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１．都市再⽣整備計画事業の概要

■都市再⽣整備計画事業の⽬的
都市再⽣整備計画事業（旧まちづくり交付⾦）は、地域の歴史・⽂化・⾃然環境等の特

性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再⽣を効率的に推進するこ
とにより、地域住⺠の⽣活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを⽬的として
いる。

■制度の特徴
都市再⽣特別措置法第46条第１項に基づき、市町村が都市再⽣整備計画を作成し、都市

再⽣整備計画に基づき実施される事業費等の費⽤に充当するために交付⾦を交付。

都市再⽣整備計画の作成
事前評価

事業の実施

事後評価

必要な改善策の実施

Plan

Do

Check

Action

市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの⽬標と⽬標を実現す
るために実施する各種事業等を記載した都市再⽣整備計画を作成。

市町村は、都市再⽣整備計画に基づき、まちづくりの⽬標達成に
必要な事業を実施。国は、年度ごとに交付⾦を交付。

交付期間終了時、市町村は⽬標の達成状況等に関
する事後評価を実施し、その結果等について公表。

市町村は、事後評価結果を踏まえ、新たに浮き彫りになった課題
への対応策を検討し、今後のまちづくりに活⽤。

本検討の
⽬的
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１．都市再⽣整備計画事業の概要

■交付対象事業
都市再⽣整備計画には、基幹事

業・提案事業の２つがあり、都市
再⽣整備計画に位置付けられたま
ちづくりに必要な幅広い施設等が
対象となる。

■交付期間
概ね３〜５年

■国費率
事業費に対して概ね４割（交付

⾦の額は⼀定の算定⽅法により算
出）
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２．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の概要（⽬標、事業等）
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■計画期間 ︓ 平成26年度〜平成30年度
■計画の⽬標 ︓
【⼤⽬標】

美波町医療保健センター及び周辺施設を核とした３つの拠点整備により、住みなれた
豊かな⾃然環境のもと⾃⽴を⽬指し、⼀⼈ひとりが輝いて⽣きるまちの実現のため、世
代間交流や地域間交流を通じた安全・安⼼な環境づくりによる⼈から繋がるまちづくり
を⽬指します。
⽬標① 町⺠誰もが、住み慣れた地域で⾃らの健康、家族の介護、出産・育児等に対し

て困ることなく、⾃⽴・安⼼した⽣活ができるための⽀援拠点（安⼼できる暮
らしの確保⽀援拠点）

⽬標② 町⺠誰もが、温かな⼈間関係や、ともに⽣き、ともに⽀え合う⼼豊かな地域を
築くため、⼈とふれあえる機会や空間の創出、健康づくりから町⺠主体のまち
づくりを⽬指し、地域や町⺠相互の交流拠点（地域や⽣涯健康・⽣きがいづく
り交流拠点）

⽬標③ 南海トラフ⼤地震への備えから、交流・健康を通じた災害時の円滑な避難体制
の構築、地域の避難場所の確保、被害状況によっては災害時の代替庁舎機能と
して利活⽤可能な施設整備を図る。（地域の安全を守る防災拠点）



２．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の概要（⽬標、事業等）
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■計画の概要 ︓



２．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の概要（整備状況）

■道路・下⽔道（町道⻄新町３号線、⻄新町４号線）

施⼯前 施⼯後
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⻄新町３号線

⻄新町４号線



２．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の概要（整備状況）

■道路（⽔源地取合線、⽇和佐病院１号線、⽇和佐病院２号線）
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⽔源地取合線 ⽇和佐病院１号線

⽇和佐病院２号線
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２．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の概要（整備状況）

■地域⽣活基盤施設︓⽣きがい交流空間整備

緑地・遊歩道・照明施設
公衆トイレ

グラウンド施設

駐⾞場
保健センター外構
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２．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の概要（整備状況）

■地域⽣活基盤施設︓排⽔施設

排⽔施設

■⾼質空間形成施設︓町道⽇和佐停⾞場線

施⼯前 施⼯後
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２．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の概要（整備状況）

■地域創造⽀援事業︓美波町医療保健センター整備事業

美波町医療保健センター
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２．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の概要（計画策定時の数値⽬標）

■数値⽬標 ︓ 都市再⽣整備計画の⽬標の達成状況を評価する指標として、以下の３つ
の指標を位置付け

指標 概要 従前値
(H25年度)

⽬標値
(H30年度)

