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１．土地利用と市街地整備の方針 
 

（１）土地利用の方針 

 １）土地利用の基本的な考え方 

三好市は、西日本第二の高峰、剣山や黒沢湿原などの豊かな自然に囲まれる一方、可住

地は吉野川の沿川とその支流の谷合に限定されているなど、地形的な制約から都市活動に

資する平坦部が少なく、その僅かな土地に都市機能や交通機能が集積する状況にあります。  

また、阿波池田駅周辺の商業地等は、古くから商人町として栄えてきましたが、若年層の流

出により人口が減少し、中心市街地においても空き家や店舗の閉鎖が見られるなど、空洞化

が進行しています。 

さらに、市街地以外の旧町村の集落地では、人口減少が著しく、集落の機能を維持できな

い地域が見られる他、山林や農地の放棄により荒れているところも見られます。 

三好市では、このような背景を踏まえ、市街地では中心市街地の活性化を目的として都市

機能の基盤強化や低・未利用地等、土地利用の高度化を図ります。また、市街地以外の集落

地では、地域の個性を尊重しつつ、可能な限り地域の拠点に人・情報が集約されるまちづくり

を進めていくことを前提に、土地利用の基本方針を次のように設定します。 

 

① 市域の特性に応じた秩序ある土地利用の形成 

 都市核、地域生活拠点などを中心に、都市機能の集約化や都市基盤施設の整備を進め、

安全・安心に暮らせるまちづくりを目指します。また、市街地内で見られる低・未利用地を積極

的に活用しながら、多くの人が定住する良好な市街地形成に努めます。さらに、市街地の縁

辺部や郊外部での無秩序な開発を抑制し、農地等の保全を図ります。 

 

② 利便性の高い交通環境を享受できる効率的な市街地・集落地の形成 

 高速道路、駅、国道など交通の要所である三好市の利便性を活かすため、それらのアクセス

性の改善や、市街地内で安全・安心して歩いて暮らすことができるよう、都市基盤とともに狭隘

道路の改善などを図ります。 

 

③ 豊かな自然環境の維持・保全 

  自然豊かな山地や農地については、都市的開発を抑制し、貴重な自然環境や歴史文化的

景観を後世に伝えていくため、これらを保全していきます。また、三好市固有の地域資源を活

用した観光振興や自然体験・交流の促進を図ります。 

 

 

《1》市域の特性に応じた秩序ある土地利用の形成 

《2》利便性の高い交通環境を享受できる効率的な市街地・集落地の形成 

《3》豊かな自然環境の維持・保全 
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２）土地利用の配置方針 

 ① 中心商業地 

  三好市の「都市核」の中心である阿波池田駅周辺の商店街や近傍の大型商業施設を中心

に商業業務機能を集積するとともに、国・県などの行政施設の集積を維持し、活力ある商店街

の形成や回遊性を高めた街路を整備し、魅力ある中心市街地を創出します。そのため、既に

指定した用途地域と現状の土地利用状況が大きく乖離する場合には、用途地域の指定の見

直しを検討します。 

 

 ② 住商複合地 

  県道 5 号沿道や国道 32 号沿道で見られる住商混在地については、「住商複合地」と位置づ

け、住環境との調和を図りながら、日常生活に密着した商業施設を許容する複合した土地利

用の形成を図ります。 

 

 ③ 一般住宅地 

  商業系市街地や工業系市街地に近接する住宅地については、「一般住宅地」と位置づけ、

住宅地を主体とした土地利用を基本としつつ、近隣商業施設や生活利便施設との混在をある

程度許容する地区とします。ここでは、狭隘道路が多く見られ、低・未利用地を多く含む地区

が存在するなど、改善の必要性がある市街地が見られることから、地区計画の導入を検討し、

生活道路等の都市基盤整備を進め、快適で利便性の高い住宅地の形成を図ります。 

 

 ④ 専用住宅地 

  丘陵地に立地する住宅地や計画的に開発された住宅団地については、「専用住宅地」として

位置づけ、良好な住環境の維持に努めます。このうち、既に良好な環境を有している住宅地

や新たに開発を行う住宅地については、地区計画や緑地協定等の手法を活用しながら、緑

豊かな住宅地の維持又は形成を図ることを検討します。 

 

