
小松島南部のまちづくり方策の概要

平成30年２月23日

小松島南部の地域振興に向けた検討会議



小松島南部のまちづくり方策（案）

検討の背景

■検討の目的
・四国横断自動車道の開通を小松島市の活性
化につなげていくため、高速道路の活用に
よる拠点の形成及び道路ネットワークによ
る地域や拠点間の連携確保などによる豊か
で活力あるまちづくり方策をとりまとめる
ことを目的として検討を進めてきました。
・特に、前原地区に設置される小松島イン
ターチェンジから離れた小松島南部地域に

地域活力の創出等に努め、人口減少に歯止めをかけることが必要

【小松島市の課題】

県内でも有数の食料生産基地であり、農林水産物等の販売機会の拡充等の検討が重要

重要港湾徳島小松島港の立地等を活かし、新たな企業誘致や既存の地場産業の育成が必要

小松島市の課題

ターチェンジから離れた小松島南部地域に
おいては、新たに立江・櫛渕地区にイン
ターチェンジを設置することで、高速道路
の効果を最大限に活用するとともに、市全
体及び周辺市町の更なる活性化につなげて
いくことが重要との認識を持って検討を進
めています。

小松島市の現状

徳島県の東部、瀬戸内海に面し、県都徳島市や阿南市に隣接し、勝浦町や上勝町、那賀
町の玄関口

【小松島市の現状】

来訪者が本市や周辺市町を周遊するための取り組みを行うことが必要

アジアからの来訪客等の増加が期待されるため、インバウンド対策が必要

南海トラフ地震・津波への備えが急務

緊急搬送受入体制の強化等に向け、県南部と三次救急医療機関である徳島赤十字病院へ
のアクセス向上が必要

上位関連計画

重要港湾徳島小松島港赤石地区等を活かし物資流通の拠点都市としてのまちづくり

平成27年の人口は38,755人。市南部（立江・櫛渕）での人口減少が顕著

日本一の生産量を誇る菌床シイタケや和田島ちりめんをはじめとした多様な農林水産物
の存在

JA東とくしま「みはらしの丘あいさい広場」は年間60万人の集客

四国八十八箇所霊場の恩山寺や立江寺、立江吹筒花火などの個性豊かな地域資源が存在

上位関連計画

■上位関連計画を踏まえたまちづくりの方向性
・四国横断自動車道は、災害時の「命の道」として、また、交流の軸としての役割を担う道
路として、早期の整備を期待。
・四国横断自動車道の有効活用に向け、地域活性化インターチェンジや地方創生の拠点とな
る施設の形成を図り、魅力ある地域づくりや地域連携の促進。
・市内から四国横断自動車道へのアクセス向上のための取り組みが必要。

小松島市都市計画
マスタープラン
（平成25年3月）

小松島市まち・ひと・
しごと創生総合戦略
（平成28年3月）

小松島市第６次総合計画
（平成29年3月）

立江・櫛渕地区の特性と課題
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重要港湾徳島小松島港へのクルーズ客船の受入（Ｈ29年度は過去最多の9回）

