
別表　事業計画（令和３年度～令和７年度）

1　移住・ 結婚祝金 美波町
定住・地域 美波町
間交流の促
進、人材育 姉妹都市交流事業 美波町
成 地域づくり大学連携事業 美波町

木岐聖ヶ丘農林業業体験施設 美波町
キャンプ空間創出事業

研修会の実施 美波町
研修会への参加 美波町

特別事業

その他 桜街道夢マラソン 実行委員会

2　産業の (1)基盤整備
振興 農業 土地改良事業 美波町

農業用施設長寿命化事業 美波町
農山漁村持続活性化事業（農業） 農業協同組合等

林業 作業道整備事業等補助金 森林組合等

造林事業補助金 森林組合等

木材備蓄庫等整備事業 美波町
林道長寿命化事業 美波町

水産業 県単沿岸漁場整備開発事業 漁業組合等

同上（漁場保全事業） 漁業組合等

藻場造成事業 漁業組合等

産卵礁類設置事業 漁業組合等

漁業権高度利活用事業 漁業組合等

密漁及び越境操業対策事業 漁業組合等

漁場保全対策事業 漁業組合等

禁漁区設置誘導事業 美波町

由岐漁港事業負担金 徳島県
由岐漁港県単改良事業負担金 徳島県
恵比須浜漁港防潮堤改修事業 美波町

農業 有害鳥獣被害防止対策事業 美波町等
ジビエ振興事業 美波町等
スマート農業導入事業 美波町等
共同利用機械導入事業 農業協同組合等

林業 主間伐輸送車両等整備 森林組合等

先進機器類導入事業 森林組合等

水産業 生鮮魚介類流通対策事業
　魚介類等加工処理設備 漁業組合等

加工施設 木岐聖ヶ丘農林業業体験施設 美波町

(3)経営近代化施設

(4)地場産業の振興

施策区分 事業名（施設名） 事業内容

(4)過疎地域持続的発展

(2)漁港施設

事業主体 備考

(1)移住・定住
空き家住宅活用補助事業

(2)地域間交流

(3)人材育成



別表　事業計画（令和３年度～令和７年度）

施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

農産加工ラボ創出事業

流通販売施設 道の駅日和佐機能強化事業 美波町等

用地取得造成事業 美波町
遊休施設等改修事業 美波町

美波町
遊休施設等改修事業 美波町

小規模事業等起業支援事業 美波町
空き家等改修事業 民間事業者等

共同利用施設 チャレンジショップ整備事業 美波町等
道の駅日和佐魅力向上事業 美波町等

その他 薬王寺門前町再生事業 美波町等
貸店舗確保・改修・提供事業 商工会等
特産品開発等支援事業 美波町等
特産品等販売促進支援事業 商工会等
美波町商工祭 商工会等

観光案内所等整備充実事業 美波町
ーション 日和佐うみがめまつり 実行委員会

由岐伊勢エビまつり 実行委員会

ふるさと由岐まつり 実行委員会

体験活動拠点施設等整備事業 美波町
田井ノ浜海水浴場施設充実事業 美波町
木岐カタ地区公園整備事業 美波町
西由岐愛宕山地区公園整備事業 美波町
寺前地区公園整備事業 美波町

美波町
漁場の多面的機能発揮事業 漁業組合等

農山村空間の多面的機能発揮事業 地域づくり団体等

　　特別事業発展特別事業

第1次産業 農山漁村持続活性化推進事業 美波町
都市農山漁村交流推進事業 美波町等
次世代農林漁業創生事業負担金 美波町

商工・6次産業化 魚食普及推進・魚介類料理教室 美波町等
６次産業化設備等試験導入事業 美波町

観光 外国人旅行者対応力強化事業 美波町
ボランティアガイド支援事業 美波町
着地型観光素材活用事業 美波町等

企業誘致 美波町

その他 南阿波よくばり体験推進協議会負担金 美波町
内発型地域活性化提案事業 美波町

(9)観光又はレクリエ

体験活動拠点施設等整備事業

(10)過疎地域持続的

サテライトオフィス・テレワーク誘致事業

(5)企業誘致

サテライトオフィス誘致事業（施設整備）

(6)起業の促進

(7)商業



別表　事業計画（令和３年度～令和７年度）

施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

(11)その他
稚貝放流事業補助金 漁業組合等

稚魚放流事業負担金 美波町
種苗放流事業補助金 内水面漁協等

海藻養殖等実験事業 漁業組合等

稚貝養殖事業 漁業組合等

新規作物導入事業 農業協同組合

産業振興対策事業
　後継者育成奨励金 美波町
　近代化資金利子補助金 美波町
　地域産業育成研修補助金 美波町
有害鳥獣駆除奨励交付金 美波町
漁業共済事業補助金 美波町
マリンクルーズ等補助金 漁業者団体