 ⑤ 複合工業地 

  阿波池田駅と鉄道沿線等に見られる住工混在地については、「複合工業地」と位置づけ、基

盤整備を進めながら危険性や環境悪化の恐れが少ない工場を中心とした産業施設の維持・

誘導に努めます。なお、歩いて暮らすことのできる、都市機能が集積した中心市街地の形成

を図る観点から、郊外部に向かって商業施設が拡散することのないよう、複合工業地において

「特別用途地区」の指定等、大規模集客施設の立地を規制する手法を検討します。 
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 ⑥ 集落地等 

  用途地域が指定されていない区域に形成された集落地のうち、旧町村の役場を中心に地域

サービス拠点としてまとまりを持つ集落地については、「中心集落地」として位置づけ、新たな

定住と交流を育むため、安心安全な生活空間を維持できるよう、周辺の山地等と調和の取れ

た良好な集落の環境整備を推進します。その他の集落地については、「一般集落地」として位

置づけ、これ以上周辺に拡散していかないことを基本に、現状の居住環境の維持に努めま

す。 

 

 ⑦ 山地 

  三好市を取り囲む山地については、水源涵養、防災、生態系保全等の機能の維持・増進を

図るため、農業生活基盤の充実、木材生産機能の強化に努めるとともに、自然環境、景観の

保全に留意しながら、観光レクリエーション、自然体験、保養の場としての活用を図ります。ま

た、市街地の周辺に広がる山地・丘陵地については、市街地に近接する貴重な緑地としての

機能を有することから、都市と自然とが調和するエリアとして保全・活用を図ります。 

 

 

（２）市街地整備の方針 

 １）地区計画等の活用 

既に市街地が形成されており、生活道路や公園等の施設が不十分なエリアにおいては、地区

計画等を活用して、計画的な市街地更新を図ります。特に、建物が密集する地区においては、

老朽化した建築物の建替えとあわせて、狭隘道路の拡幅、行き止まり道路の解消等を進め、安

全に歩ける生活空間の整備を図ります。 

 

２）空き家問題への対応 

住民の転居や店舗の撤退等により発生している既成市街地内の空き家・空店舗については、

自治会や商店街による調査等をしながら、その実態把握に努めることを検討します。また転入者

のための住居、地元自治会等のためのコミュニティ施設やイベント会場などのたまり空間として空

き家・空店舗を再利用できるような仕組みづくりに努めます。 
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図 土地利用現況図 

【都市計画区域】 

【市全域】 
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２．道路・交通施設の整備方針 
 

（１）交通体系整備の基本的な考え方 

 三好市の交通体系は、昔から交通の要所であり、早くから鉄道が整備されていたことに加え、

高速道路が開通した結果、広域的なアクセス性の面では非常に便利になっています。一方で、

市内からこれらへのアクセスが悪く、加えて市街地内には狭隘道路が多くみられるため、車の通

行にとって必ずしも利便性が高いとは言えないとともに、歩行者の安全性が懸念されるエリアが

見られるため、自動車及び歩行者の安全で円滑な移動を確保する道路ネットワークの形成が必

要です。これからも少子高齢化が続くと予想されることから、自家用車を使わない人が増えるた

め、自転車や歩行者空間の整備、さらには公共交通サービスの充実が求められます。 

 今後は、これまで整備してきた道路、鉄道などの交通基盤を活かしながら、市域に分散する地

域間をつなぐとともに、集約的な市街地・集落地を形成し、歩いて暮らせるまちづくりを実現する

交通体系の整備を進めます。 

 

（２）道路網の整備方針 

① 国土連携を担う高速自動車道路の活用 

  徳島自動車道については、国土連携を担う高速自動車道路として位置づけ、広域交流を促

進する基盤として活用を図ります。 

 

② 主要幹線道路の活用 

  国道32 号、国道 192 号については、都市連携及び地域連携を担う主要幹線道路として位置

づけ、道路機能の強化・維持等について、関係機関に働きかけていくものとします。特に、現

在整備中の猪ノ鼻道路の開通により、三好市と高松市等の連携強化と地域の活性化が期待

できることから、早期完成を関係機関に働きかけていくものとします。 

 

③ 幹線道路の活用 

  幹線道路は、各地域から発生する交通を主要幹線道路に円滑に導くとともに、市街地の骨

格を形成する役割を担う道路です。三好市では、国道 319 号、国道 439 号、県道 12 号、県道

32 号及び県道 45 号を幹線道路として位置づけるとともに、今後の高速交通網の整備に対応

した国道、県道の新設、改良を関係機関に働きかけていくものとします。 

 