南海トラフ地震により甚大な被害の発生が懸念

ガントリークレーン 大型クルーズ船 立江寺 徳島赤十字病院

立江・櫛渕地区の特性と課題

■立江・櫛渕地区の特性・課題
・地域活性化ＩＣの整備候補地である、小松島南部の立江・櫛渕地区の特性、課題。

日本一の生産
量を誇る菌床
しいたけ

有機農業の
拠点

地域の担い手
となる若手農
業者が存在

立江寺等の魅
力ある施設

人口減少、
後継者不足

特
性

地域・農産物等の
知名度向上 販売機会の拡充 地域・農業の担い

手の確保・育成
来訪者や定住者の

確保
課
題



③地域資源の活用・ＰＲ等により地域の活性化につなげる

検討の視点

小松島南部のまちづくり方策（案）

■検討の視点
・四国横断自動車道の整備をまちの活性化につなげていくための視点を以下のように示す。

①“点と線”の効果から“面”の効果の発揮

・市南部地域に地域活性化ＩＣを整備し、「２つの点」と「線」による結びつきを活かし、
市全体や周辺市町への面的な効果の発揮をめざす。

・本市には、個性的な観光資源や農林水産物等があることから、それらの資源の情報発信
や販売機会の拡充等により、地域の活性化につなげることをめざす。

・また、周辺の道の駅（公方の郷なかがわ、ひなの里かつうら）やみはらしの丘あいさい
広場等との連携を図るとともに、施設の個性を磨くことで、市内及び周辺市町村の周遊広場等との連携を図るとともに、施設の個性を磨くことで、市内及び周辺市町村の周遊
性を高めることをめざす。（現在の計画） （新たな計画(案)）

点と線の効果

既存店舗（産直市等）

２つの点と線に
よる面の効果

南北２つのＩＣの整備により、
人・モノ・情報等を面的に移
動させていくことが重要

既存の道の駅や産直市等と
の連携・役割分担（個性の
発揮）を図ることが重要

近畿圏
四国西部圏

②地域に立ち寄ってもらう機会の創出

・道路利用者へのサービスとして必要な休憩施設やトイレの確保とあわせて、魅力ある機
能・施設の導入により、地域に立ち寄ってもらう機会の創出をめざす。

小松島IC付近を中心に整備効果
が発揮

市全体さらには周辺市町への効
果が波及・循環する

徳島JCT（仮称）
徳島IC藍住IC

板野IC 鳴門JCT 鳴門IC

約5.9km

約1.6km約8.9km

上板ＳＡ

松茂PA

約3.1km

情報発信施設

④地域住民等との協働による実現

・地域の活性化には、地域住民との協働、民間資本の活用が不可欠であり、適切な役割分
担のもと、構想の実現をめざす。

※徳島方面の高速道路上には、徳
島ＪＣＴまで休憩施設の整備の
予定がありません。

四国南部圏

国・県国・県
地域住民地域住民
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徳島東IC（仮称）

小松島IC（仮称）

阿南IC（仮称）

津田IC（仮称）

約5km

約2.5km

約5.3km

約10km

約22.8km

約9km 約1.9km

約28.7km

約7.2km

約40.9km

予定がありません。
また、近隣のＳＡ又はＰＡまで
は約30kmとなっており、道路利
用者の休憩施設の確保が求めら
れています。

新たな休憩施設の確保
＋

地域の活性化につながる機能 地域活性化
IC

国・県国・県
地域住民地域住民

企業企業
各種団体各種団体

小松島市小松島市

地域住民とともに考える機会の創出 地域住民、民間企業等の多様な連携



小松島南部のまちづくり方策

小松島南部のまちづくり方策（案）

地域活力の創出等に努め、
人口減少に歯止めをかける

ことが必要

産業(1次、2次、3次）の更
なる活性化や大型クルーズ
等へのインバウンド対策等

が必要

南海トラフ巨大地震等、災
害に強いまちづくりに向け

た備えが必要
安全・快適で、にぎわいの
あるまちの実現が必要

地域の基幹産業の更なる活
性化（販路拡大、販売機会
の拡充等）が必要

効果的な地域情報の発信が
必要（菌床しいたけ日本一、
有機農業のまち、立江寺

等）

小松島市全体のまちづくりに重要な視点 立江・櫛渕地区のまちづくりに重要な視点

四国横断自動車道の整備を一つの契機として、更なるまちの活性化につなげていく四国横断自動車道の整備を一つの契機として、更なるまちの活性化につなげていく

■まちづくりの方向性
地域住民との協働のもと、四国横断自動車道の開通の効果を最大限に享受し、小松島市全体及び周辺市町も含めた活性化に向けた方策を推進

■小松島南部の地域振興に向けたコンセプト
・四国横断自動車道の開通を契機として、「ヒト」や「モノ」がより広域に循環
することが期待される中で、「ヒト」や「モノ」が出会う場を設け、そこから
「コト」を生み出すことをめざす。

