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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 877 ha

平成 19 年度　～ 平成 23 年度 平成 19 年度　～ 平成 年度

目標
大目標：安心・安全で快適なまちづくりと地域住民の交流拠点の創出
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１６年度 平成２３年度

％ 平成１９年度 平成２３年度

％ 平成１６年度 平成２３年度

１．防災環境の満足度 町民の防災環境に対する満足度（アンケートによる） 　防災施設や体制が不十分なことに対して、町民度満足が１０％
程度向上する環境を目指す。

17

30３．水辺環境の満足度 町民の水辺環境に対する満足度（アンケートによる） 　自然環境の豊かさなど水辺環境施設整備が不十分なことに対し
て、町民の３０％程度が満足する環境を目指す。

20

２．避難場所収容人数 東南海・南海地震に耐えうる避難場所への収容人員の率 　耐震改修が不十分な施設を改修することで安全な避難場所への
収容人員の率の１０％程度の向上を目指す。

17 27

都道府県名 徳島県 北島町
きたじまちょう

　北島
きたじま

地区

計画期間 交付期間 23

さらに、道路網の整備と併せ本町の地理的特性の水辺環境に交流拠点施設を整備することで、町内外の人々との交流や回遊して時間消費ができる基盤整備が必要です。

住民の生命と財産を守り、安全で安心なまちづくりには防災拠点、避難場所の耐震化及び機能の向上や避難経路の確保、また、地理的特性を生かした広域交流の実現には、その拠点となる施設及びアクセス道路の整備が喫緊の課題です。

・防災拠点となる庁舎は、昭和５０年に建設され築後３０年が経過し、各施設の耐震化など災害に強いまちづくりが急務となっています。また、板野東部消防本部が本町に移転し、緊急車両が迅速な活動を行うためのアクセス道路の整備を図

る必要があります。

・本町は低湿な平野に広がり、近年宅地開発や大規模小売店舗の進出に伴う遊水地の減少などにより、台風や集中豪雨による浸水被害が発生している。このため、平成１８年度実施の排水施設現況調査を実施し、浸水被害解消に向け排水処理能力

向上のため施設の抜本的な改修に取り組む必要があります。

住民の避難所の耐震化や緊急車両の迅速な活動経路の確保により防災力を高め、緊急時対応の迅速化を図る。

台風や集中豪雨による浸水被害の解消に向け、排水施設の整備により快適な生活環境の向上を図る。
広域交流のためのアクセス道の整備と併せ、交流拠点施設や公園の整備により地域交流を図る。

　本町は周囲を川に囲まれ、丘や山はなく、標高１ｍ～２ｍの平坦な平野が広がっております。豊富な水と交通の利便性から各種工場が立地し、県下有数の工業地帯となりました。また、徳島市や鳴門市の近郊という立地条件から住宅都市として発展
し、人口密度は県下で一番高く、ＤＩＤも年々拡大し、市街化区域の６割以上を占めております。さらに近年では大規模小売店舗の進出が相次ぎ商業都市へとその姿を変えてきました。平成１３年度に北島町都市計画マスタープランを策定、平成１６年度
には住民参加のまちづくりを目指し、公募による住民３０名からなる「町民委員会」を立ち上げ、環境、防災等に対してご意見、ご提案をいただき、一方で住民意向調査を実施し、、災害に強いまちづくりや親水性の高い水辺空間・施設の整備など住民意
向調査の結果を踏まえ、「快適な環境を創る」「安心で心地よい」等の基本方針の下、東南海・南海地震に備えた防災まちづくりや広域交流のためのアクセス道の整備強化等を重点プロジェクトと位置づけ、平成１７年度に北島町第４次振興計画を策定し
ました。また、「スーパーチャレンジｉｎ旧吉野川」を開催し、バスボートフィッシング、ウエイクボード、河川遊覧、清掃活動を通じ河川に親しむとともに町内外の人々との交流を図っております。

・四国縦貫自動車道、四国横断自動車道、徳島北環状線の整備に伴う交通アクセスの利便性から広域交流を視野に道路網の整備が必要です。また、四国横断自動車道の整備に伴い町道・河川等が分断され、早急な機能回復が求められています。

