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・様式は、Ａ４長辺側を、２箇所ホチキス留めすること。



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 125 ha

平成 25 年度　～ 平成 27 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

人 平成25年度 平成29年度

団体 平成25年度 平成29年度

箇所 平成25年度 平成29年度

％ 平成25年度 平成29年度

種 平成25年度 平成29年度

徳島県西部のスポーツ交流拠点としての運動公園整備を行い、スポーツによる地域社会の活性化を図る。

谷あいの見え隠れする連続的な景観変化を印象的に体験できる場所や施設の創出を図る。

都道府県名 徳島県 三好
みよし

市
し

三野
みの

地区
ちく

計画期間 交付期間 27

　当地は、美馬市･つるぎ町･東みよし町と隣接し、北部は阿讃山脈、南部は四国山地、中央には吉野川が流れる自然豊かな地形を有し、四国四県ほぼ中央に位置している。前記の２市２町で構成する｢にし阿波観光圏｣に平成20年10月に認定されてお
り、広域連携を図りながら地域の活性化に取り組んでいる。
　平成18年３月の合併により三好市が誕生して以来、これまで三好市総合計画を基本に三好市教育振興計画およびスポーツ振興基本計画を策定し、各種事業に取り組んでいるが、地理的条件や合併前の自治体規模が町村であったため、３万人を越え
る市民を対象にした規模の施設が無く、旧町村ごとにあった施設を地区の拠点施設として利用しており、市全体で行うスポーツ大会や祭事は会場を分割して行っている現状がある。
　また、三好市、美馬市、つるぎ町、東みよし町の２市２町のエリアで構成する｢にし阿波観光圏｣が認定されて以来、観光事業を中心に交流人口の増加を図っており、平成22年度には、パラグライダーのアジア選手権との併催イベントとして｢にし阿波ス
ポーツフェスタ｣を開催し、パラグライダーや自転車、カヌーなどアウトドアスポーツの体験教室なども開催した。
　この地区の近隣には、紅葉温泉や美馬市の四国三郎の郷など滞在型宿泊施設もあり、計画予定地の敷地面積の広大さに加え、三好市の大部分を占める深く豊かな自然を象徴するゾーンであり、景観面にも優れるなど、該当地区のポテンシャルは非
常に高いものと考えている。
　このような中、徳島県西部の一大スポーツ交流拠点として近隣施設と連携を図りながら、地域の活性化、いつでもだれでもスポーツ(運動)に親しめるまちづくりを推進する必要があるとともに、当該地から車で10分圏内にある三好市立三野病院およびつ
るぎ町立半田病院へ、県西部の山間地での山岳事故や災害時のヘリポートも整備することにより、市民が安心できる環境の向上を図る必要がある。

・幼児からお年寄りまで幅広く、また、体力や年齢に応じてスポーツを誰もが気軽に取り組めるような環境づくり(三好市総合計画（H20.3）)。【スポーツ】
・｢いつでも｣｢どこでも｣｢誰でも｣スポーツが楽しめる施設･設備の充実の推進(三好市スポーツ振興計画（H23）)。【スポーツ】
・全市民を対象にしたスポーツ大会等の祭事や全国規模のスポーツ大会の開催ができる規模の施設整備を行い、その催事を開催することにより関連事業の振興による地域の活性化を図ることが課題。【スポーツ】
・定期的かつ継続的に行える催事の誘致が課題。【スポーツ】
・豊かな自然環境の保全および継承(三好市景観計画（H23.3）)。【景観】
・林業の維持と健全な森林景観の保全および継承(三好市景観計画（H23.3）)。【景観】
・新耐震基準建築物の指定避難施設は充実している(三好市総合ハザードマップ（H22.12）)。
　一方、三好市立三野病院及びつるぎ町立半田病院へ、県西部の山間地での山岳事故や災害時のヘリポートも整備することで市民が安心できる環境の向上を図ることが課題。【防災】

〇三好市民をはじめ、県内外からも多くの人々が集え、定期的に全国規模のスポーツ大会の開催も見込める賑わいのある県西部の一大スポーツ交流拠点を目指す。
→運動公園整備とともにスポーツ合宿地としてスポーツ団体(高校･大学を含む)を積極的に受け入れ、スポーツの拠点として認知度が上がることで、次のステップとして定期的に県･全国規模のスポーツ大会を誘致し、「スポーツのまち」としての確立をねら
う。
〇三好市三野地区の豊かな景観を望める場所として、老若男女にとってこれからも残したい場所としての確立を目指す。
〇スポーツ拠点としてだけでなく、防災拠点施設としても認知･確立され、三好市民が安心して暮らせるまちを目指す。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

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

30,000 人

スポーツ合宿の受入数
市内外のスポーツ団体および高校･大学等の合宿受入団体
数

合宿での利用を促進し、滞在期間の延長を図り、宿泊関連事業等
を含めた、地域産業の活性化を図る。

0 10団体

スポーツ施設の利用者数 市内の主要なスポーツ施設の利用者数 スポーツ施設の充実を図ることで、利用者数の増加を図る。 0

2箇所

スポーツ施設の利用者満足度
市民意識調査の「スポーツ施設の利用者満足度」における、
「十分満足」と「まあまあ満足」の合計値

スポーツ施設の充実を図ることで、スポーツ環境充実とともに利用
者満足度の向上を図る。

α(H25実施結果) α＋10％

ビューポイント
四国に散在する豊かな自然環境(視対象)を眺望できる場所
の数

谷あいの見え隠れする連続的な景観変化や季節的な変化に富ん
だ、自然豊かな森林景観など三好市ならではの景観体験が可能
な広大な敷地に、スポーツ施設を整備する際に、印象的な景観を
眺望できるビューポイントの確保も図る。