【コンセプト】

■小松島ICと地域活性化ＩＣの連携及び地域振興拠点の整備を活かしたまちづくりの方向性

地場産業の活性化

重要港湾徳島小松島港への近接性や高規格道
路網の整備等の強みを活かし、農林水産物

3



地域振興拠点の整備構想（基本方針、導入機能・施設等）

小松島南部のまちづくり方策（案）

基本方針① 地域資源の活用を図り産業を活性化させる 基本方針④ 地域の安全・安心に寄与する

・四国横断自動車道の整備を活かし、本市の豊かな農林水産物等の販路拡大・消費機会の
創出を図る。
・菌床シイタケ生産日本一、県内有数の有機農業のまちであることの知名度向上を図る。
・市内全域の農林水産物の販売機会の拡充を図る。

【導入機能・施設（案）】

・災害時の避難場所や避難所、物資供給の場、ヘリコプターの緊急離発着場、災害関係機
関の待機・活動拠点等を確保する。
・東日本大震災が発生した際には、道の駅等の地域の拠点施設が救援活動や応急・復旧に
大きな役割を果たしたことから、災害時の拠点となる機能を確保する。

【導入機能・施設（案）】

基本方針⑤ 日常生活及び来訪者の利便性を向上させる

【導入機能・施設（案）】
（地域連携機能）
■直売所 … 立江・櫛渕地区及び市内の特産品及び市のお土産売り場 等
■６次産業化施設 … 菌床シイタケ・有機農業のまち及び市の知名度向上、有機農業
サポートセンターとの連携 等
■集配送センター … ロットの確保による市場拡大 等
■農業体験施設 … 周辺の農地を活かした体験施設

【導入機能・施設（案）】
（防災機能）
■防災関連施設 … 備蓄倉庫の確保、災害時の活動拠点としての活用 等

・四国横断自動車道との近接性を活かし、市民及び地域住民の生活利便性を高めるために
高速バス停留所等の誘致を図る。
・来訪者への観光情報・道路情報を発信する。

【導入機能・施設（案）】
（その他）
■高速バス停留所 … 市民等の利便性向上、来訪者の増加への寄与 等
■ＥＶ用の充電スタンド … 環境に優しく災害に強いエネルギーの確保 等

基本方針② 市内及び周辺市町村の回遊を促す

・四国横断自動車道の利用者の立ち寄りを促し、地域振興拠点
から周辺の観光資源、さらには市内中心部、南部地域及び周
辺市町への回遊を促す。

小松島IC

中心市街地中心市街地

市場の拡大・
来訪圏域の拡
大を市全体に
取り込む！

基本方針③ 地域の交流の場・くつろぎの場を提供する

【導入機能・施設（案）】
（情報発信機能）
■観光情報・道路情報 … 観光情報の発信、道路利用者
へのサービス提供、大型クルーズ船への対応 等

（休憩機能）
■休憩施設、トイレ … 来訪者等の休憩・憩いの場所 等
（その他）
■宿泊施設 … オートキャンプ場 等
■周辺道路の整備 … へんろ道での歩行者・自転車道の
整備、小松島港へのアクセス道の整備 等

徳島小松島港 和田島地区 みはらしの丘
あいさい広場

市内主要施設・各地区との連携・情報発信和田島地区和田島地区

中心市街地中心市街地

みはらしのみはらしの丘丘
あいあいさいさい広場広場

徳島徳島
小松島港小松島港

恩山寺恩山寺

創
出

スポーツ施設等立江寺中心市街地
(医療・福祉)

地域振興施設

防災関連施設防災関連施設

公園公園

市
民間活力

周辺資源の
活用

農業体験施設農業体験施設
しいたけ
トマト
ブロッコリー

（道路管理者）

道の駅

情報提供施設情報提供施設

市内中心部を
はじめ、市全
体への活性化
へ寄与！

四
国
横
断
自
動
車
道
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基本方針③ 地域の交流の場・くつろぎの場を提供する

・地域住民の様々な活動の場となるよう、公園等の整備を図る。
・へんろ客をはじめとした多様な観光客が楽しみ・くつろげる
機能・場を確保する。

【導入機能・施設（案）】
（地域連携機能）
■公園 … 地域住民及び来訪者の憩いの場所 等
（その他）
■旧立江中学校 … 地域のイベント会場となる旧立江中学
校との連携

