
社会資本総合整備計画

鴨島駅周辺地区都市再生整備計画

令和４年　３月２２日

徳島県吉野川市



令和４年　３月２２日

鴨島駅周辺地区都市再生整備計画 ○

平成29年度　～　令和3年度　（5年間） 吉野川市

・鉄道利用者を1,926（人／日）（H27）から2,022（人／日）（R3）に増加。
・麻植協同病院跡地整備後の利用者を65,527（人／年）（H27）から72,080（人／年）（R3)に増加。
・街なかでの年間イベント開催数を15（回／年）（H28）から18（回／年）（R3）に増加。

鉄道利用者（ＪＲ鴨島駅の1日平均乗降者数）の増加

麻植協同病院跡地整備後の利用者(対象施設の年間利用者数)の増加

街なかの賑わい創出（街なかでの市主催以外の年間イベント開催数）

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3 策定状況

A-1 都市再生 一般 吉野川市 直／間 1,535.7 － －

合計 1,535.7

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3 策定状況

合計 0

Ｃ　効果促進事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3

合計 0

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H29 H30 R1 R2 R3

合計 0

全体事業費
（百万円）番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名

事業実施期間（年度）

全体事業費
（百万円）

費用便益費
（延長・面積等）

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度）

（事業箇所） （延長・面積等）

吉野川市 鴨島駅周辺地区都市再生整備計画事業 地域生活基盤施設、高質空間形成施設等　118ha 吉野川市

0.0%
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

事業者
要素となる事業名 事業内容

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）
費用便益費

0百万円 Ｃ 0百万円 Ｄ 0百万円
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
全体事業費

合計

72,080（人／年）

現況値は既存体育館、鴨島公民館内図書室等の年間利用者数、目標値はアリーナ、図書館等の年間利用者数 （H27）

（H29当初） （R1末） （R3末）

1,535.7百万円 Ａ 1,535.7百万円 Ｂ

15（回／年） 15（回／年） 18（回／年）

（H28）

社会資本総合整備計画
計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象

計画の目標

1,926（人／日） 1,926（人／日） 2,022（人／日）

（H27）

大目標　：　ひとにやさしく、誇りのもてる「鴨島拠点」を目指す
　目標１　：　まちの玄関口にふさわしい拠点形成に向けた都市機能の充実・誘導
　目標２　：　交流拠点の整備による、健康・スポーツ機能、文化・芸術交流の充実強化と、コミュニティ形成の促進
　目標３　：　安全で快適な歩行者ネットワークの形成による街なか居住の促進

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

65,527（人／年） 65,527（人／年）



交付金の執行状況
（単位：百万円） 

※　平成２９年度以降の各年度の決算額を記載。
※　令和２年度は、決算額が確定でき次第記載。

R3H29 H30 R1 R2

0

配分額 （a） 111 195 158 54 50

計画別流用増△減額 （b） 0 0 44 0

54

交付額 （c=a+b） 111 195 202 54 50

前年度からの繰越額 （d） 0 90 136 20

34

支払済額 （e） 21 149 318 20 0

翌年度繰越額 （f） 90 136 20 54

0

うち未契約繰越額 （g） 0 0 16 54 20

不用額 （h = c+d-e-f） 0 0 0 0

未契約繰越率＋不用率 (h = (g+h)/(c+d)）％ 0.0% 0.0% 4.7% 72.8% 19.2%

未契約繰越率＋不用率が10％を超えている場合
その理由

用地取得に不足の日数を要
したため



計画の名称 鴨島駅周辺地区都市再生整備計画

計画の期間 平成29年度　～　令和3年度　（5年間） 吉野川市

（市町村名）　吉野川市

交付対象

（参考図面）

鴨島駅周辺地区



様式（１）-①

都市再生整備計画

鴨島
か も じ ま

駅周辺
え き し ゅ う へ ん

地区（第
だ い

５回
か い

変更
へ ん こ う

）

徳島県
と く し ま け ん

　吉野川市
よ し の が わ し

令和４年３月
事業名 確認

都市構造再編集中支援事業
都市再生整備計画事業
まちなかウォーカブル推進事業



目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 118 ha

平成 29 年度　～ 令和 3 年度 平成 29 年度　～ 令和 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/日 H27 R3