美波商工会運営補助金 商工会
薬王寺門前町商店組合補助金 商工会
捕獲鳥獣解体処理施設 美波町
美波町観光協会運営補助金 観光協会

3　地域に
おける情報 化のための施設
化

その他 ケーブルテレビ施設維持管理事業 美波町
美波町

4　交通施
設の整備、
交通手段の 道路 細野線修繕 L=150.0m 美波町
確保 W=5.0m

外の牟井線修繕 L=100.0m 美波町
A=1400.0m2

日和佐浦西線修繕 L=100.0m 美波町
W=6.0m

馬路1号線修繕 L=200.0 美波町
W=4.0m

港町通り線修繕 L=100.0m 美波町
W=8.0m

総屋敷西線修繕 L=200.0m 美波町
W=5.0m

伊儀谷線修繕 L=40.0m 美波町
W=4.0m

弁才天4号線改良 L=320m 美波町
W=10.0m

庄屋地3号線改良 L=100m 美波町
W=10.0m

庄屋地線改良 L=50m 美波町
W=8.0m

奥潟6号線改良 L=20m 美波町
W=6.0m

奥河4号線修繕 L=40.0m 美波町
W=2.0m

戎町6号線修繕 L=15.0m 美波町

(1)市町村道

(1)電気通信施設等情報

海部郡光ファイバー網通信機器使用料



別表　事業計画（令和３年度～令和７年度）

施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

W=3.0m
大工町通り線修繕 L=100.0m 美波町

W=3.0m
阿部4号線改良 L=60.0m 美波町

W=4.0m
日和佐停車場線修繕 L=200.0m 美波町

W=15.0m
本村馬木線 L=100.0m 美波町

W=6.0m
白沢1号線修繕 L=150.0m 美波町

W=5.0m
丹前2号線修繕 L=50.0m 美波町

W=5.0m
嵐線修繕 L=80.0m 美波町

W=4.0m
井ノ上5号線修繕 L=100.0m 美波町

W=6.0m
登り2号線修繕 L=100.0m 美波町

W=5.0m
阿部1号線修繕 L=125.0m 美波町

W=6.0m
阿部2号線修繕 L=60.0m 美波町

W=6.0m
伊座利2号線修繕 L=100.0m 美波町

W=4.0m
伊座利6号線修繕 L=200.0m 美波町

W=2.0m
伊座利6号線改良 L=25.0m 美波町

W=3.0m
木岐27号線改良 L=30.0m 美波町

W=5.0m
井ノ上線改良 L=300.0m 美波町

W=4.0m
奥河東西線修繕 L=20.0m 美波町

W=6.0m
東町14号線修繕 L=30.0m 美波町

W=3.0m
戎町5号線修繕 L=30.0m 美波町

W=5.0m
戎町11号線修繕 L=20.0m 美波町

W=4.0m
西由岐21号線修繕 L=50.0m 美波町

W=3.0m
西の地13号線改良 L=50.0m 美波町

W=9.0m
本村2号線改良 L=70.0m 美波町

W=4.0m
落合本村線 L=100.0m 美波町

W=5.0m
恵比須浜線修繕 L=70.0m 美波町

W=5.0m
西の地5号線修繕 L=50.0m 美波町

W=8.0m
西の地21号線修繕 L=50.0m 美波町



別表　事業計画（令和３年度～令和７年度）

施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

W=9.0m
由岐田井1号線修繕 L=100.0m 美波町

W=6.0m
田井14号線修繕 L=100.0m 美波町

W=4.0m
志和岐2号線修繕 L=150.0m 美波町

W=5.0m
井ノ上線修繕 L=100.0m 美波町

W=5.0m
田々川大久保線修繕 L=200.0m 美波町

W=6.0m
東由岐5号線改良 L=100.0m 美波町

W=5.0m
西の地12号線改良 L=150.0m 美波町

W=5.0m
志和岐1号線修繕 L=50.0m 美波町

W=5.0m