④ 補助幹線道路の整備 

  補助幹線道路は、市街地内の交通を集約化して幹線道路、主要幹線道路に円滑に導くとと

もに、安全で良好な生活空間を形成する役割を担う道路であり、市街地形成状況や土地利用
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等も考慮し、適正な市街地形成を図るべきエリアの整備促進を図ります。特に、市道について

は、幹線道路と有機的に結びつく道路整備を図り、観光拠点へのアクセス道の整備に努めま

す。 

 

（３）公共交通及び歩行者空間の整備方針 

① 鉄道 

鉄道駅における交通結節機能の強化、バリアフリー化を進め、分かりやすく安全に公共交通

が利用できる環境改善を図ります。 

 

② バス 

少子高齢社会、低環境負荷型社会に対応し、自家用車を使わない人も便利に生活できる社

会を構築するため、さらには、公共交通不便地区への対応について、効率的・効果的で市民の

ニーズに合致したバス運行を検討し、持続可能な公共交通サービスの構築を目指します。その

ため、市営バス、民営バスの維持、市営バス及びスクールバスの利便性の向上と効率化を図ると

ともに、交通弱者を支援する制度を充実することにより、地域住民に欠かせない交通手段の確保

に努めます。 

 

③ 歩道及び自転車・歩行者用道路 

自家用車に依存し、車で生活をすることが中心となったまちから、誰もが楽しく歩いて暮らせる

まちへと再構築を目指すため、主要な移動経路における歩道の設置、市内の主要施設や公園・

緑地などを回遊する自転車・歩行者空間の整備を図ります。 
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３．公園・緑地等の整備方針 
 

（１）公園・緑地等整備の基本的な考え方 

 公園・緑地は、市民のレクリエーションや憩いの場となり、生活に潤いや心の安らぎを与えるだ

けでなく、災害時には避難場所や避難活動の基地となる等、多面的な機能を有する都市施設

です。三好市には、街区公園 3 箇所、近隣公園 1 箇所、総合公園 1 箇所、運動公園 1 箇所の

合計6 箇所が都市計画決定されていますが、そのうち2 箇所はまだ全面供用はされていません。

しかし、都市公園が整備されてからかなりの年月が経過し、遊具などが老朽化しており、これら

の改善や、防災機能を向上させる必要があります。こうした課題を踏まえ、公園・緑地等整備に

関する基本方針について、次のように設定します。 

 

（２）公園・緑地等の整備・維持管理方針 

① 都市計画公園・緑地等の整備方針 

 市街地・住宅地や集落内に位置する公園の中には、快適性が失われ、利用頻度が少なくな

った公園が見られます。一方、今後も高齢者が増えていくことが予想されていますが、健康増進

の観点から、地域の公園だけでなく、公園とその他の緑地等を緑のネットワークでつなぎ、高齢

者だけでなく誰もが快適に市街地内を回遊することを目指します。そのため、市民が生活のゆと

りと快適さを実感できる都市公園や広場、緑道等を整備・維持していきます。また、災害時に防

災活動の拠点となるよう、ヘリポートの整備などをはじめ、防災公園として機能するような整備や、

墓参に合わせて散策や休憩など静的レクリエーションの場として利用できる、緑豊かな墓園の

整備について検討します。 

 一方、市街地における貴重な樹林地である社寺林等は緑地保全地域に指定することを検討

するとともに、市街地の背後にある山地や丘陵地は、風致地区に指定することなどを検討し、良

好な樹林地や山地等の維持存続を図ります。 

 

② 公園の維持管理方針 

 今後、都市公園や広場等を新規に整備、もしくは既存公園のリニューアルや維持管理等の見

直しをする際には、選択と集中の観点から、効果の高い場所より整備・維持管理等を進めていく

必要があります。そのため、都市公園や広場のあり方について周辺住民の意見を取り入れなが

ら検討を行います。 

なお、新規に都市公園や広場等を整備する際には、里親制度による周辺住民を中心とした維

持管理を踏まえた検討を行います。さらに、公園をリニューアルする際には、周辺住民とパートナ

ーシップによる維持管理を検討するなど、周辺住民のアイデアを活かし、利用者に親しまれる公

園づくりを推進します。 
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４．景観形成の方針 
 

（１）景観形成の基本的な考え方 

三好市は、深く豊かな自然に包まれながら、長い年月その自然と共生してきた様々な歴史・文

化や観光資源が特徴的な景観となっています。 

また、それぞれの地域で暮らす人たちの日々の生活において受け継がれ、育まれてきた「落

ち着いたふるさとの情景」も素晴らしい景観の一つであり、日本の原風景として今もなお、継承さ

れています。 

このような中、平成23 年3 月には、市内全域を景観計画区域とする三好市景観計画が策定さ

れ、平成 23 年 6 月には三好市景観条例が制定されました。 

そのため、「三好市都市計画マスタープラン」における景観形成の方針については景観計画

の考え方を踏襲し、良好な景観づくりに活かすこととします。 

 

