
『阿南駅周辺まちづくりビジョン』（案）に対する意見と市の考え方

No. 意見の概要 市の考え方

1 現在は、徳島・鳴門に文化面のイベントの場所がないのか阿南での催しが多くあり、知名度と市民の知識向上の為に、良い機会であると思う。【C氏】 ご意見いただきありがとうございます。

2 山も川もあり、子供を育てる環境だと思う。【B氏】 本市の地理的特性等を生かした個性的で魅力あるまちづくりを推進します。

3 取り壊し、建築費用のことを考えると致し方ないのかもしれないが、20年の計画期間は長すぎるように感じる。【L氏】
・本ビジョンの計画期間は20年としていますが、短期、中期、長期と段階的な取組期間を設定
しており、重点取組として位置づけている市民会館跡地活用等の短期的事業を起点として計
画を進めてまいります。

4
阿南市総合計画基本計画案の際に基本政策Vにおいて、これまで単体で活動していた各部署が連携し、企画やサービスの提供等を融合し、市民の利便性を高める取り
組み、　中でも「コミュニティとしての図書館」をと意見を述べたことがあるが、今回のまちづくりのコンセプト、　基本方針（案）にそれらが含まれ、わかりやすく理解すること
ができた。【O氏】

ご意見いただきありがとうございます。

5
阿南駅周辺への車でのアクセスの対応は費用対効果を考えれば、図書館等の立地条件検討は今すぐすることではないと思われる。今必要なのは、阿南駅からJRで次の
駅までのアクセスをたかめるために、JR各駅周辺への自動車による交通の対応を考えることだと思う。車とJRの共存計画を考えてほしい。阿南駅を阿南市内のJR駅全部
と考えて、自動車との連携を検討してほしい。【Q氏】

・本ビジョンでは市⺠会館解体後の跡地等の用地を活用したまちづくりを中心に検討しており
ますが、JRを含めた公共交通機能についてもp.4「土地利用方針（案）」の「４．東⻄市街地の
一体性・波及性を高めるネットワークの強化」のなかで、「持続可能な公共交通機能の確保を目
指して、交通結節機能の充実を図ります。」としております。
・今後、いただいたご意見も参考としながら、阿南駅周辺に人を呼び戻すための中心拠点とし
ての利便性を高めるため、車とJRとの共存を含めて阿南駅周辺での交通結節機能の充実に
ついて検討してまいります。

6
世界の人々研究者・学生たちの中に青色発光LED発祥の地と尋ねると日本国徳島県阿南市と返ってくると思う。この条件に似合う光の広場、光の交流人口が増えていく
考えでお願いしたい。コロナ禍であるが、世界から呼び込む豪華客船・豪華JR観光列車・空飛ぶ車の受け入れが出来る受け皿をお願いしたい。【R氏】

・ご意見いただきありがとうございます。阿南市がさらに魅力、にぎわいのあるまちになるよう
検討を進めてまいります。

7
駅周辺エリアヘのアクセスのための交通手段についての記述がないが、どのエリアからどのような手段（交通）で訪れることを想定しているのか。そのための対策は考えて
いるのか。【T氏】

・本地域へのアクセス手段については、市民は自家用車や鉄道・バスの公共交通の利用による
アクセスのほか、近隣からの自転車利用、地域内及び周辺住民の徒歩利用を想定しておりま
す。
・また、市外からの来訪者は鉄道、自家用車、高速バス等の利用を想定しております。これらの
想定を踏まえ、本ビジョンでは、誰もが本地域へアクセスしやすく、持続可能な公共交通機能
を目指し、JR阿南駅及びその周辺を対象とした取組として、p.4「土地利用方針（案）」の「４．東
⻄市街地の一体性・波及性を高めるネットワークの強化」のなかで、「持続可能な公共交通機
能の確保を目指して、交通結節機能の充実を図ります。」を掲げております。
・今後、本ビジョンの実現に向けて取り組むなかで、交通事業者と連携しながら、本地域へアク
セスしやすい取組を検討してまいります。

