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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 16 ha

平成 27 年度　～ 平成 31 年度 平成 27 年度　～ 平成 年度

目標

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／年 - H31

人／年 H25 H31

大目標　：　地域の自然や歴史・文化と生活が調和した誰もが住みたくなる「まほろば」のまちづくり
　目標１　　一人ひとりの市民が健康で生き生きと暮らせるまちづくり
　目標２　　人が集い、交流が生まれる活力と魅力あるまちづくり

◆　脇町地区は、阿波を東西に走る撫養街道と讃岐山地を越える讃岐街道との交点に位置しており、古くから行政、商業・交易活動（藍、養蚕・製糸）の中心地として繁栄し、その中心部には、商業施設や医療・介護・福祉・子育て・教育関連施設
     等の都市機能をはじめ、一定の人口密度を維持する生活拠点が形成されている。
◆　当地区には、昭和63年に文化庁から「重要伝統的建造物群保存地区」に選定された「うだつの町並み」があり、映画「虹をつかむ男」のロケの受け入れをはじめ、観光客と地元住民との交流拠点としての役割を担っている。
　　 特に、町並み保存会、ボランティアガイド等の住民組織の活動が継続して取り組まれ、「おもてなし」の心・文化が広く来訪者に認知されるなど、観光資源としての付加価値を高めている。
◆  平成17年度からは、「都市再生整備計画（脇町中心地区・第２期）」を策定し、市指定文化財の吉田家住宅を活用した物産センター「藍蔵」、「舟着場公園」、「脇町劇場（オデオン座）」、「観光交流センター」等の観光拠点施設整備に取り組むと
　　 ともに、民間観光施設「あんみつ館」等を結ぶ道整備（高質空間化等）に取り組み、点在する歴史景観の連なりを創出することで、毎年20万人を超える県内外からの観光客の流入を図ってきた。
◆　また、古くから文物や人々の交流の舞台となり、当時の歴史や生活様式を今につなぐ身近な文化財として重要な意味を有する「道」についても、それぞれが有する歴史的な趣を保存し、地域の歴史、文化遺産と一体となった高質な交通空間を
　　 創出することで、新たな文物や人々の交流の舞台としての「道」整備を体系的に進めてきた。
◆　このようなハード面での「まちづくり」諸事業の推進と併せて、平成17年に「美馬市市街地景観条例」を、平成26年には「美馬市景観条例」を制定し、市民、事業者、行政が協働で「景観まちづくり」に取り組んでいる。
     特に、「自然の景観」、「歴史・文化の景観」、「生活の景観」を柱に、『まほろば』（文化の香が高く、周囲を山々で囲まれた、実り豊かな土地で美しく住みよいところ）を感じるまちづくりにむけて、景観の保存・保全運動に努めている。

従前値 目標値

都道府県名 徳島県 美馬市 脇町（第3期）

計画期間 交付期間 31

234,000人

地域交流拠点施設の利用者数 地域交流拠点施設の利用者数
多世代交流等の地域のにぎわい再生につながる都市拠点施設を整備す
ることにより、地域の子どもから高齢者までが支え合い、つながりあい、
生き生きと暮らせるまちづくりを進める

-

◆　少子化・高齢化や都市部への人口流出が進む中で、空き地・耕作放棄地や空き家・空き店舗が増加しており、これら未利用地や遊休施設を活かした都市拠点（市街地）の再生にむけて、当地区の歴史、文化、環境（生活様式）との調和を図り
　　 ながら、地域のコミュニティ活動を支える公共施設等の集約と再編・整備に取り組むとともに、魅力的で活力ある町並みを実現するために、「ほんもの」を実感できる歴史的風情、歴史的町並み景観の再生に努める必要がある。