人/年 H27 R3

回/年 H28 R318回/年街なかの賑わい創出 街なか（対象区域内）での市主催以外の年間イベント開催数
五九郎まつり、阿波踊り、まちかどコンサートなど、現在街なかで開催さ
れる市民イベントのさらなる回数増加により、賑わいの定着化、日常化を
目指す。

15回/年

目標値

2,022人/日

麻植協同病院跡地整備後の利用
者の増加

従前値：既存体育館、鴨島公民館内図書室等の年間利用者数
目標値：アリーナ、図書館等の年間利用者数

麻植協同病院跡地の整備により、新たな市民の憩い・交流拠点として利
用者増加を目指す。

65,527人/年 72,080人/年

鉄道利用者の増加 ＪＲ鴨島駅の1日平均乗降者数
駅前広場や中央通り等の歩行空間の改善や新たな都市拠点の整備に
伴うＪＲ鴨島駅の利用者増加を目指す。

1,926人/日

都道府県名 徳島県 吉野川市
よ し の が わ し

鴨島駅周辺地区
かもじまえきしゅうへんちく

計画期間 交付期間 3

大目標　：　ひとにやさしく、誇りのもてる「鴨島拠点」を目指す
　目標１　：　まちの玄関口にふさわしい拠点形成に向けた都市機能の充実・誘導
　目標２　：　交流拠点の整備による、健康・スポーツ機能、文化・芸術交流の充実強化と、コミュニティ形成の促進
　目標３　：　安全で快適な歩行者ネットワークの形成による街なか居住の促進

・旧麻植郡鴨島町は、平成16年10月1日に同郡川島町、山川町、美郷村との合併により、吉野川市となった。

・旧鴨島町域は徳島東部都市計画区域に指定され、吉野川市の全人口約44000人（H22）に対し、同都市計画区域に約24000人が居住しており、全人口の約55％を占める。

・本市を鉄道（ＪＲ徳島線）が横断し、市内に9つの鉄道駅を有する。このうち、ＪＲ鴨島駅は特急が停車するなど70本/日（平日）が運行する本市の代表駅であるが、平均乗降客数（H27現在1926人/日）は年々減少傾向にある。

・鴨島駅周辺地区は市街化区域に指定されており、DIDとして人口が多く集積するだけでなく、市役所や公民館、体育館など都市施設も多く集積している。

・商業地域に指定される鴨島駅南側の一帯は、銀座通りなどに商店街が形成されて賑わってきたが、バイパス整備等に伴う郊外店舗の進出や商店主の高齢化などを背景とする事業撤退により、空き地・空き家が増加している。

・地区のほぼ中央に位置する麻植協同病院は、本市を代表する総合病院および救急病院であったが、平成27年5月に吉野川医療センターとして移転したため、現在は跡地となっている。

・地区内の市立体育館は市民の利用数が多いが、施設の老朽化や機能低下が進んでおり、建替えや改修等の改善が求められている。

・鴨島地区は人口集積が比較的高い反面、高齢者が多いことから、徒歩圏における魅力の向上を図ることが必要である。
・国道192号沿道への商業施設の立地進出を前提として、鴨島駅周辺商業地は、公共交通を手段とする来訪者にも対応した小規模な店舗による界隈の形成を図ることにより、沿道商業地とは異なる魅力をつくることが必要である。
・麻植協同病院跡地は、中心市街地を活性化するための種地として活用することが必要である。
・商店街活動や自治会、ＮＰＯ、ボランティア活動を活発化することによって、様々な地域活動が行われ、人々が憩えるまちの形成が課題である。