立江寺立江寺

旧立江旧立江
中学校中学校

直売所直売所

6次産業化施設6次産業化施設

集配送センター集配送センター

高速バス停留所高速バス停留所

ガソリンスタンドガソリンスタンド

公園公園

有機農業
サポートセンター
有機農業

サポートセンター

旧立江中学校旧立江中学校

情報発信
休憩施設休憩施設

駐車場駐車場

トイレトイレ 駐車場駐車場

トイレトイレ 農村景観の形成農村景観の形成

宿泊施設宿泊施設

周辺市町との
連携を高め、
広域的な効果
を発揮！

地域活性化地域活性化ICIC

阿南IC
LEDLED

オートキャンプ場



地域振興拠点の整備構想（導入施設の検討方針等）

小松島南部のまちづくり方策（案）

（検討方針）
・交通情報や災害情報等の最新情報をわかりやすく発
信する。
・小松島市内及び周辺市町村の旬な観光情報・イベン
ト等の発信を行う。
・地域の農林水産物・農業体験施
設等の情報発信を行う。

情報（交通・観光等）提供施設

（検討方針）
・交通事業者の理解・協力を得て、高速バスの停留所
を誘致する。
（施設導入における留意事項等）
・事業者の協力、採算性の判断が必要
・将来的には、地域内の公共交通との連携を検討

高速バス停留所

（検討方針）
・災害発生時における緊急避難場所をはじめ、応
援部隊の集結・活動拠点や物資の輸送拠点等の
役割を担う防災拠点の形成をめざす。
・防災倉庫や災害時の非常用電源等の確保を行う。
（施設導入における留意事項等）
・平常時及び災害時ともに利用できる

防災関連施設

防災センター

（検討方針）
・周辺の農地、樹園地等を活用して、農業体験施設の
整備をめざす。
（施設導入における留意事項等）
・地元の農業者の意向

農業体験施設

設等の情報発信を行う。
（施設導入における留意事項等）
・立ち寄った人の回遊を促す工夫
・地域、市内及び周辺市町村の情
報が集まる体制の構築
・地域の観光資源の掘り起し
・コンシェルジュ的な人材の配置
の検討（きめ細やかなサービス
提供と採算性のバランス）
・来訪者自らがＳＮＳ等を活用して情報発信を行うこ
とが可能となるように、無線ＬＡＮの設置を検討

（検討方針）
・誰もが気軽に立ち寄り、休憩できるスペースとして

休憩施設

（検討方針）
・ＥＶ用の充電スタンドを確保する。
（施設導入における留意事項等）
・民間事業者の協力を得てガソリン
スタンドを併設することも検討

ＥＶ用の充電スタンド（ガソリンスタンド）

専任職配置の
ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
※岩手県遠野市
「遠野風の丘」

（検討方針）
・小松島市ならではの市内・周辺地区の農林水産物・お土産を販売する施
設として確保する。
・立江・櫛渕地区

直売所

（検討方針）
・休憩・リラックスできる空間、地域のイベント会場等として利用できる
公園を確保する。
（施設導入における留意事項等）
・地域でのイベント、活用方法

公園

・平常時及び災害時ともに利用できる
施設として検討 愛媛県久万高原町「天空の郷さんさん」

※ＥＶ充電器
イメージ

・誰もが気軽に立ち寄り、休憩できるスペースとして
確保する。
（施設導入における留意事項等）
・景観への配慮
・高速バス停留所等の誘致を踏まえ、バスの待合客へ
の配慮等が必要

（検討方針）
・明るく清潔なトイレを確保する。
（施設導入における留意事項等）
・多目的トイレの設置など、妊婦
や乳幼児連れ、高齢者や身体の
不自由な利用者への配慮

トイレ施設

（検討方針）
・お遍路さんの多様な宿泊ニーズに対応する施設とし
てオートキャンプ場の確保を検討する。
・災害時に避難場所、応急仮設住宅としての活用も想
定する。
（施設導入における留意事項等）
・整備箇所の検討、整備・運営主体の調整

