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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 170 ha

平成 25 年度　～ 平成 29 年度 平成 25 年度　～ 平成 年度

目標
目標１

目標２

目標３

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ 平成25年度 平成29年度

人 平成25年度 平成29年度

m 平成25年度 平成29年度

主要施設の周辺整備･改善により、交通アクセス条件を向上させ、安心･安全な暮らしやすい生活環境を整える。

災害時における支援活動スペースや避難道・排水路の整備より、災害から市民の生命と財産を守る防災拠点を整備する。

都道府県名 徳島県 三好
みよし

市
し

池田
いけだ

地区
ちく

計画期間 交付期間 29

三好市市民意識調査における設問
主要施設周辺の整備により、生活環境の向上を図り、毎年行う市民
意識調査において、道路交通に関する設問の回答を指標とした。

　平成18年３月１日に６町村(三野町･井川町･池田町･山城町･東祖谷山村･西祖谷山村)が合併し三好市が誕生した。このうち池田地区は古来より交通の要衝として、また、市内における｢大歩危｣、｢かずら橋｣、｢剣山｣など全国的にも有名な観光地の玄関口と
して、徳島県西部の産業、経済、教育･文化の中心的役割を担ってきた。しかし、近年、徳島自動車道、四国横断道路の開通により、四国中央市が高速交通のクロスポイントとなったことから、交通の要衝としての存在感は薄らぎ、さらに、産業においては、藩
政時代より｢たばこのまち｣として栄えてきた象徴であった｢ＪＴ池田工場(当時四国ＪＴＳ電装)｣が社会情勢の変化により閉鎖されるなど、地域経済、産業にとって大きな痛手を負うとともに、中心市街地に広大な(4.5ha)更地が発生することとなった。
　こうした状況を打開すべく三好市では、平成16年に認定された第１次都市再生整備計画に基づき、｢(ＪＴ池田工場跡地の一部への)バスターミナル･市民公園整備事業｣等を、さらに、平成19年に認定された第２次都市再生整備計画に基づき、スポーツや文
化･会議の拠点となっている三好市池田総合体育館から中心市街地やＪＲ阿波池田駅への歩行者のアクセス向上と安全性の確保および交通渋滞の緩和のための｢道路改良事業｣等を行い、それぞれが観光、交流、生活拠点施設として機能を発揮している。
　また、平成19年夏にはＪＴ池田工場跡地に商業施設が開業し、市中心部への入り込み客の増加、雇用の拡大をもたらすこととなっている。
　一方、交通拠点施設のひとつであり、県西部の体育･文化イベント開催の中核施設として市内外から年間６万人を越える利用者を集める三好市池田総合体育館の施設別の利用状況をみると、メインアリーナ、サブアリーナの利用者数、稼働率が高くなって
いる。特にメインアリーナについては、稼働率が９割を超える年度もみられ、本来の施設の目的であるスポーツ活動等が制約されている現状もみられる。
　三好市には文化芸術活動の発表や鑑賞活動を行うための設備の整った施設がなく、鑑賞活動は、市外に行く、あるいは、鑑賞活動の良いとは言い難い総合体育館や規模の小さい中央公民館ホールにおいて行うしかない状況にある。市民の活動の発表
の場としても、適切な施設が未整備の状況である。このような中、生涯を通じての生きがいや自己実現など、人間性豊かな生活を求める意識の高まりとあいまって、住民の文化活動への興味は強まっている。また、三好市は自然景観･伝統的文化財が豊富で
あり、近年では、自然環境を有効活用した観光振興や広域観光情報の充実、滞在型観光施設の整備、各種観光イベントの実施、特産品の販売宣伝に尽力している動きもある。

・三好市の高齢化(老年人口比率)は35.9％。徳島県24.4％、全国平均24.1％を大きく上回ることから、高齢者介護の問題や医療に関する行政サービスの比重が高まることが推測される。今後、高齢者の増加に伴い、これまで以上にそれぞれのライフステージ
に応じた施策の展開が課題である(三好市総合計画（H20.3）)。【人口･世帯数】
・文化施設の整備を進め、利用増進を図るとともに、芸術･文化団体などの活動に対する支援と組織強化、指導者の確保･育成、質の高い文化事業の展開などを進めていくことが課題である(三好市総合計画（H20.3）)。【観光･文化】【交流】【拠点施設】
・観光資源を相互に連携しながら効率的な利用を図るまでには至っておらず、そのため当市を訪れる観光客の観光形態は、通過型、立寄り型としての色合いが強いという点が課題である(三好市総合計画（H20.3）)。【観光･文化】【交流】【拠点施設】
・全国的な知名度の低さ (三好市総合計画（H20.3）)。【観光･文化】【交流】【拠点施設】
・周辺観光地への分散化による入込み客数の減少(三好市総合計画（H20.3）)。【観光･文化】【交流】【拠点施設】
・指定避難施設において、水害･土砂災害には概ね対応しているが、地震時には大多数が未対応(三好市総合ハザードマップ（H22.12）)。
⇒東海･東南海･南海連動型地震等に備えるため、地域防災体制の充実と災害拠点施設整備･避難道の整備が課題。【防災】