8
駅東側を図書館や富岡東中・高校を中心とした文教・文化ゾーンとし、駅西側から富岡西高校までを牛岐城や吹田家本陣、江戸時代の政治・商業の繁栄、エシカルを中
心とした歴史・商業ゾーン、宝田町を医療•福祉ゾーンとしてはどうか。さらに、駅西側から富岡西高校までの範囲は、都市計画街路の整備、再開発事業の実施、「その後
の坊っちゃん」のゆかりの地を回遊するルートを創設してはどうか。【Y氏】

・本ビジョンは、平成30年度に策定した「ＪＲ阿南駅周辺再整備基本計画（案）」と整合を図りな
がら検討を進めております。
・同計画では、阿南駅より東側を「都市型居住エリア」、西側から市道富岡中央線までを「憩い・
文化・居住エリア」としており、本ビジョンにおいても同計画の阿南駅東西のゾーニングの考え
方を踏襲し、土地利用の基本的な考え方としております。
・本ビジョンでは、今後、阿南駅より東側のエリアについては、より具体的な導入機能の検討を
進め、阿南駅より西側のエリアについては、駅東側の複合拠点と連携を図る憩いと交流の拠点
形成をはじめとする取組を検討いたします。
・そのため、いただいたゾーン形成における視点のご意見につきましては、今後まちづくりを進
める上での参考とさせていただきます。

項目

ビジョン全体に
ついて

土地利用方針等に
ついて

現状について
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No. 意見の概要 市の考え方項目

9 「図書館機能」という言葉が、本ビジョンの中で繰り返し使用されているが、この「図書館機能」という言葉の意味するところは何か。【T氏】

10

図書館に関しては、高度情報化社会への対応から、図書館のニーズは大きく変わってきていることを考えてほしい。阿南市内の古文書や文化財に対するケアの対応がで
きて、高度情報化社会に対応したメディアセンターやラーニングコモンズの機能を持った図書館を作っていただきたい。阿南市内で、阿南駅までのアクセスや自動車によ
る交通の対応ができて地代も高くないエリアに新しい図書館を建てることを考える必要があると思われる。また、防災の視点から建設場所を検討することを要望する。【Q
氏】

11
図書館について、情報社会における共有資源になる機能と子育てを支援する機能（ファミリー・サポート・センターなど）をあわせ持った全世代型交流拠点になる施設を希
望。【I氏】

12 図書館については、複合施設となっても図書館は公共施設としてほしい。【O氏】

13
図書館について、ベビーカーでも絵本コーナーまで通路を広く入りやすくしてほしい。寝ている我が子を起こさずに、雨の日でも濡れずに返却や予約の本の受け取れるド
ライブスルーのようにしてほしい。せめて屋根があれば、車椅子の人も嬉しいのではないか。商工会議所が図書館であれば、電車と車のどちらでも便利で理想的である。
学生が電車や家族の迎えを待つ間、勉強できる環境があれば素敵だと思う。【P氏】

14
阿南駅前には広場も公園もあり、わざわざ汽車に乗って来たくなる仕掛けが既にある。それにプラス、図書館が駅前の徒歩圏内に欲しい。
駅前であることを生かし、鉄道関連図書に特化した図書館や販売店でも良い。駅の待ち時間解除、駅前の滞在時間の延びにつながると考える。【A氏】

15
人口が減少している現状や今後を考えると、住みたくなる町、若者や子ども達の楽しみが増える町にしなくてはならない。図書館は必要であり、学生の勉強の場＋図書館
が利用できるようになれば学生達や親も助かる。今、ステイションプラザの2Fを学生達の勉強の場として開放しているが、とても良い場所だと思う。JRを使っている学生
にとって、南方面は汽車が少なく汽車待ちの時間が数時間にもなる時間帯があるため、待ち時間に勉強ができる場所は今後も必要である。【S氏】

16
理想的な施設が羅列されており実現性が感じられなかった。実施計画にあたり、優先順位として①阿南図書館の機能②子育て支援事業③文化施設・生涯学習の場の確
保をと考える。【O氏】

17
学生さんはどこで勉強しているのか疑問であったため、学習室を整備してはどうか。長期休み、テスト期間や調べもので1日図書館で過ごせるように、30～50人くらい入
れる学習室と、飲食ＯＫな15席くらいの小さな休憩室がほしい。軽食の自販機もあると凄く嬉しい。図書館内でご飯が食べれれば、近辺のお店で買ったり食べに行く人も
いるはずである。【P氏】