美波町医療保健セ
ンター利⽤者数

美波町医療保健センター及び周辺の基盤
整備等による利⽤者の増加を評価 0⼈ 12,000⼈

交流空間整備によ
る交流⼈⼝拡⼤

⽣きがい交流空間（みなみらいスクエ
ア）の整備等によるグラウンドの利⽤者
の増加を評価

560⼈ 1,680⼈
（３倍）

避難訓練参加者数
防災倉庫や津波避難階段の整備等が住⺠
の防災意識の⾼揚につながり、避難訓練
の参加者増を評価（⽇和佐浦、本村、井
ノ上を想定）

250⼈ 375⼈
（1.5倍）
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３．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の事後評価について（⽬標の達成状況等）

数値⽬標１ 美波町保健センター利⽤者数
従前値（H25年度）︓０⼈
※美波町保健センターは整備前

⽬標値（H30年度）︓12,000⼈
実績値（H30年度）︓19,364⼈

➡ ⽬標値を⼤きく上回る利⽤者数の状況と
なっている。

平成28年度 平成29年度 平成30年度

診療所 7,526 11,583

【参考】旧診療所 12,647 3,799
(～7月末)

－

多目的ホール 336 1,158

会議室 484 815

保健センター 2,430 3,660

海べのクリニック 1,470 2,148

利用者数の内訳（人）

 ⽬標を⼤きく上回る利⽤者数となっている。ただし、平成28年度（旧診療所）が52.0⼈/⽇の外来者
数であったのに対して、平成30年度は47.7⼈/⽇と若⼲減少。

※平成29年度の利用者数は開設後の８月以降

⽬標

実績
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数値⽬標２ 交流空間整備による交流⼈⼝拡⼤
従前値（H25年度）︓560⼈ ※従前値は⽇和佐グラウンドの利⽤者数
⽬標値（H30年度）︓1,680⼈
実績値（H30年度）︓3,311⼈

➡ ⽣きがい交流空間（みなみらいグラウンド）の利⽤者数は、⽬標値を⼤きく上回る
状況となっている。

➡ 正式な⼤会（野球の還暦リーグや少年野球の⼤会等）や広域的な利⽤が図られてお
り、交流⼈⼝の拡⼤に寄与している。

⽬標

実績

 利⽤の継続を図るとともに、新たな⼤会の誘致や開催を検討していくことが重要。

３．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の事後評価について（⽬標の達成状況等）
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数値⽬標３ 避難訓練参加者数
従前値（H25年度）︓250⼈
⽬標値（H30年度）︓375⼈
実績値（H30年度）︓231⼈（⽬標に対して144⼈不⾜）

… 208⼈（毎年11⽉ごろ実施）＋23⼈（９⽉に実施）
➡ ⽬標値には達していない状況にある。ただし、平成29年度は⽬標値に達している。
➡ 保健センター開設後の平成28年度、平成29年度は、303⼈、387⼈の参加者となっ

ており、減少傾向から増加に転じている。
➡ 平成29年度は、医療保健センターで81⼈の参加者がいたが、平成30年度は3⼈と

なっている。

 ⽬標値に達していないことから、参加者確保に向けた対策を⾏ったうえでフォローアップ調査（継続
して調査）をしていくことが必要。

うち医療保健センター
81⼈

うち医療保健センター
3⼈

公共施設や要配慮者施設での
避難訓練の実施

⽬標

実績

３．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の事後評価について（⽬標の達成状況等）
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３．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の事後評価について（その他の効果）

参考指標 美波病院連絡バス利⽤者数
従前値（H25年度）︓ 0⼈
実績値（H30年度）︓6,075⼈ ⽇平均利⽤者︓24.9⼈/⽇

➡ 美波病院と⽇和佐診療所、由岐駅前を結ぶ連絡バスとして運⾏し、住⺠の通院に寄
与している

 住⺠の通院における移動⼿段として重要な役割を担っているが、運⾏の維持・存続を図るためにも利
⽤者の増加が重要。



15

２．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の概要（数値⽬標）

■数値⽬標のまとめ

指標 従前値
(H25年度)

⽬標値
(H30年度)

評価値
(H30年度)