○めざすべき景観のすがた 

「私たちの祖先がみんなで大切にしてきた 

深い自然に包まれた落ち着いたふるさとの情景」 

○めざすべき景観づくりのあり方 

「自然、人、まち、郷つながる、景観からの地域づくり 

～「自然好し 人好し、見好し」の景観まちづくり～」 

 

（２）都市景観形成の方針 

 阿波池田駅を中心として、周囲に連なる山並みを背景に、中心市街地や刻みたばこの商家か

らなる歴史的な「うだつの町並み」が広がるエリアを「市街地ゾーン」と位置づけます。ここでは、

市街地周辺の山並みへの眺望を引き立てる市街地の景観の維持と向上を図るため、建築物や

工作物等の明度、彩度を抑えるとともに、建築物の高さ規制を検討します。また、伝統的なうだ

つの町並み景観の継承を図るため、周辺の建築物・工作物の建築・修繕・色彩変更等において

は、十分配慮するものとします。 

 

（３）歴史的景観形成の方針 

剣山系の高山と祖谷川がなす祖谷渓谷の奥深い豊かな自然や、落合集落をはじめとした祖

谷川の両岸の急斜面に散在する集落、奥祖谷二重かずら橋や平家屋敷・武家屋敷等の歴史的

建造物と伝統文化が多く集まるゾーンを「歴史的風致ゾーンⅠ」として位置づけます。 

また、地区内を東西に吉野川が貫流しその周囲を山並みがとりまく、まち並みと周囲の自然と

が一体となって眺められる箸蔵寺周辺を「歴史的風致ゾーンⅡ」と位置づけます。 
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「歴史的風致ゾーンⅠ」では、斜面地の集落景観を継承するため、地区内の建築物・工作物

の建築・修繕・色彩変更等においては、明度、彩度を抑えるとともに、施設や電線等の人工的な

要素が集落景観の眺望を阻害しないような配慮が求められます。また、「歴史的風致ゾーンⅠ・

Ⅱ」ともに、歴史的建造物だけでなく、周囲の農地等を一体的に保全するとともに、周囲の景観

に調和した案内板や展望スポットの整備など、来訪者をもてなす工夫を行います。 

 

（４）集落景観形成の方針 

 周囲を自然に囲まれた地域であり、斜面地に点在する集落や道路沿いのまち並みが田畑や

家屋を囲う樹林、石垣等と一体的に眺められるゾーンを「集落景観ゾーン」と位置づけます。建

築物や工作物等が周囲の自然性の高い景観の中で際立って見えないように、明度、彩度を抑

えるとともに、農林業の景観を活かした景観づくりを行います。また、景観を阻害する大規模構造

物は、緑化などによる修景を行います。 

 

（５）自然景観形成の方針 

 三好市の大部分を占める深く豊かな自然を象徴し、主に剣山国定公園、箸蔵県立自然公園、

風致保安林、四国遍路道、自然環境保全地区などを内包するゾーンを「自然景観ゾーン」と位

置づけます。ここでは、季節的な変化に富んだ自然豊かな森林景観の保全と育成を図るとともに、

三好市の地形的な特徴である渓谷・谷あいに沿った景観を印象的に演出できるよう、眺望が開

ける箇所に、連続的な景観変化を体験できる場を創出します。また、大規模構造物については、

緑化などによる修景を実施するとともに、違反屋外広告物については、除去等による措置を行い

ます。 
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５．自然環境の保全の方針 
 

（１）自然環境の保全の基本的な考え方 

三好市の大部分は丘陵並びに急峻な山地で形成されており、四国山地の一部を担う剣山や

三嶺の高峰をはじめ、黒沢湿原、塩塚高原などの豊かな自然に囲まれています。しかし、農林

業従事者の減少を背景とした農地や山地の荒廃、あるいは山地等への不法投棄の問題が顕

在化しています。さらに、地球環境規模で見た場合、他の都市と同様に、三好市も環境負荷の

低減に寄与していくことが求められることから、自然環境の保全に対する方策を検討することが

急務となっています。 

このようなことから、三好市の自然と調和し、環境への負荷を可能な限り低減するまちづくりを

進めていきます。そのため、自然そのものの保全とともに、人の営みが環境へ負荷をかけない

取組みの両側面から取組むことによって、市民が健康で安心して暮らしながら、豊かな自然か

らの恵みを後世まで享受できるよう、人と自然の関係を見直していきます。 

 