宿泊施設（オートキャンプ場等）

（検討方針）
・地域の農林産物を活用し、付加価値の高い商品を開
発・生産する加工施設の整備をめざす。
・生産量日本一のシイタケの加工品生産により、知名
度の向上、販売機会の拡充を図る。

６次産業化施設

設として確保する。
・立江・櫛渕地区のシイタケ・有機野菜の販売によ
り、知名度向上につなげる。
・和田島のシラス等を販売し、回遊を促すきっかけ
づくりにつなげる。
（施設導入における留意事項等）
・みはらしの丘あいさい広場との差別化、施設の特徴
・ＪＡ、地元の農業者の参画、整備・運営主体の調整

直売所
※愛媛県内子町

「内子ﾌﾚｯｼｭﾊﾟｰｸからり」

トイレ

（検討方針）
・環境に優しく、災害に強いエネルギーの確保に向け、
バイオマスや太陽光発電等の導入を検討する。

自然エネルギー等
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（検討方針）
・地域の農林産物のパック作業の集約等、効率化を図る施設とする。
・多品目化とロットの確保により競争力の強化、流通の効率化を図る。
（施設導入における留意事項等）
・ＪＡ，地元の農業者の参画、ニーズ把握、整備・運営主体の調整

集配センター

不自由な利用者への配慮

（検討方針）
・休憩やトイレ、情報発信施設を利用する道路利用者
用の駐車場を確保する。
（施設導入における留意事項等）
・安全でわかりやすい動線や駐車スペースの確保
・「道の駅」の整備で確保できる駐車場は、休憩施設
等の利用者が対象であり、他の施設利用者について
は別途確保が必要

駐車場

（検討方針）
・立江寺へのアクセス路等における景観形成を検討す
る。
・旧立江中学校や有機農業サポートセンターと一体と
なったイベント等の検討
（施設導入における留意事項等）
・地元との協働による企画、実施

その他：周辺整備等

※印の写真は、「全国モデル「道の駅」」又は「重点「道の駅」」 国土交通省 より

度の向上、販売機会の拡充を図る。
・販売、見学、体験、食事ができる施設とする。
（施設導入における留意事項等）
・みはらしの丘あいさい広場との差別化、施設の特徴
・ＪＡ，地元の農業者の参画、ニーズ把握、整備・運営主体の調整

加工場
※群馬県川場村
「川場田園プラザ」

トイレ
参照：道の駅大歩危ＨＰ

バイオマスや太陽光発電等の導入を検討する。
（施設導入における留意事項等）
・自然環境と共生した魅力あるまちづくり
・環境への負荷の少ない循環型社会の構築



地域振興拠点の整備構想（整備の手法等）

小松島南部のまちづくり方策（案）

■整備の方式
・地域振興拠点の整備は、施設の立地特性や導入機
能・施設を踏まえ、道の駅での整備を検討する。
・「道の駅」の整備は、以下の２通りに分類され、本
計画地では、「一体型」の整備を行うこととする。
◇単独型
市町村等が全て整備を行う「単独型」。

■整備主体（役割分担）の方針
・道の駅の整備事業の対象（休憩施設・トイレ・情報提供施設・駐車場）については、
道路管理者が整備を行う。
・地域振興施設の整備は、ＰＦＩ方式の導入可能性を検討する。
・道の駅以外の隣接地に整備を行う施設は、市と民間の役割分担のもとで整備を行う。

◇一体型
道路管理者と市町村等で整備する「一体型」。

■「道の駅」の仕組み
・「道の駅」は、市町村又はそれに代わり得る公的な
団体が設置
・登録は、市町村長からの登録申請により、国土交通
省で登録

整備主体及び整備内容（国土交通省HP参照）

■整備及び管理運営主体
・道の駅の整備については、自治体直営方式のほか、公設民営方式やＰＰＰ（パブリッ
ク・プライベート・パートナーシップ）／ＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イ