　『豊かさあふれる住宅都市　ー未来のきたじまー』を基本理念に、“快適な環境を創る”　“安心で心地よい”等を将来像と位置づけ、便利さとゆとりある都市基盤と快適でうるおいある住宅環境の整備、衛生環境の改善・向上に取り組み、心地よい生活
環境をめざすとともに災害や事故・犯罪に対して、共に助け合う安心・安全なまちづくりをめざします。
　北島町第４次振興計画では、広域交流のアクセス道の整備強化や東南海・南海地震に備えたまちづくりを重点プロジェクトとし、主要施策の【防災都市づくりの推進】では、「緊急車両の円滑な通行を可能にする道路整備、公園・緑地の整備による避難
場所や避難経路の確保や学校、庁舎などの公共施設をはじめとする避難場所の耐震化に努めます。」とし、【公園・緑地の整備】では、「既存の親水公園や水辺空間を活用し、うるおいのあるまちづくりに努めます。」としています。さらに【下水道整備】で
は、「都市下水路、ポンプ施設の排水能力調査を実施し、これに基づく計画的な改修及び維持管理をします。」と位置づけられています。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

27



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

方針に合致する主要な事業

整備方針１（防災力の向上、緊急時対応の迅速化）
・東南海・南海地震対策の取り組みとして避難場所の耐震改修及び耐震性貯水槽整備を行い、町民のより安全な避難場所を確保することにより、震災に
対する防災力の向上を図る。
・緊急車両が迅速に対応するため消防本部へのアクセス道路を新設し、町民の生命と財産を守るためのより機能的な道路網を確立する。

■基幹事業　町道９５３号線（道路）
■基幹事業　北島町公民館耐震改修事業（地域生活基盤施設　地域防災施設）、防災公園整備事
業（地域生活基盤施設　広場　地域防災施設）
□提案事業　北島町総合庁舎耐震改修事業、北島町立保育所耐震改修事業（地域創造支援事業）
○関連事業　北島中学校校舎改築事業

整備方針２（快適な生活環境の向上）
・本町の低湿な地勢、宅地開発又は大規模開発による遊水地等の減少に伴い、近年の集中豪雨や台風による浸水被害対策として、既存ポンプ施設２箇所
の大規模改修を行うとともに八丁野地区には、排水路とポンプ施設を新設し、また鯛浜地区の浸水被害対策としてポンプ施設を新設し、さらに河川改修で
は、流下能力の確保及び護岸整備を図り、浸水被害の抜本的な解消を図る。

■基幹事業　八丁野地区排水路整備事業、老門ポンプ場改修事業、中央排水機場改修事業、日清
紡ポンプ場（地域生活基盤施設　地域防災施設）
□提案事業　地蔵川改修事業（地域創造支援事業）
○関連事業　直轄河川改修事業

整備方針３（地域交流の創出と拠点施設の整備）
・高規格道路の整備に併せ、周辺道路５路線の新設改良をすることで町内外アクセスの利便性が飛躍的に向上し、さらには、地域交流センターの新設によ
る地域内交流や国土交通省による水辺プラザ事業関連事業として、水辺交流プラザ施設及び休憩施設を新設し、地域内外を問わず広域交流を創出す
る。

■基幹事業　町道４５１号線、２５号線、９４０号線、９３８号線（道路）
■基幹事業　地域学習交流センター、水辺交流プラザ　（高次都市施設　地域交流センター）
□提案事業　水辺交流プラザ休憩施設整備事業（地域創造支援事業）
○関連事業　四国横断自動車道　阿南中村線
○関連事業　水辺プラザ整備事業

○事業終了後の継続的なまちづくり

　・過去の大洪水により本町が甚大な被害を受けたことを教訓として、平成１７年に「北島町防災の日制定要綱」により、毎年９月２１日を防災の日と定め防災訓練などに取り組んでいるところです。今後は、地域の自主防災組織との協働による避難訓練の実

　施や自主防災組織の拡充に努めます。

　・現在、商工会青年部が取り組んでいる「日曜市」や町消費者協会、農産物の生産者、農業協同組合との連携により「地産地消」を目標に｢日曜市｣を開設し、水辺環境においては、アドプトプログラムによる河川清掃活動団体、バスクラブ徳島支部又は県

　ウエイクボード連盟等の協力を得ながら河川保護や水に親しむとともに、「人」「もの」の広域交流を図ります。

○交付期間中の計画の管理について

　・交付期間中において各種の事業を円滑に進め、目標に向けて確実な効果を挙げるために、役場と町民委員会が協働して、事業成果について評価や事業の進め方についてＨＰを通じるなどして必要に応じ、町民意見のヒアリングを行い、その結果につい

　ては、随時町民に公開するものとします。



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 北島町 直 Ｌ＝５５４ｍ Ｈ19 Ｈ23 Ｈ19 Ｈ22 467 467 467 467