西山線 L=50.0m 美波町

W=3.0m
日浦日の地線 L=20.0m 美波町

W=5.0m
耳瀬南谷線 L=500.0m 美波町

W=4.0m
国道55号修繕 L=250.0ｍ 美波町

W=15.0
木岐2号線修繕 L=100.0m 美波町

W=4.0m
桜町奥潟2号線修繕 L=400.0m 美波町

W=11.0m
桜町通り線改良 L=100.0m 美波町

W=5.0m
桜町奥潟線改良 L=100.0m 美波町

W=6.0m
桜町奥潟2号線改良 L=200.0m 美波町

W=10.0m

橋りょう 橋梁定期点検 209橋 美波町
橋梁長寿命化修繕計画 209橋 美波町
高倉橋修繕 美波町
嵐橋修繕 美波町
登橋修繕 美波町
一ノ坂橋修繕 美波町
町道橋梁修繕 40橋 美波町
田々川橋修繕 美波町
駅前橋修繕 美波町

いわい橋修繕 美波町
天狗谷2号橋修繕 美波町
長寿命化修繕計画 美波町
橋梁定期点検 美波町

伊座利漁港西防波堤修繕L=70m 美波町
恵比須浜漁港照明更新 美波町
水産物供給基盤機能保全事業

(3)林道

(4)漁港関連道



別表　事業計画（令和３年度～令和７年度）

施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

負担金（由岐漁港） 徳島県
恵比須浜漁港海岸護岸修繕 美波町
水産物供給施設機能保全計画 美波町

鉄道施設 阿佐東線ＤＭＶ導入事業負担金 阿佐海岸鉄道

特別事業

交通施設維持 阿佐東線活性化対策費補助金 阿佐海岸鉄道

その他 地域バス路線運行費補助金 徳島バス
タクシー利用料金助成事業 美波町
病院等連絡バス運行事業 美波町

県道改良負担金 徳島県

５　生活環
境の整備

上水道 電線共同溝に伴う L=1,495m 美波町
水道管移設工事
日和佐地区防災 L=560m 美波町
公園整備事業 
北河内谷川橋梁添架 L=200m 美波町
井ノ上～恵比須浜田井 L=500m 美波町
配水管布設工事

簡易水道 簡易水道統合に伴う 美波町
固定資産調査及び評価業務
伊座利水源地改良事業 美波町
阿部水源地改良事業 美波町
伊座利配水池更新事業 美波町
阿部配水池更新事業 美波町

公共下水道 汚水管渠布設事業
　日和佐浦地区 美波町
　寺前排水区雨水管布設　 L=600m 美波町
雨水排水事業
　日和佐浦地区 N=3個所 美波町

農村集落排水施設 漁業集落排水施設
長寿命化事業 一式 美波町

地域し尿処理施設 阿部地区共同利用合併浄化槽設置事業 美波町

消防査察車整備負担金 １台 海部消防
消防ポンプ車 ３台 美波町
防災行政無線システム機器更新 一式 美波町

(1)水道施設

(2)下水処理施設

(5)消防施設

(5)鉄道施設等

(9)過疎地域持続的発展

(10)その他



別表　事業計画（令和３年度～令和７年度）

施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

消防資機材搬送車整備負担金 １台 海部消防
飲料水兼用耐震性貯水槽 美波町
消防分団車庫移転工事 １棟 美波町
救急車整備負担金 ２台 海部消防
防災センター 美波町
小型ポンプ付き積載車 １台 美波町
消防ポンプ車整備負担金 １台 海部消防

公営住宅ストック改善 美波町

合併浄化槽整備事業 80基 美波町
宝谷用水整備 L=200 美波町
支所自家発電設備更新 1基 美波町
コンビニエンスストア建設事業 美波町

６　子育て (2)認定こども園 日和佐こども園建設事業 美波町
環境の確保
、高齢者等
の保健及び
福祉の向上 高齢者生活福祉センター 生活支援ハウス運営 美波町
及び増進

老人ホーム 海部老人ホーム負担金 美波町
海部郡特別養護老人ホーム負担金 美波町

その他 介護予防地域支え合い事業 美波町
シルバー人材センター運営事業 美波町
緊急通報サービス事業 美波町
寝たきり老人介護手当支給事業 美波町
敬老祝い金贈与 美波町