進
入
路

道路

道の駅

道の駅の機能

ク・プライベート・パートナーシップ）／ＰＦＩ（プライベート・ファイナンス・イ
ニシアティブ）方式での整備が考えられる。

道の駅の事業活用（道路管理者が整備）

民間資本の活用

市による整備

民間による整備

隣接地に整備を検討

方式 運営主体 概要 施設整備 管理運営

自治体
直営方式

自治体 市が施設の整備・管理運営を
行う方式。

行政 行政

公設民営方式 第３セクター 市が施設を整備し、管理運営
を市と民間企業との共同出資
によって設立された事業体が
行う方式。

行政 事業体（民
間・市）

公設民営方式 民間事業者 市が施設を整備し、管理運営
を契約により民間にゆだねる
方式。
指定管理者が独立採算で事業

行政 民間 整備主体（役割分担）のイメージ

【参考：ＰＰＰ／ＰＦＩとは】
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を行う場合と、行政が委託料
を支払う場合がある。

ＰＰＰ／ＰＦ
Ｉ方式

民間事業者 施設の建設と管理運営を一体
的に民間にゆだねる方式。

民間 民間

・道の駅は、道路利用者の利便性確保や地域産業の振興等の公益的な役割を担うととも
に、直売所や６次産業化施設等の収益事業を行う施設となる。採算性や集客の確保、
販売等のサービス提供については、民間企業の得意とするところであり、民間資本の
活用を促していくことが重要である。
・道の駅の整備・管理運営では、公設民営方式やＰＰＰ／ＰＦＩ方式で取組まれている
事例がある。特に、ＰＰＰ／ＰＦＩ方式は、民間事業者の経営上のノウハウを活用で
きることや、市の財政負担の平準化が図られることなどのメリットを有することから、
今後、導入の可能性を調査していく。

【参考：ＰＰＰ／ＰＦＩとは】
・ＰＰＰとは、官と民が連携して公共サービスの提供を行う形態で、公的負担の抑制を
図るとともに、民間にとっても新たなビジネス機会の拡大につながるものとして期待
されている。

・ＰＦＩとは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術
的能力を活用して行う手法。民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することによ
り、国や地方公共団体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提
供できる事業について、ＰＦＩ手法で実施することが可能となる。



地域振興拠点の整備構想（整備の手法等）

小松島南部のまちづくり方策（案）

○道の駅におけるＰＰＰ／ＰＦＩの導入事例

指宿地域交流施設整備等事業（道の駅いぶすき）

・本事業は、指宿市が管理する都市公園内で、ＰＦＩ事業者が都市公園・道の駅の維持管理
を行うとともに、公園内に設置する地域交流施設の設計・建設、運営を行っている。
・道の駅では、特産品販売業務に加え、民間による自主運営事業を実施し、多様な店舗・施
設のにぎわいを実現している。

佐原広域交流拠点ＰＦＩ事業

・本事業は、国と千葉県香取市の協働によ
るＰＦＩ事業により、川の駅（河川利用
情報発信施設、車両倉庫、水辺交流セン
ター）、道の駅（地域交流施設）、河川設のにぎわいを実現している。

・事業者選定から事業実施に到るまで、地元産業の活性化や地域振興を重視している。

ター）、道の駅（地域交流施設）、河川
環境施設（利用ゾーン、佐原河岸）等を
一体的に整備したもの。
・従来手法とＰＦＩ手法を併用し、民間事
業者のノウハウ等を効果的に活かせる部
分をＰＦＩ事業とすることで、効果的な
施設整備を実現している。
・多くの利用者を集めるとともに、市内の
観光客が増加する等、市全体の賑わい創
出に貢献している。 施設案内

参照：道の駅・川の駅「水の郷 さわら」ＨＰより

事業スキーム
参照：ＰＰＰ／ＰＦＩ事業・推進方策事例集 平成26年7月 国土交通省総合政策局

事業スキーム
参照：ＰＰＰ／ＰＦＩ事業・推進方策事例集 平成26年7月 国土交通省総合政策局
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道の駅「いぶすき」
参照：道の駅「いぶすき 彩花菜館」ＨＰより