〇平成20年3月に策定された三好市総合計画では、基本理念として「自然が生き活き、人が輝く交流の郷三好市」を掲げ、「定住と交流を育むまちづくり」「豊かで生き活き安心･安全なまち」「地域性を活かし魅力ある煌めくまち」「住民参画を基本とした協働の
まち」を基本目標としている。
〇本市の豊かな自然環境と都市機能が調和する長期的な展望に基づき、効率的かつ計画的な土地利用を促進することがこれらの目標を達成するには不可欠であり、なかでも中心市街地が交流、交通、生活の拠点としての機能を発揮できるよう引き続き整
備していく。
〇整備する交流拠点施設を軸として各資源や拠点を連携させ、既存の施設(池田総合体育館など)との相互利用が促進されることで、地域コミュニティの交流と観光ネットワークの向上を図る。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

三好市池田町イケミナミ地区から防災公園に指定されてい
る丸山公園までの距離

市道駅池頭線改良事業により、地域の防災性と安全性の向上を図
り、その指標として池田町イケミナミ地区から防災公園(丸山公園)ま
での距離を指標とした。

文化芸術交流拠点となる施設の整備を図る。

60%

交流拠点施設利用者数 交流拠点施設の年間利用者数
交流拠点のまちづくりの実現を表す指標として、交流拠点施設の利
用者数を指標とした。

0 40,000人

三好市内の道路を通行するときに
危ないと思うことがある

71.5

1,000m
防災公園までのアプローチの
良さ(距離)

1,400



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

　　　【提案事業】　　事業活用調査　　・事業効果分析調査

方針に合致する主要な事業
目標１　主要施設の周辺整備･改善により、交通アクセス条件を向上させ、安心･安全な暮らしやすい生活環境を整える。

・三好病院の周辺整備･改良を行い、狭隘性の改善により、病院へのアプローチを向上させ、救急搬送時や高齢者を始めとする三好市民の病院へのアクセ
ス性の改善を図る。

【基幹事業】　道路事業　　　　　　　　　　　　・市道(三好病院周辺)改良事業

目標２　文化芸術交流拠点となる施設の整備を図る。

・文化活動や伝統文化の継承･鑑賞の場、また、地域住民の交流の場となる交流拠点施設の整備を行う。
（・文化交流拠点施設や複合施設を新設する際は、周辺の建築物との調和に配慮し、市街地の景観の向上を図る。）

【基幹事業】　道路事業　　　　　　　　　　　　・市道上野池南線改良事業
　　　　　　　　  高次都市施設　　　　　　　　 ・交流拠点施設整備事業

【提案事業】　地域創造支援事業　 　　　　 ・調整池･排水路改修事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　・農村婦人の家撤去･移転事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・複合施設新設事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・文化振興基本計画策定
                                                     ・施設利用促進事業等
　　　　　　　　　まちづくり活動推進事業　　 ・ワークショップ等調査

目標３　災害時における支援活動スペースや避難道・排水路の整備より、災害から市民の生命と財産を守る防災拠点を整備する。

・今回整備する文化交流拠点施設と、市が防災公園として整備している丸山公園とをつなぐ道路の改良や、駅前公園の整備を行い、地域の防災性及び住
民の安全性の向上を図る。

【基幹事業】　 道路事業　　　　　　　　　　　　・市道駅池頭線改良事業
　　　　　　　　　地域生活基盤施設　　　　　　・駅前公園整備事業

【提案事業】　 地域創造支援事業　　　　　  ・三好市公民館池南分館撤去･移転事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・三好市消防団第２分団池南詰所撤去･移転事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・防災施設



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 市 直 800㎡ H25 H27 H25 H27 40 40 40 40