(8)過疎地域持続的発展

特別事業

高齢者・障害者福祉 高齢者保健福祉計画・ 美波町
介護保険事業計画策定
障害者福祉計画策定 美波町
福祉計画策定 美波町

７　医療の
　確保

病院 美波病院電子カルテ更新事業 美波病院
美波病院超音波画像診断装置 美波病院
更新事業

患者搬送車（艇） 搬送車車庫及び詰所建設事業 美波町

(2)特定診療科に係る診
療施設

その他 病院医師官舎建設事業 美波町

(1)診療施設

(3)過疎地域持続的発展

(6)公営住宅

(8)その他

(3)高齢者福祉施設



別表　事業計画（令和３年度～令和７年度）

施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

特別事業

自治体病院 診療所特別会計運営費繰出金 美波町

８　教育の
振興

校舎 日和佐小学校玄関改良工事 美波町
日和佐小学校外壁修繕工事 美波町
日和佐中学校外壁塗装工事 美波町
日和佐中学校屋根改修工事 美波町
由岐小学校外壁改修工事 美波町
由岐中学校外壁改修工事 美波町
木岐小学校外壁改修工事 美波町
阿部小学校外壁改修工事 美波町
由岐中学校配電設備取替 美波町

屋内運動場 美波町

屋外運動場 日和佐中学校グラウンド整備事業 美波町
日和佐小学校グラウンド整備事業 美波町

スクールバス・ボート 日和佐中学校スクールバス購入 美波町
日和佐小学校スクールバス購入 美波町

給食施設 日和佐給食センター改修工事 美波町

その他 美波町
日和佐給食車購入 美波町
日和佐給食センター食洗機購入 美波町

公民館 美波町

体育施設 海洋センター改修事業 美波町

その他 美波町

博物館改修事業 美波町

特別事業

義務教育 スクールバス運行委託料 美波町

生涯学習・スポーツ 資料展示室改修事業 美波町
実行委員会

美波町

その他 文化財維持補修事業 美波町

９　集落の 空き家再生事業（除却） 美波町

(4)過疎地域持続的発展

ワールドマスターズゲームズ2021関西
トライアスロン大会

(1)過疎地域集落再編整備

(1)学校教育関連施設

由岐中学校体育館屋根改修工事

由岐給食車購入

(3)集会施設、体育施設

地区公民館耐震補強及び改修事業

赤松基幹集落センター改修設計委託業務事業



別表　事業計画（令和３年度～令和７年度）

施策区分 事業名（施設名） 事業内容 事業主体 備考

　整備 老朽倒壊危険家屋撤去支援事業 美波町
空き家再生事業（再生） 美波町
空き家対策事業 美波町

特別事業

集落整備 空き家管理活用事業 美波町
古民家再生事業 美波町

10　地域文
化の振興等

地域文化振興施設 美波町

特別事業

地域文化振興 赤松煙火保存会補助金 赤松煙火保存会

赤松座

11　再生エ 美波町
ネルギーの 利用施設
利用の推進

特別事業

再生可能エネルギー利用 環境対策支援事業 美波町

12　その他 (1)人材育成 研修会の実施 美波町
　地域の持 研修会への参加 美波町
続的発展に
関し必要な (2)町内会運営補助金 町内会への町内会運営補助金 美波町
事項

(3)地域づくり推進事業 自治支援交付金 美波町
地域づくり支援事業 美波町

美波町

(4)過疎地域持続的 住宅建築利子補給金 美波町
発展特別事業 定住促進補助金 美波町

高齢者等定住支援補助金 美波町
地域おこし協力隊招聘事業 美波町
集落支援員配置事業 美波町
グローバル人材育成事業 美波町
移住促進対策事業 美波町
人材育成支援事業 美波町

(5)その他 日和佐地区防災公園整備事業 美波町
上水道負担金　 L=560m 美波町
由岐地区高台整備事業 美波町

地域づくり拠点施設等支援事業

国登録有形文化財谷屋保存活用事業

(2)過疎地域持続的発展

人形浄瑠璃保存会補助金

(1)再生可能エネルギー 再生可能エネルギー利用施設整備事業

(2)過疎地域持続的発展

(2)過疎地域持続的発展

(1)地域文化振興施設等