観音崎公園計画平面図
参照：鹿児島県指宿市ＨＰより

従来手法とＰＦＩ手法の併用イメージ
参照：ＰＰＰ／ＰＦＩ事業・推進方策事例集 平成26年7月 国土交通省総合政策局



小松島南部のまちづくり方策（案）



小松島南部のまちづくり方策（案）

道の駅平面計画イメージ

道の駅（一体型）

道路休憩施設

駐車場、休憩所、トイレ、園地等

事業主体：道路管理者（国、県）等

地域振興施設

電話、案内所、道路、地域情報等提供施設、

物販施設、飲食施設、文化施設等

事業主体：民間等

一般の道の駅事業

地域振興拠点（道の駅）整備イメージ図

○地域振興施設
・直売所

・直売所・６次産業化施設
・集配センター ・情報提供施設

地域振興施設 道路休憩施設

ト イ レ地 域 振 興 施 設 植 栽

植 栽

駐 車 場

地域振興拠点（道の駅）整備イメージ図
・整備イメージとして作成したものであり、今後、導入機能・施設の
決定や運営事業者の意向等を行いながら、具体的な施設配置等を検
討していくものである。

・直売所
・６次産業化施設
・集配センター
・高速バス停留所
・ガソリンスタンド（EV用充電スタンド）
・駐車場

○道路休憩施設
・駐車場
・トイレ等便益施設
・情報提供施設
・休憩施設・高速バス停留所

・ガソリンスタンド
（EV用充電スタンド）

・トイレ
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・休憩施設



参考：周辺道路網図今後の課題

小松島南部のまちづくり方策（案）

■高速道路利用者の立ち寄り客の確保に向けた検
討

・道の駅の運営への民間事業者の参画や地域の活性化
等につなげていくためには、多くの来訪者を確保す
ることが重要である。そのため、四国横断自動車道
の利用者をターゲットとして、「ＩＣ近傍型の道の
駅」としての位置づけのもと、導入施設や施設規模
等を検討していく必要がある。 板野IC 鳴門JCT 鳴門IC

約1.6km約8.9km

凡例

四国横断自動車道

国道

・また、来訪者の滞在時間を長くする（来訪者の支出
機会を増やす）ため、引き続き、魅力ある施設のあ
り方を検討していく必要がある。

■地元の意向把握を踏まえた適切な施設内容・規
模の検討
・地域の農林産物の高付加価値化等を図るための６次
産業化施設は、地元農業者や事業者等の参画意向、
採算性等を確認し、過大な施設とならないよう適切
な施設内容・規模等を検討していく必要がある。
・また、地域の農林水産物の集出荷の拠点と期待され
る集配送センターについても、対象品目の選定や集
出荷量の想定等を進めていく必要がある。

徳島JCT（仮称）

徳島東IC（仮称）

小松島IC（仮称）

津田IC（仮称）

約5km

約2.5km

約5.3km

約10km

約22.8km

徳島IC藍住IC
約5.9km

約9km

約1.6km約8.9km

約1.9km

上板ＳＡ

松茂PA

約3.1km

約28.7km

約7.2km

約40.9km

地域活性化ＩＣ

主要地方道

一般県道

海上自衛隊24航空隊

出荷量の想定等を進めていく必要がある。

■一体的なデザインの検討
・道路管理者が整備する施設及び民間事業者が整備す
る施設について、運営を見据えた一体的なデザイン
を検討することが重要である。

■地域住民の利用を促す機能・施設の検討
・道の駅を継続して利用する人を確保するため、一体
的な施設として又は隣接地に、地域住民の利用を見
据えた福祉施設やコミュニティ施設の整備等を検討
していくことも必要である。

阿南IC（仮称）

陸上自衛隊徳島駐屯地

徳島小松島港赤石地区
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■成長する道の駅としての検討
・成長する道の駅として、人やモノの流れの変化を踏
まえながら、隣接地における新たな施設整備等を見
据えておくことも必要である。

■適切な人材の確保
・成功した道の駅では、民間企業出身の方が駅長を務
めている事例がみられる。今後、ＰＰＰ／ＰＦＩ方
式の導入可能性調査とあわせて、公募による駅長の
募集など、適切な人材確保を模索していく必要があ
る。

LED