道路 市 直 800㎡ H25 H29 H25 H29 100 100 100 100

道路 市 直 380㎡ H26 H29 H26 H29 280 280 280 280

地域生活基盤施設 市 直 － H26 H28 H26 H28 105 105 105 105

高次都市施設 市 直 5,000m2 H25 H28 H25 H28 2,100 2,100 2,100 2,100

合計 2,625 2,625 2,625 2,625 …A

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

市 直 154㎡ H28 H28 H28 H28 2 2 2 2

市 直 51㎡ H28 H28 H28 H28 1 1 1 1

市 直 382㎡ H27 H27 H27 H27 6 6 6 6

市 直 500㎡ H26 H28 H26 H28 113 113 113 113

市 直 5,500㎡ H25 H28 H25 H28 155 155 155 155

市 直 1.0式 H27 H29 H27 H29 50 50 50 50

市 直 － H27 H28 H27 H28 53 53 53 53

市 直 1.0式 H25 H26 H25 H26 9 9 9 9

市 直 － H29 H29 H29 H29 4 4 4 4

市 直 1.0式 H25 H25 H25 H25 2 2 2 2

合計 395 395 395 395 …B
合計(A+B) 3,020

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

合計 0

池田町イケミナミ地区

交付期間内事業期間

（いずれかに○）

－

農村婦人の家　撤去・移転事業

複合施設新設事業

交流拠点施設整備事業

事業箇所名

三好市公民館池南分館　撤去・
移転事業

規模所管省庁名事業箇所名
事業期間

全体事業費

（参考）事業期間
事業主体 直／間

駅前公園整備事業

市道（三好病院周辺）整備

池田町イケミナミ地区

規模

事業効果等分析調査

池田町イケミナミ地区

ワークショップ等開催
まちづくり活
動推進事業

防災施設

－

事業

事業
細項目

事業主体事業箇所名

池田町イケミナミ地区
三好市消防団第2分団池南詰
所　撤去・移転事業

事業主体

市道駅池頭線

事業活用調
査

0

事業
細項目

施設利用促進事業等 池田町イケミナミ地区

地域創造
支援事業

直／間

市道上野池南線
うち民負担分

0

うち民負担分

文化振興基本計画策定

調整池・排水路改良事業 池田町イケミナミ地区

池田町イケミナミ地区

国費率 0.4

交付期間内事業期間

交付対象事業費 3,020 交付限度額 1,208

（参考）事業期間
規模



都市再生整備計画の区域

　池田地区（徳島県三好市） 面積 170 ha 区域 池田町ウエノ、マチ、サラダ、シンマチ、イケミナミの一部



71.5% （平成25年度） → 60% （平成29年度）

0人 （平成25年度） → 40,000人 （平成29年度）

1,400m （平成25年度） → 1,000m （平成29年度）

　池田地区（徳島県三好市）　整備方針概要図

目標
・主要施設の周辺整備･改善により、交通アクセス条件を向上させ、安心･安全な暮らしやすい生活環境を整える。

・文化芸術交流拠点となる施設の整備を図る。

・災害時における支援活動スペースや避難道・排水路の整備より、災害から市民の生命と財産を守る防災拠点を整備する。

代表的な

指標

三好市内の道路を通行するときに危ないと思うことがある

交流拠点施設利用者数

防災公園までのアプローチの良さ（距離）

船井電機跡地

池田高校

徳島県西部総合県民局

三好市役所

バスターミナル

商業施設

■提案事業
地域創造支援事業
調整池・排水路改修事業

主要地方道観音寺池田線

■基幹事業
高次都市施設
文化交流拠点施設整備事業

ＪＲ阿波池田駅

池田総合体育館

1:10,000

0 200m 400m

■基幹事業
道路
市道上野池南線改良事業

地区名 池田地区

都市再生整備計画区域 １７０ ｈａ

三好市役所分庁舎

■提案事業
地域創造支援事業
三好市公民館池南分館 撤去・移転事業

■提案事業
地域創造支援事業
三好市消防団第2分団池南詰所 撤去・移転事業

■提案事業
地域創造支援事業
農村婦人の家 撤去・移転事業

■基幹事業
道路
市道駅池頭線改良事業

■基幹事業
道路
市道（三好病院周辺）改良事業

三好市中央図書館

徳島県立三好病院

国道３２号

凡 例

基幹事業

提案事業

■提案事業
地域創造支援事業
複合施設新設事業

■基幹事業
地域生活基盤施設
駅前公園整備事業

■提案事業
地域創造支援事業
文化振興基本計画策定

■提案事業
地域創造支援事業
施設のオープニング事業等

■提案事業
まちづくり活動推進事業
ワークショップ等調査

■提案事業
事業活用調査
事業効果分析調査

■提案事業
地域創造支援事業
防災施設