◆美馬市総合計画・基本計画では、住宅地（生活拠点）と市街地（都市拠点施設）を結ぶ生活道の整備を進め、子どもから高齢者までのすべての市民が安全・安心・快適に利用できる道路環境の整備を図ることで、地域公共交通網を拡充し、市民
　 生活に必要なサービスを身近に提供できる都市機能の拡充に努めるとしている。また、にぎわいのある新しい町並みの創出にむけて、民間商業施設との複合施設として地域交流センターを整備し、民間企業、地域住民、行政等が連携した観光・
　 地域の振興と交流促進を図るとしている。
◆美馬市景観計画では、脇町の藍文化の歴史を物語る貴重な町並みとしての価値を認識し、歴史・文化の軸となる建造物や旧街道等の整備、保全、活用を図り、市内外の人々の憩いの場としての充実をめざすとしている。
◆美馬市地域防災計画・水防計画では、災害発生時において、市民の避難所として、及び自衛隊の活動拠点（備蓄基地、車両基地等）としての機能を有する都市公園等の施設の整備に努めるとともに、市民が歩いて安全に到達することができるよう
　 十分な幅員を有する歩行者空間の整備をはじめ、緊急輸送路（代替路を含む）の補完や集落の孤立を防ぐための市道の改良等を実施するとしている。
◆美馬市公共施設の再編整備に関する基本方針では、老朽化し、耐震性が確保されていない脇町庁舎をはじめ、福祉センター、社会教育施設（公民館等）を廃止・解体し、本市の地域交流拠点として新たに建設する複合施設内にその機能を集約し、
  地域コミュニティ等の活性化に努めるとしている。
◆その他、「美馬市地域福祉計画」等において、誰もが住み慣れた地域で、自立して暮らせるまちの実現にむけて、「人づくり」・「場づくり」・「つながりづくり」・「安心・安全の環境」を重視し、 子どもから高齢者まで、障がいの有無に関係なく、 みんなが
  笑顔で生き生きと暮らせるよう、 一人ひとりが地域のまちづくり活動に参加することで、共創と協働を推進し、 もって、愛着が深まり、誰もが住みたいと思えるような 「四国のまほろば 美馬市」の実現を図るとしている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性

104,400人

歴史的景観地への来訪者数 歴史的町並み・うだつの町並みへの来訪者数
歴史的景観及び施設の整備並びに既存の歴史・文化施設の活用を図る
ことにより、新たな観光客の誘致と地域住民の憩いの場を創出するな
ど、活力と魅力あるまちづくりを進める

196,885人



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
◆　事業中から事業終了後の継続的なまちづくりについて
　・　市民との「共創・協働」によるまちづくりを実施するため、市民の提案システムとして設置している「ワークショップ」の定着と拡がりがでてきている。事業の執行に際しては、この「ワークショップ」を積極的に活用し、
　　 市民との連携を深めるとともに、事業中にも新たな提案を追加するなど、地域の実情やニーズを的確に事業に反映できる体制づくりを進める。
　・　事業終了後は、地域住民によるまちづくりが継続するように、事業効果について評価を実施し、その結果をホームページ等で公表するとともに、市民や有識者で構成する「美馬市都市再生整備計画事業評価委員会」
　　 において、今後のまちづくりにむけて、事業の進め方の改善などの検証を進める。

◆　交付期間中の計画の管理について
　・　まちづくりに関する情報については、ホームページやケーブルテレビ等のメディアを通じて市民・企業への広報活動の充実を図る。
　・　行財政基盤の充実にむけて、毎年実施している「事務事業評価」等を活用し、事業の見直しや関連する他の事業との調整を図るとともに、市財政のコスト縮減作業を継続して進める。

方針に合致する主要な事業
◆整備方針１；【一人ひとりの市民が健康で生き生きと暮らせるまちづくり】
　・脇町地区に地域交流センター施設を整備し、子どもから高齢者までの多世代交流を促進するとともに、市民サービスセンター（行政窓口）や
　  地域で活動する社会福祉協議会等の拠点施設を併設することで、地域福祉活動や民生委員・児童委員等による相談など、地域住民のサポ
　  ートセンターとして機能の充実を図る。また、市立図書館を当施設内に複合的に整備し、施設間の連携を図ることで、より多くの市民が出会い、
　　触れあい、学びあう場としての相乗効果を発揮するなど、持続可能な学習、文化芸術その他活動の支援に努める。

◆整備方針２；【人が集い、交流が生まれる活力と魅力あるまちづくり】
　・「うだつの町並み」を核として、点在する寺社、城跡、武家屋敷等の歴史的・文化的資産や景観を活かし、「ほんもの」を実感できる空間の
　  形成(道路景観整備）を図ることにより、人々の心に根付く都市景観を創出し、新たな観光客の誘致と地域のにぎわいの再生を図る。
　・中心市街地への都市機能の集約・活性化とともに、にぎわいのある新しい町並みの創出にむけて、民間商業施設との複合施設（地域交流
　  センター）を整備することにより、民間企業、地域住民、行政等が連携した観光・地域の振興と交流促進を図る。

◆基幹事業 ； 地域交流センター整備事業
◆提案事業：　市立図書館整備事業
◇関連事業 ； （市）公共施設再編整備事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(脇町市民サービスセンター)
◇関連事業 ； （市）公共施設再編整備事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小規模(乳幼児)保育所)