（２）良好な自然環境の保全 

 三好市のほとんどを占める山林については、保安林、地域森林計画対象民有林等の法規制

の指定・運用による保全に努めるとともに、自然体験学習の場としての活用を図ります。市街地

に隣接する丘陵地の緑については、緑地保全地域や風致地区などの指定も検討し、市民が身

近に触れあうことのできる緑として保全・活用を図ります。市内を縦横断し、三好市の渓谷に注ぎ

込む吉野川などの河川においては、生態系に配慮し、自然の景観に影響のない範囲で親水空

間や憩いの場の整備等によって水辺に親しめる環境づくりに努めます。 

 

（３）市街地内の緑化の推進 

 市民と行政が一体となった活動を通じ、地区計画や緑地協定等を活用しながら、住宅地や事

業所敷地等、市民の身近な地域における緑化を推進します。その他、公園や道路などの都市施

設や、多くの人が利用する市内公共施設敷地における緑化を推進し、適切な維持管理に努め

ます。 

 

（４）ごみ減量化など循環型社会への要請への対応 

 循環型社会の要請に対応するため、市民、事業者及び行政はそれぞれの役割を明確にして

いきます。そのため、ごみの減量化、再資源化への取り組みに努め、リサイクルのまちづくりを目

指すとともに、自然環境の保全、快適な環境の創造に取組みます。また、市民やボランティア団

体、企業によるごみゼロ運動やアドプトプログラムによる道路清掃など、自主的な活動の推進や

各地域で実施している環境美化活動の統一により、環境保全意識の向上を図るとともに、市内
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外の環境活動情報を発信し、市民の環境保全活動への参加を促します。 

 

（５）新エネルギー等の活用の推進 

 三好市地域新エネルギービジョンの調査研究をもとに、木質バイオなどの新エネルギーの導入

を推進するとともに、環境政策を土地利用の面から検討することや市民のエネルギー節減のた

めの啓発活動等を行います。 
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６．地域防災の方針 
 

（1）地域防災の基本的な考え方 

 我が国では、近年、台風や前線に伴う集中豪雨や予測困難なゲリラ豪雨の発生頻度が著しく

増加しており、地球温暖化との因果関係も指摘されています。 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、想定を超える大きな津波により沿岸部の

まちは壊滅的な被害を受け、多くの犠牲者が出ました。また、同年9月には、紀伊半島に台風12

号が上陸し、奈良県、和歌山県では大規模な山腹崩壊に伴う河道閉塞の他、孤立集落も多く発

生するなど、甚大な被害をもたらしました。これらの災害による被害を受け、想定を超える災害に

備えるには、自助・共助による避難が不可欠であることが再認識されました。そのため、我が国の

防災に対する考え方は、防災施設等のハード整備によって災害を防ぐというこれまでの考え方

から、「まずは命を守る」ための避難訓練などソフト対策も重要であることが示されています。 

 三好市は、市内の大部分を占める急峻な山地に集落が点在して立地し、土砂災害の危険性

が高い地域が多く、河道閉塞や孤立集落の発生が懸念されます。また、市街地では、狭い道路

を挟んで木造の建物が密集しており、消防車などの緊急車両が進入できないエリアも見られま

す。 

 こうした課題を踏まえ、今後も地震災害や水害、土砂災害、火災など、あらゆる災害から市民の

生命と財産を守り、市民が安心・安全に暮らせるよう、防災・減災の視点にたち、ハード整備はも

とより、ソフト対策もすすめ災害に強いまちづくりを推進します。 

 

（２）地域防災の方針 

１）震災・火災に強いまちづくり 

震災や火災などの災害に対しては、発生後の一時避難場所やそこに至る経路を確保するこ

とが重要となります。そのため、市街地や集落においては、普段は市民の憩いの場として、非常

時には防災機能を有する公園・緑地や広場等の整備を検討します。特に池田地域内に見られ

る住宅密集地については狭隘道路の改善等、災害時の避難路やオープンスペースの確保に

努めます。また、地震被害を少なくするためにも市内の木造住宅については耐震診断や耐震

改修などへの支援に努め、耐震化を促進します。 

 