道路 北島町 直 Ｌ＝１８３ｍ Ｈ17 Ｈ23 Ｈ22 Ｈ23 133 54 54 54

道路 北島町 直 Ｌ＝１３１ｍ Ｈ18 Ｈ20 Ｈ19 Ｈ20 125 121 121 121

道路 北島町 直 Ｌ＝５３０ｍ Ｈ17 H20 Ｈ20 Ｈ20 124 1 1 1

道路 北島町 直 Ｌ＝　７０ｍ Ｈ16 Ｈ21 Ｈ19 Ｈ21 70 27 27 27

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 北島町 直 － H19 H23 H19 H23 1,599 1,599 1,599 1,599

高質空間形成施設

高次都市施設 北島町 直 － H20 H21 H20 H21 130 130 130 130

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

密集住宅市街地整備型

まちなか居住再生型

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 2,648 2,399 2,399 2,399 …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

北島町 直 Ｌ＝447ｍ H18 H21 H19 H21 121 121 121 121

北島町 直 A=5,592㎡ H19 H20 H19 H20 370 370 370 370

北島町 直 A=128㎡ H21 H21 H21 H21 36 36 36 36

北島町 直 A=1,183㎡ H23 H23 H23 H23 12 12 12 12

北島町 直 － H20 H20 H20 H20 2 2 2 2

北島町 直 － H23 H23 H23 H23 2 2 2 2

－ 0

－ 0

－ 0

合計 543 543 543 543 …B
合計(A+B) 2,942

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
西日本高速㈱ 国土交通省 L=10.9km ○ Ｈ１０ Ｈ２６ 136,566

国土交通省 国土交通省 L=1.44km ○ Ｈ６ Ｈ２９ 5,727

国土交通省 国土交通省 L=800mA=4,500㎡ ○ Ｈ１９ Ｈ２２ 600

北島町 文部科学省 A=7,000㎡ ○ Ｈ２１ Ｈ２３ 2,400

合計 145,293

交付対象事業費 2,942 交付限度額 1,176.8 国費率 0.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分
町道９５３号線 0

町道４５１号線 0

町道　２５号線 0

町道９４０号線 0

町道９３８号線 0

－ 0

－ 0

住宅市街地
総合整備
事業

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

河川改修 地蔵川 0

耐震改修 北島町総合庁舎 0

公共公益施設 水辺交流プラザ休憩施設 0

耐震改修 北島町立保育所 0

防災マップ作成 － 0

事業活用調
査

事業評価調査 － 0

－

まちづくり活
動推進事業

－

－

0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

四国横断自動車道　阿南中村線 徳島市川内町鈴江～鳴門市大津町大代

直轄河川改修事業 大麻箇所（新喜来堤防）

水辺プラザ整備事業（予定） 今切川

北島中学校校舎改築事業 北島中学校



■高次都市施設 

水辺交流プラザ 

 

■地域生活基盤 

八丁野排水路整備事業 

■地域生活基盤 

北島町公民館耐震改修 ■地域生活基盤 

老門ポンプ場改修 

■地域生活基盤 

中央排水機場ポンプ改修 

■道路 町道２５号線 

■高次都市施設 

地域学習交流センター 

■道路  

町道451号線 

■道路 町道940号線 

■道路 町道953号線 

■道路 町道938号線 

□地域創造支援 

地蔵川改修  

■事業活用調査    
事後評価 

○関連事業 

四国横断自動車道 

阿南中村線 

□地域創造支援事業 

北島町総合庁舎耐震改修事業 

○関連事業 

北島中学校校舎改築事業 

○関連事業 

水辺プラザ整備事業 

○関連事業直轄河川
改修事業 大麻箇所（
新喜来堤防） 

□地域創造支援事業 

北島町防災マップ 

防災環境の満足度 （　％　） 17 （１６年度） → 27 （２３年度）
避難場所収容人数 （　％　） 17 （１９年度） → 27 （２３年度）
水辺環境の満足度 （　％　） 20 （１６年度） → 30 （２３年度）

　北島地区（徳島県北島町）　整備方針概要図

目標
安心・安全で快適なまちづくり
と地域住民の交流拠点の創出 代表的な指標

■地域生活基盤 

日清紡北ポンプ場改修 

□地域創造支援 

水辺交流プラザ休憩施設 

■地域生活基盤 

防災公園 

□地域創造支援事業 

北島町立保育所耐震改修 