（既存建造物活用事業）
（地域創造支援事業）

◆基幹事業 ； 地域交流センター整備事業
◆基幹事業 ； 市道脇町237・236号線
◆基幹事業 ； 市道脇町239号線
◆提案事業 ； まちづくり活動推進事業
◆提案事業 ； まちづくりワークショップ
◇関連事業 ； （市）地方創生拠点整備交付金事業
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　  （吉田家住宅はなれ屋
                    　　　　　　　　　　 インバウンド情報発信事業）

（既存建造物活用事業）
（高質空間形成施設）
（高質空間形成施設）
（事業活用調査）
（まちづくり活動推進事業）



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（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 費用便益比
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 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

道路

道路

道路

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

美馬市 直 500m H30 H31 H30 H31 83.0 83.0 83.0 0.0 83.0 －

美馬市 直 200m H27 H28 H27 H28 129.9 129.9 129.9 0.0 129.9 －

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（高次都市施設） 美馬市 直 8,423.44㎡ H27 H29 H27 H29 1,954.3 1,954.3 1,954.3 0.0 1,954.3 －

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

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 2,167.2 2,167.2 2,167.2 0.0 2,167.2 …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（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 うち民負担分 事業費

美馬市 直 3,278.97㎡ H27 H29 H27 H29 764.5 764.5 764.5 0.0 764.5

美馬市 直 H27 H31 H27 H31 13.5 13.5 13.5 0.0 13.5

美馬市 直 H27 H31 H27 H31 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0

合計 779.0 779.0 779.0 0.0 779.0 …B

合計(A+B) 2,946.2
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
美馬市 － 459.11㎡ ○ H27 H29 107.0

美馬市 － 256.96㎡ ○ H27 H29 15.8

54.82㎡ ○ H28 H29 1.2

美馬市 13箇所 ○ H29 H29 4.0

合計 128.0

地方創生拠点整備交付金事業（観光案内板） 脇町大字脇町55番地（吉田家住宅）

連携生活拠点誘導施設

交付対象事業費 2,946.2 交付限度額

細項目
事業

1,178.4 国費率 0.4

交付期間内事業期間
事業箇所名 直／間 規模

（参考）事業期間
事業主体

市道脇町237・236号線

地域交流センター

細項目
事業 事業箇所名 事業主体 直／間

住宅市街地
総合整備
事業

地域創造
支援事業

美馬市立図書館整備事業 地域交流センター（２階）

所管省庁名 規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間
規模

事業活用調
査

まちづくり活動調査事業

まちづくり活
動推進事業

まちづくりワークショップ

公共施設再編整備事業（交番）

事業期間
全体事業費

公共施設再編整備事業（脇町市民サービスセンター）

事業 事業箇所名

地域交流センター（１階）

公共施設再編整備事業（小規模(乳幼児)保育所）

高質空間
形成施設

地域交流センター（1階）

（いずれかに○）

カラー舗装等（高質化）

カラー舗装等（高質化） 市道脇町239号線

地域交流センター（2階）

事業主体



都市再生整備計画の区域

　脇町地区(第３期）（徳島県美馬市） 面積 16 ha 区域 大字猪尻（東分・西分）、大字脇町（一部）



地域交流拠点施設の利用者数 （人／年） ― ― → 104,400 （平成31年度）

歴史的景観地への来訪者数（歴史的

町並み・うだつの町並みへの来訪者数）
（人／年） 196,885 （平成25年度） → 234,000 （平成31年度）

　脇町地区(第３期）（徳島県美馬市）整備方針概要図
わきまち　　ち　く　　　だい　　　き　　　　とく しま けん　み　  ま　 し

目標
地域の自然や歴史・文化と生活が調和した誰もが住みたくなる「まほろば」
のまちづくり

代表的な
指標

□提案事業
まちづくり活動推進事業

【まちづくりワークショップ（全域）】

□提案事業
事業活用調査

【まちづくり活動調査事業（全域）】

　　　　　　　　基幹事業

　　　　　　　　提案事業

　　　　　　　　関連事業

凡　　例

　　　　　　　　基幹事業

　　　　　　　　提案事業

　　　　　　　　関連事業

凡　　例

■基幹事業
高質空間形成施設
市道脇町237・236号線【カラー舗装等】

■基幹事業
既存建物活用事業

【地域交流センター】

○関連事業
公共施設再編整備事業
【脇町市民サービスセンター】
【小規模(乳幼児)保育所】■基幹事業

高質空間形成施設【市道脇町239号線】
【カラー舗装等】

□提案事業
地域創造支援事業

【市立図書館整備事業】

○関連事業
地方創生拠点整備交付金事業
【吉田家住宅はなれ屋インバウンド情報発信事業】