２）土砂災害に強いまちづくり 

近年、山地荒廃等に起因して、台風や大雨、集中豪雨等に伴うがけ崩れや地すべり、土石

流などの土砂災害が発生し、人家集落が甚大な被害をもたらしています。そのため、がけ崩れ

等の危険性がある箇所を事前に把握し、危険箇所のパトロール、標識等の設置を進めます。ま

た、危険地区に関係する集落の実態を調査し、危険度に応じ、警戒避難体制を確立し、人的
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被害の防止に努めます。さらに、災害発生時には、土砂災害に関する情報の収集及び伝達、

予警報の発令を行い、円滑な警戒避難が行われるように努めます。 

 

３）水害に強いまちづくり 

三好市は、急峻な山地河川が多く、台風や大雨、洪水などの水害によってこれまで多くの被

害を受けてきました。そのため、三好市では関係機関と協力し河川堤防の整備等の治水対策

を進めてきました。今後も継続的に治水対策を推進するとともに、豊かな自然環境に配慮した

良好な水辺環境の整備と保全を図ります。 

一方、近年の異常気象がもたらすゲリラ豪雨により、本市も多くの内水氾濫が発生しています。

そのため、三好市では都市下水路の整備改修により被害の低減を図ります。 

 

 

（３）減災対策の方針 

 災害による被害を 小限に抑えるためには、行政の的確な対応はもとより、住民一人ひとりが、

「自らの身の安全は自らが守る（自助）」ことを基本認識とし、平常時より防災についての備えを心

がけるとともに、発災時には自らの身を守るよう行動することが重要です。そのため、市民に向け

た取組みとして、自主防災組織の強化や、防災思想、防災知識を普及啓発し、防災意識の高揚

に努めるとともに、職員に対して災害の防止に必要な教育の徹底を図ります。 

 一方、災害発生時に迅速かつ的確な防災活動を行うためにも、日ごろからの訓練が重要であ

ることから、独自あるいは防災関係機関相互の連携のもと、住民も参加し、災害時の状況を想定

した具体的な訓練を定期的、継続的に実施します。 
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７．その他の公共施設の方針 
（１）上下水道 

上水道については、上水道の整備や主に山間地域の未普及地域の解消を図りつつ、水

資源の確保や上水道施設並びに簡易給水施設の整備拡充を行うとともに、簡易水道事業

統合計画により、受益者負担を原則とした水道事業の健全かつ効率的な運営に努めます。 

下水道については、快適な生活環境の確保ときれいな水環境保全のため、下水処理施

設の整備を計画的に推進します。そのため、生活排水処理基本計画により、地域の実情

に応じて、農業集落排水施設及び合併処理浄化槽等の計画的な整備を推進します。推進

にあたっては、合併処理浄化槽に対する市の補助制度の活用等の普及策を図るとともに、

汚水処理施設の点検整備など適切な維持管理に努めます。また、市街地の内水対策とし

て、都市計画決定された都市下水路の整備を推進するとともに、既存の老朽化した管渠

の改修を推進し、排水能力を高め内水氾濫のリスク低減に努めます。 

 

（２）市営住宅 

 市営住宅の整備に当たっては、質の高い市営住宅等ストックの長寿命化を図ることが

必要です。そのため、中層耐火の市営住宅を中心とした既存の構造体を耐用年数まで活

用する長寿命化の検討やライフサイクルコストの抑制の検討、さらには、民間賃貸住宅

との連携による借上公営住宅の供給や PFI 手法など民間事業者の資金や運営ノウハウを

活用した手法の導入など、総合的な住宅施策を検討し、市内の高齢者世帯や支援が必要

な方々に対して、ニーズを踏まえた適切な住宅の供給に努めます。 

 

（３）学校等 

少子化が著しいものの、三好市の将来を担う児童・学童に対し、十分な教育環境を整

えるため、各地域の状況に応じた校舎・屋内運動場等の教育環境の整備に努めます。そ

のため、幼稚園、保育所を一体化した総合施設の導入や、学校施設の改修や耐震化対策

を計画的に推進します。 

 

（４）公民館など 

 既に整備されている公共施設・地域施設等とのネットワーク化を図り、機能の補完や

支援を可能とするほか、教育や福祉など様々な施策・事業とも連携・連動した取り組み

を展開し、相乗効果を伴った成果の創出を目指し、公民館、総合体育館・運動公園文化

施設等、社会教育施設の充実に努めます。また、「交流拠点エリア」の中核施設として、

連接した中心市街地とともに地域活性化の核であり、三好市の今後のまちづくりを進め

ていくうえでのシンボルとなる「交流拠点施設」の整備を推進します。 