0

12スポーツ大会(イベント)の誘致数 三好市教育委員会が認めるスポーツイベントの種類
スポーツ施設の充実を図ることで、これまで以上のスポーツイベン
ト開催の機会の増加を図る。

6



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

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

・防災拠点としての機能も兼ね備えた施設と環境を整備する。
【基幹事業】　地域生活基盤施設　　　　・三野河川敷運動公園整備事業

【提案事業】　地域創造支援事業　　 　 ・案内サイン等の設置

　　　【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　徳島県西部のスポーツ交流拠点としての運動公園整備を行い、スポーツによる地域社会の活性化を図る。

・いつでもだれでもスポーツに親しめる場所及び、スポーツによる地域活性化を図れる施設と環境を整備する。
・スポーツ大会開催に伴う関連事業の振興により、地域活性化を図る。
・定期的かつ継続的に行える催事の誘致を行う。

【基幹事業】　地域生活基盤施設　　　　・三野河川敷運動公園整備事業
　
【提案事業】　地域創造支援事業　　　　・オープニングイベント支援事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・利用促進事業
                                                 ・案内サイン等の設置

目標２　谷あいの見え隠れする連続的な景観変化を印象的に体験できる場所や施設の創出を図る。

・三野地区の豊かな自然環境を保全し、景観的配慮を施した整備を行う。
・ビューポイントを示す案内サイン等の設置を行う。

【基幹事業】　地域生活基盤施設　　　　・三野河川敷運動公園整備事業

【提案事業】　地域創造支援事業　　 　 ・案内サイン等の設置



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

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 三好市 直 125ha H25 H27 H25 H27 600 600 600 600

高質空間形成施設

高次都市施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 600 600 600 600 …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
三好市 直 1.0式 H27 H27 H27 H27 3 3 3 3

三好市 直 1.0式 H27 H27 H27 H27 10 10 10 10

0

三好市 直 1.0式 H27 H27 H27 H27 2 2 2 2

0

0

0

合計 15 15 15 15 …B
合計(A+B) 615

（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

事業
（参考）事業期間

細項目
－

－

利用促進事業

所管省庁名事業箇所名

住宅市街地
総合整備
事業

交付期間内事業期間
規模事業主体 直／間事業箇所名

地域創造
支援事業

まちづくり活
動推進事業

（参考）事業期間

三野河川敷運動公園整備

事業期間（いずれかに○）
事業主体 全体事業費

事業効果等分析調査事業活用調
査

事業 規模

－

案内サイン等の設置

うち民負担分
交付期間内事業期間

規模直／間事業箇所名

0

0

うち民負担分

交付対象事業費 615 交付限度額 246 国費率 0.4

事業
細項目

事業主体



都市再生整備計画の区域

　三野地区（徳島県三好市） 面積 125 ha 区域 三野町清水、加茂野宮の一部

【図面作成上の留意点】

・下図は都市計画総括図を使用すること。未都
計の場合は、適宜下図を作成すること。
・Ａ４横長であれば、縮尺は自由。ただし、必ずス
ケールバー・方位を記入すること。
・都市再生整備計画の区域を赤太線縁取りとし、
地区名、区域面積を記入すること。
・地区の相対的な位置関係が明確になるように、
国道、高速道路、IC、鉄道、鉄道駅、ランドマー
クとなるような施設（市役所、文化会館等）につ
いては、必ず図示すること。
・その他必要な事項は適宜追加してよいが、必
ず凡例を記入すること。

【記入要領】
・「区域」欄は、計画区域の主な所在地を記入すること。

例）○○町○丁目、○丁目、○○町○丁目の全部と○○町○丁目、○○町○丁目の一部

吉野川

美馬市

主要地方道鳴門・池田線



0人 （平成25年度） → 30,000人 （平成29年度）

α ％ （平成25年度） → (α ＋10)％ （平成29年度）

0箇所 （平成25年度） → 2箇所 （平成29年度）

　三野地区（徳島県三好市）　整備方針概要図

目標
・徳島県西部のスポーツ交流拠点としての運動公園整備を行い、スポーツによる地域社会の活性化を図る。

・谷あいの見え隠れする連続的な景観変化を印象的に体験できる場所や施設の創出を図る。

・災害時における支援活動スペースの整備より、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

スポーツ施設の利用者数

スポーツ施設の利用満足度

ビューポイント

管理棟 

■提案事業 
地域創造支援事業  
 案内サイン等の設置 
     
    
    

■提案事業 
地域創造支援事業   
 オープニングイベント支援事業     
    
    
■提案事業 
地域創造支援事業 
   パンフレットの作成    
    

■提案事業 
事業活用調査 
   事業効果分析調査    
    

美馬市 

吉野川 

主要地方道鳴門・池田線 

地区名 三野地区 

都市再生整備計画区域 125 ｈａ 

凡  例  

    基幹事業 

    提案事業 

■基幹事業 
地域生活基盤施設 
 三野河川敷運動公園整備 