○吉野川市総合計画
　吉野川市総合計画では、”世代を超えて、夢紡ぐまち、新・生活創造都市をめざして”として、次世代の担い手育成、地域間の交流促進、地域らしさと誇りの創造による拠点都市づくりなどを目指している。
○徳島県徳島東部都市計画区域マスタープラン（平成24年5月）
　当マスタープランでは、旧鴨島町の中心市街地を副都市拠点として位置付け、都市機能の整備を図ることとされている。
○吉野川市都市計画マスタープラン（平成25年3月）
　当マスタープランでは、鴨島駅周辺を生活圏の「都市拠点」として、都市機能の充実を図ることを目標とする。具体的には、商業振興施策との連携の下、都市機能の集積や土地の有効利用の推進により、商業・業務地の核となるにぎわいの形成を図る
とともに、街なか居住を推進する。また、阿波踊りや五九郎まつり等の地域資源を活かし、まちの個性や顔づくりに努めるとともに、市民の多様な活動の場としてのまちなかの充実を図ることとしている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値



整備方針等 様式（１）-③

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】　まちの玄関口にふさわしい個性や顔づくりに努めるとともに、交通結節機能の強化を図る。
・鴨島駅は、吉野川市の玄関口にふさわしい個性づくりを行うとともに、乗換利便性の向上を図り、鉄道・バスによる移動拠点の形成を図る。
・鴨島駅周辺地区では、商店街、自治会、ＮＰＯ、ボランティア団体等、様々な団体が活動する場をつくることによって、人々のコミュニティ形成を促す。

■基幹事業：地域生活基盤施設（駐車場）　〔鴨島駅前〕
■基幹事業：地域生活基盤施設（自転車駐車場）　〔鴨島駅前〕
■基幹事業：高質空間形成施設（緑化施設等）　〔駅前広場改修〕
■基幹事業：道路事業

【整備方針②】　交流拠点の整備等による、新たな拠点形成の充実強化と、コミュニティ形成の促進に向けた都市機能の充実・誘導を図る。
・対象エリアのほぼ中央に位置する麻植協同病院跡地は、鴨島駅周辺地区や吉野川市居住者を対象とする健康・スポーツ機能、文化・芸術発信機能等
の充実を図り、鴨島駅周辺地区のシンボル的な交流拠点を目指す。

■基幹事業：既存建造物活用事業　〔高次都市施設：地域交流ｾﾝﾀｰ、子育て世代活動支援ｾﾝﾀｰ〕
■基幹事業：地域生活基盤施設（広場）
■基幹事業：地域生活基盤施設（地域防災施設）
□提案事業：図書館の整備（地域創造支援事業）
○関連事業：市立体育館の移転新設
○関連事業：子育て支援センターの整備
○関連事業：社会福祉施設の整備

【整備方針③】　安全で快適な歩行者ネットワークの形成や住民参加によるまちづくりの推進により、街なか居住の促進を図る。
・鴨島駅と麻植協同病院跡地を含むエリアでは、中央通り、銀座通り等の回遊性歩行者ネットワーク、人々が憩う空間の形成を図る。
・都市機能や商業機能の集積や、安全安心で快適な歩行者ネットワークの形成によって、鴨島駅周辺地区の魅力が高まり、その結果、街なか居住が進
んでいく。

■基幹事業：高質空間形成施設（緑化施設等）〔カラー舗装〕
■基幹事業：高質空間形成施設（緑化施設等）〔駅前広場改修〕



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（都市再生整備計画事業） 様式（１）-④-２

（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 現道拡幅 吉野川市 直 120m R1 R3 R1 R3 63.9 63.9 63.9 63.9 －

道路 現道拡幅 吉野川市 直 75m H29 R1 H29 R1 17.7 17.7 17.7 17.7 －

道路 車道再整備 吉野川市 直 200m R1 R3 R1 R3 28.3 28.3 28.3 28.3 －

道路 排水施設整備 吉野川市 直 90m R1 R3 R1 R3 15.3 15.3 15.3 15.3 －

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 広場 吉野川市 直 1075㎡ H29 R3 H29 R3 95.0 95.0 95.0 95.0 －