美波町医療保健センター利⽤
者数 0⼈ 12,000⼈ 19,364⼈

交流空間整備による交流⼈⼝
拡⼤ 560⼈ 1,680⼈

（３倍） 3,311⼈

避難訓練参加者数 250⼈ 375⼈
（1.5倍） 231⼈

■改善の⽅針
➡ 医療保健センター開院直後（H29）は、当該地に81⼈の参加者が⾒られたが、平成

30年度は3⼈となっている。
➡ ⾃主防災会や学校、各種団体等と連携を図りながら、避難場所での炊き出し訓練や

地域住⺠が気軽に楽しみながら参加できる防災イベント等の開催等の検討に取組む。
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３．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の事後評価について（その他の効果）

■定性的な効果
・⼈⼯透析の治療について、以前は、阿南市や牟岐町への通院が必要であったが、医療保
健センター内の⺠間医療施設（海辺のクリニック）の整備により町内での治療が可能と
なったことから、住⺠の安⼼・安全に寄与している。

・保健センターの整備やみなみらいグラウンドの適切な維持管理によって、みなみらいグ
ラウンドの広域での活⽤や正式な⼤会が開催が⾏われるようになり、町外からの来訪者
の拡⼤に寄与している。

・歩いて⾏ける⾝近な範囲に遊歩道・広場が整備されたことにより、地域住⺠のウォーキ
ングやランニングなどの⽇常の利⽤につながり、健康づくりにも寄与している。また、
周辺に街灯が整備されたことで、夜間のウォーキングやランニングといった⽇常的な利
⽤も⾏われている。

・排⽔施設の整備（H25︓２回、H26︓３回、H27〜H30︓０回、R1︓４回の稼働）によ
り、住⺠の安全・安⼼に寄与している。
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３．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の事後評価について（実施過程の評価）

■実施過程の評価
住⺠参加プロセスの

実施状況 実施事項の概要 今後の対応⽅針等

⽣きがい交流空間（みな
みらい公園）の整備にお
けるWSの実施

公園づくりに住⺠意向を反映させるため、WS
を実施（2回開催︓2016.4.4、2016.6.20）。
WSの結果については、広く住⺠への周知を図
るため「けん（ちくと）こう（えんづくり）
新聞」を作成。

公園整備等が完了した中で、
維持管理への住⺠参画等を
検討していく必要がある。

⽣きがい交流空間の愛称
募集

⽣きがい交流空間の整備にあたり、住⺠の愛
着を⾼め、親しみのある施設となることをめ
ざし、愛称の募集を⾏った。
平成29年3⽉28⽇から4⽉28⽇の期間募集し、
179通（176点）の応募があり、「みなみら
いスクエア」に決定した。

持続的なまちづくり
体制の検討 実施事項の概要 今後の対応⽅針等

指定管理者制度の導⼊検
討

美波町医療保健センターのピロティ部分の地
域交流スペースを、地域や⺠間団体主導の活
⽤につなげるため指定管理者制度による募集
を実施した。問合せはあったが、申込みはな
かった。
その後、社会福祉協議会と指定管理⼿続きを
実施したが、選定委員会で不採択となった。

防災活動や健康づくり等の
活動の担い⼿として、指定
管理者の募集を引き続き検
討する。
規制を緩め、⾝近な活動等
に施設を有効活⽤できるよ
う募集要項の再検討を⾏う。
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３．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の事後評価について（まちの課題等）

■実施過程の評価
事業前の都市再⽣
整備計画に記載し
たまちの課題

達成されたこと（課
題の改善状況）

残された未解決の
課題

事業によって発⽣した新たな
課題

⼈⼝減少・少⼦⾼齢
化が進む中で、住み
やすいまちづくりや
サテライトオフィス
の誘致等による定
住・移住

医療保健センターの整
備により、住⺠の安
⼼・安全につながって
いる。

⾼齢化が進む中で、引
きこもり⾼齢者の増加
等が⽣じており、⽣き
がいと健康づくり対策
を進めていくことが必
要。

少⼦⾼齢化が進む中で、引きこも
り⾼齢者等の解消や地域コミュニ
ティの育成を図るため、⾝近な活
動の場として整備された空間を活
⽤した様々な活動・イベントの開
催等を進めていく必要がある。

⽣きがい交流空間の整備により、
交流⼈⼝等の増加が図られる中で、
継続して⼈を呼び込むには施設の
適切な維持管理（⽇常の草刈り等
を含む）を図っていくことが必要
となる。

