気、ガ
ス、水道、高度情報基盤等を整備推進し
ます。 

 異業種交流や従業員のコミュニティ形成
を育む福利厚生施設の整備について事業
者と調整を図り、整備を検討します。 

本納市街地における 
面的基盤整備と協働のまちづくり 

 赤目川、乗川などの河川整備にあっては、河川の
多自然化や環境整備、調節池の多目的利用を推進
します。 

 公共下水道の整備を推進します。 

 土地区画整理事業などの本納駅周辺の一団の開
発計画に合わせて、下水道やガスなどの供給処理
施設及び高度情報基盤を、事業者と協力・調整し、
計画的に整備を推進します。 

 市北部の中心として、行政施設、文化施設、福祉
施設など地区の拠点となる公共施設等の整備、及
び広域医療施設の整備を推進します。 

緑農居住ゾーンにおける 
生活基盤整備と協働のまちづくり 

 河川整備にあっては、河川の多自然化や環境整
備、調整池の多目的利用を推進します。 

 集落分布、処理人口等を考慮し公共下水道事業、
農業集落排水事業や合併浄化槽の導入を検討し
ます。 

 田園空間での宅地の点在や無秩序な市街化を防
止するとともに、農業基盤の整備や農業用排水路
の水質改善対策などを推進していきます。 

 既往の地区公民館、福祉センター及び地区集会所
などは、自治会規模やコミュニティの状況などを
勘案しつつ市民の需要にあった施設の改良や有
効利用を推進します。 

既成市街地縁辺部住宅地や沿道土地利用軸 
における面的基盤整備と協働のまちづくり 

 河川整備にあっては、河川の多自然化や環境整備、
調整池の多目的利用を推進します。 

 公共下水道の整備を推進します。 

 高度情報基盤の整備を推進します。 

 既往の地区公民館、福祉センター及び地区集会所
などは、自治会規模やコミュニティの状況などを
勘案しつつ市民の需要にあった施設の改良や有効
利用を推進します。 

工業系土地利用ゾーンにおける面的基盤整備と
協働のまちづくり 

 河川整備にあっては、河川の多自然化や環境整備
を推進します。 

 構造転換に寄与する、高度情報基盤の整備を促進
するとともに、研究・学術機関の立地可能性につ
いても視野に入れた研究を進めます。 

 異業種交流や従業員のコミュニティ形成を育む福
利厚生施設の整備について事業者と調整をとり、
整備を検討します。 

茂原中心拠点地区における面的基盤整備と協働のまちづくり 

 河川整備を推進するとともに、流域対策としての雨水貯留・浸透対策、地域排水対策など
を合せて推進します。 

 河川整備にあっては、河川の多自然化や環境整備を推進します。 

 公共下水道の整備を推進します。 

 複合拠点機能の集積を図るとともに、中高層建築の街並みづくりに向けた面的基盤整備を
推進します。 

 中心拠点地区としての活力ある都市環境が形成されるよう事業者・市民と行政が協働して
商店街活性化に取組みます。 

 高度情報基盤の整備を推進します。 

 広域の顔となるよう、高次教育施設を始め、行政施設、文化施設、福祉施設等、公共施設
及び医療施設の集中立地をより一層推進します。 

丘陵部戸建て住宅団地における 
生活基盤整備と協働のまちづくり 

 整備された基盤施設の適正管理を図
ります。 

 高度情報基盤の整備を促進します。 

 既存の地区公民館、福祉センター及
び地区集会所などは、自治会規模や
コミュニティの状況などを勘案しつ
つ市民の需要にあった施設の改良や
有効利用を推進します。 
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４－７ 「守る」の整備方針 
（防災まちづくりの方針） 

 

 
 
 

地震や火災などの災害による被害を未然に防止し、被害を軽減して市民の生命と

財産を守るため、防災施設の整備拡充に努めるとともに、施設・建築物の耐震化・

不燃化の促進と総合的な治水対策の推進により、都市の防災性能の向上を図ります。 

市民と防災に係る情報を共有し、市民・事業者・行政が協働して、安心して住み

続け、働き続けられる安全なまちをつくります。 

 

≪「守る」の整備方針の体系≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 災害時の避難・救援に資する施設・設備の整備 

● 災害時に火災の延焼防止や避難場所としての役割も持つ都市公園の配置整備と

防災設備の設置などによる防災機能の向上を図ります。特に、広域避難所として

位置づけられている長生の森公園では、避難所として有効に機能するよう、整備

を促進します。 

● 火災の延焼防止に効果があり、災害時の避難や緊急物資などの輸送路となる道路、

橋梁などの整備、耐震性の強化を進めます。 

● 災害時に的確に被災地、被災者に防災用資機材や生活必需品を配送できるよう、

市内主要箇所に、公園や公共公益施設を利用して、防災用備蓄倉庫や水防用倉庫

などの整備を推進します。 

● 津波浸水への避難対策として定める避難路・避難場所については、避難時に有効

に機能するよう、その強化を進めます。 

【目標】 

安心して安全に暮らすことのできる防災まちづくりの推進 

育成 
 

【方針 ③】 
 密集市街地の基盤施設整備、防災性向上 

【目標】 
 安心して安全に暮らすことのできる防災まちづくりの推進 

【方針 ①】 
 災害時の避難・救援に資する施設・設備の整備 

【方針 ②】 
 施設・建築物の耐震化・不燃化の促進 

【方針 ④】 
 治水対策の推進 

【方針 ⑤】 
 自主防災活動の育成・強化と防災情報通信基盤の整備 
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② 施設・建築物の耐震化・不燃化の促進 

● 大震災に備えた災害に強いまちをつくるため、建築物の耐震改修などの耐震化を

促進します。また、中心市街地では、建築物の密度が高く、出火の危険性の高い

施設も多く混在していることから、防火・準防火地域の指定拡大を推進し、建築

物の不燃化、耐火性能の向上に努め、火災時の延焼の防止を図ります。 

● 災害時において、避難・救援・復旧活動などの拠点となる学校、公民館などの公

共建築物は、現状の耐震性能に応じて補強や改修などの必要な対応を図るととも

に、新規建設に際しては、耐震性の高い安全な建築物を整備し、災害時に求めら

れる機能を確保します。 

③ 密集市街地の基盤施設整備、防災性向上 

● 既成市街地において建築物が密集し、防災上の課題を抱える地域では、道路、公

園などの防災空間の整備充実を図るとともに、土地区画整理事業などの実施によ

り、面的に災害に強いまちづくりを推進していきます。 

④ 治水対策の推進 

● 洪水を防止するため、河川・水路の改修や河川調節池の整備を進めるとともに、

開発調整池や雨水貯留浸透施設の設置などの雨水流出抑制対策を図るなど、総合

的な治水対策を推進します。 

● 山林や農地などの保水機能を有する土地利用の保全に努めるとともに、開発に際

しては、計画的な土地利用と排水施設・雨水調節地などの防災基盤施設の整備を

誘導し、流末河川の治水安全性を確保します。 

⑤ 自主防災活動の育成・強化と防災情報通信基盤の整備 

● 市民の自主的で効果的な防災活動を促進するため、ハザードマップの配布などに

より防災知識の普及や意識啓発を行うとともに、防災組織の育成・指導並びに支

援に努めます。 

● 市民が必要とする防災情報などを確実に入手できるように、情報手段の多様化や

防災行政無線のデジタル化整備などの基盤整備を推進します。 

 

防災備蓄倉庫 