地域生活基盤施設 駐車場 吉野川市 直 1810㎡ R1 R3 R1 R3 56.4 56.4 56.4 14.1 －

地域生活基盤施設 自転車駐車場 吉野川市 直 312㎡ R1 R3 R1 R3 14.7 14.7 14.7 14.7 －

地域生活基盤施設 地域防災施設 吉野川市 直 74㎡ H29 R1 H29 R1 26.7 26.7 26.7 26.7 －

高質空間形成施設 緑化施設等 吉野川市 直 500㎡ R1 R3 R1 R3 39.2 39.2 39.2 39.2 －

高質空間形成施設 緑化施設等 吉野川市 直 1360㎡ R1 R3 R1 R3 18.2 18.2 18.2 18.2 －

高質空間形成施設 緑化施設等 吉野川市 直 2468㎡ R1 R3 R1 R3 132.1 132.1 132.1 132.1 －

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

地域交流ｾﾝﾀｰ及び
子育て世代活動支援ｾﾝﾀｰ

吉野川市 直 2264㎡ H29 R1 H29 R1 655.9 655.9 655.9 655.9 －

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 1,163.4 1,163.4 1,163.4 0 1,121.1 － …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

吉野川市 直 1482㎡ H29 R1 H29 R1 414.6 414.6 414.6 414.6

合計 414.6 414.6 414.6 0 414.6 …B

合計(A+B) 1,535.7
（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度
○○法人 △△㎡ ○ R□ R□

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
吉野川市 5345㎡ ○ 29 1 3,317.0

吉野川市 335㎡ ○ 29 1 113.4

吉野川市 883㎡ ○ 29 1 299.1

合計 3,729.5

交付対象事業費 1,535.7 交付限度額 614.2 国費率 0.4

交付期間内事業期間
細項目

市道鴨島駅東線

市道中郷４号線

市道神島２号線

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

麻植協同病院跡地、銀行跡地

鴨島駅前

鴨島駅前

麻植協同病院跡地

歩道再整備（幹線道路）

市道出口３号線

連携生活拠点誘導施設

既存建造物活用事業
（高次都市施設）

麻植協同病院跡地

カラー舗装（単路部）

駅前広場改修

住宅市街地
総合整備
事業

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

地域創造
支援事業

図書館の整備 麻植協同病院跡地

まちづくり活
動推進事業

事業活用調
査

事業期間
全体事業費

○○病院整備事業 ○○○

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○）

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

市立体育館の移転新設 麻植協同病院跡地

子育て支援ｾﾝﾀｰの整備 麻植協同病院跡地

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

社会福祉施設の整備 麻植協同病院跡地



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

　鴨島駅周辺地区（徳島県吉野川市） 面積 118 ha 区域 鴨島町鴨島、鴨島町中島、鴨島町上下島、鴨島町喜来

鴨島駅

鴨島公民館

鴨島体育館

国道192

鴨島駅周辺地区（118ha）

国道318号

吉野川市役所



鴨島駅の1日平均乗降者数 （人/日） 1,926 （H27年度） → 2,022 （R3年度）
麻植協同病院跡地施設の利用者数 （人/年） 65,527 （H27年度） → 72,080 （R3年度）

街なか年間イベント開催数 （回/年） 15 （H28年度） → 18 （R3年度）

　鴨島駅周辺地区（徳島県吉野川市）　整備方針概要図（都市再生整備計画事業）

目標 ひとにやさしく、誇りのもてる「鴨島拠点」を目指す
代表的な

指標

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

■基幹事業
地域生活基盤施設
駐車場

○関連事業
市立体育館

■基幹事業
地域生活基盤施設
地域防災施設

■基幹事業
地域生活基盤施設
広場

■基幹事業
地域生活基盤施設
自転車駐車場

■基幹事業
道路
現道拡幅

N

■基幹事業
道路
排水施設整備

S=1：10,000

計画対象区域

※地図の範囲は
すべて市街化区域

ＪＲ鴨島駅

■基幹事業
高質空間形成施設
歩道再整備

○関連事業 子育て支援センター

■基幹事業 既存建造物活用事業（高次都市施設）地域交流センター

■基幹事業 既存建造物活用事業（高次都市施設）子育て世代活動支援センター

□提案事業 地域創造支援事業 図書館

○関連事業 社会福祉施設

■基幹事業
高質空間形成施設 駅前広場改修

様式（１）-⑦-２

■基幹事業
道路
現道拡幅

■基幹事業
道路
車道再整備（排水施設整備含む）