公共施設の維持管理の費⽤が増⼤
する中で、効率的な⼿法を模索し
ていく必要がある。

地域住⺠が主体となったまちづく
りを進めていくため、地域住⺠主
導のまちづくりメンバーや組織の
育成等に努めていく必要がある。

快適な暮らしの実現
に向け、計画的な⽣
活基盤の整備

道路整備や下⽔道整備
により、地域住⺠の暮
らしの質の向上が図ら
れている。

空家等の対策も含めて、
密集した市街地の更な
る改善を図っていくこ
とが必要。

南海トラフ地震への
備えとして、ハー
ド・ソフトの両⾯か
らの対策

広場や避難階段、防災
倉庫等の整備により、
南海トラフ地震への備
えは着実に進んでいる。

地域住⺠の防災意識も
⾼まりつつあるが、引
き続き、⾃主防災会の
活動⽀援を図り、避難
訓練への参加や⾃主的
な活動を促していくこ
とが必要。

地域資源を活かして
交流⼈⼝を増やし、
定住につなげていく

⽣きがい交流空間の整
備により、新たな交流
の場の創出が図られた。
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３．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の事後評価について（今後の⽅策）

■今後のまちづくり⽅策（効果を持続させるために⾏う⽅策）

効果の持続を図る事項 効果を持続させるための基本的な考え⽅ 想定される事業

医療保健センターや⽣き
がい交流空間の活⽤

医療保健センターや⽣きがい交流空間の整備が
図られたことから、今後も、更なる活⽤を促し
ていく。
⽣きがい交流空間のグラウンドは、⼤会等の利
⽤が⾏われていることから、継続利⽤を促すと
ともに、新たな⼤会と誘致等を⾏う。

新たな⼤会等の誘致（PR事
業）

ピロティ空間の地域での
利⽤促進

地域コミュニティ等の活動の場となるピロティ
空間において、多様な活動を促す。

ピロティでの活動者、団体等
の募集
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３．⽇和佐地区都市再⽣整備計画の事後評価について（今後の⽅策）

■今後のまちづくり⽅策（改善策）

改善する事項 改善策の基本的な考え⽅ 想定される事業

多様な避難訓練の実施

避難階段や防災倉庫等の整備が⾏われたことの
地域住⺠への周知を図るためにも、⽣きがい交
流空間を利⽤した避難訓練や防災イベントの開
催を促す。具体的には、ピロティ空間での炊き
出し訓練や地域住⺠が気軽に楽しみながら参加
できる防災イベント等の開催を検討し、避難訓
練のマンネリ化の解消にもつなげていく。

避難訓練の多様化（⾮常⾷試
⾷会等）
中学校における避難訓練・防
災イベント（備蓄を活⽤した
防災⾷の試⾷等）の開催
防災啓発活動の改善（⼥性・
⼦ども・⾼齢者等の参加しや
すい活動の検討）

多⽬的ホールの維持管理
医療保健センター内に整備した多⽬的ホールに
ついて、適切な維持管理や防災イベント等の開
催による利⽤促進を図るため、指定管理者制度
等の導⼊を検討する。

指定管理者の募集

安⼼・安全な市街地の形
成

空き家対策（活⽤・除却）、耐震化、道路整備
などの様々な対策を講じることで、安⼼・安全
な市街地の形成を図る。

空き家対策、耐震化の啓発
（継続）
道路整備
オープンスペースの確保 等



４．今後の予定

■今後の予定
・今回のパブリックコメントによる事後評価の原案に対する住⺠の意⾒を踏まえ、事後評
価の修正・⾒直しを⾏います。

・その後、（仮称）⽇和佐地区都市再⽣整備計画評価委員会による外部の有識者等の意⾒
も確認し、事後評価をとりまとめます。

・とりまとめた事後評価結果については、国への報告を⾏い、住⺠に公表します。

■参考︓これまでの経緯と今後の予定
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時期 実施事項 備考
令和元年
〜11⽉ ・事務局（政策推進課）による素案作成

11⽉25⽇ ○⽇和佐地区都市再⽣整備計画事後評価検討会議（庁内）
・検討会議結果を踏まえた修正、各課照会

令和２年１⽉ ・原案の公表（パブリックコメント）、意⾒収集
・住⺠の意⾒を踏まえた修正、各課照会
△必要に応じて検討会議を開催

2⽉ ●（仮称）⽇和佐地区都市再⽣整備計画評価委員会（外部）
２⽉ ・事後評価結果を国に報告
３⽉ ・事後評価結果を住⺠に公表