18
図書館は司書等の専門職員や図書館学の専門家が入った委員会で建物も中身も十分検討してほしい。また図書館への職員配置はすべて司書資格を有する人としてい
ただきたい。現在雇用されているいわゆる非正規雇用職員で継続勤務を希望されている方には、資格研修の機会を保障してあげていただきたい。【U氏】

19
駅前に図書館、文化施設、交流施設を設置してほしい。特に、ビジョンでも提示されている「歴史文化資源」を活用する文化施設（文化財の展示機能をもつ施設）に注目し
ている。市内には、先般、国史跡となった若杉山辰砂採掘遺跡をはじめ全国的に注目される歴史資産が多くあり、阿南の玄関口である駅前に阿南の歴史や成り立ちを紹
介する施設は必須と考える。【K氏】

20
市民会館と図書館の跡地については、市民会館の跡地に図書館と博物館を複合させた施設を建設し、合併以前に建てられた那賀川町歴史民俗資料館を廃館し、文化財
と史料及び、夢ホールの文化財その他の阿南市全体の文化財・史料を集約させるようにするのがベストと思われる。【W氏】

21
図書館機能にプラスアルファの施設として、集合住宅や子育て支援施設を考えているようだが、図書館機能に近い文化施設を考えたほうが阿南市の文化向上になって良
いのでは。阿南市出身者の文芸家、芸術家の記念館を考えてほしい。【Y氏】

22 親子で楽しめる施設や子育てする為に必要なファミリーサポートセンターを導入してほしい。【B氏】

23 電車でも来られるため、子育て支援施設にファミサポが入っていると便利である。【H氏】【V氏】

24 商工業振興センター前用地について、必ずファミリーサポートセンターを入れていただきたい。【J氏】

25
ファミリーサポートセンターや一時預かりも行える地域子育て支援拠点を作ることで多くの親子が集まれる場所を作り、子育てしやすいマチのイメージアップを図ってほし
い。現在、ファミリーサポートセンターが行っている「おゆずりタウン」は子供服やおもちゃ・絵本のリユースをしていて、SDGsに取り組んでいるが、子ども用品に限らず
もっと活用していくことで阿南市の取り組みとして広げていってほしい。【L氏】

26
阿南市の子育て支援事業の中でも実施状況、量の見込みも遅れている利用者支援事業を駅前子育て支援施設に併設し、ファミリーサポートセンター事業、一時預かり事
業子育てひろば等多様な利用者層をカバーするための多機能型にすることを具体的に示すものとしてほしい。【O氏】

27 オムツ交換出来る場所やトイレは、綺麗な施設を作って欲しい。公園のトイレが少し汚く、ベビーカーで入るのに戸惑った。【A氏】

・本ビジョンの２つ目のまちづくりの基本方針（案）では、「恵まれた自然環境、豊かな産業や歴
史⽂化が共⽣するまちで豊かに暮らすことができる 誰もが暮らしやすい居住環境の形成」を
掲げております。
・そのため、利便性の高い子育て支援機能を整備することにより、市内外の子育てファミリー層
の中心市街地への来訪促進を図ろうとする案をお示しております。
・今回いただいたご意見につきましては、具体的な導入機能検討時における参考とさせていた
だきます。

子育て支
援機能

導入機能に
ついて

・従来の図書館としての施設の在り方にとらわれず、変化する住民ニーズに対応する柔軟な図
書館とすることを意図し、図書館機能と表記しております。
・ご意見いただいた視点を参考とさせていただきながら、対象地域に図書館機能＋他機能の
複合施設を整備することにより、まち全体のさらなる魅力向上、活性化に向けて、今後検討を
進めてまいります。
・今後、本ビジョンをたたき台として、市民アンケート調査や民間事業者サウンディング調査を
実施しながら導入機能について精査してまいります。
・新図書館の規模、機能、運営手法等については、市民の皆さま等のご意見をお聞きしながら
「新図書館基本計画」策定の中で検討してまいります。

図書館
機能

・対象地域は他の都市と比べて、豊かな⾃然環境や歴史⽂化資源が比較的身近にある立地に
あることが地域の強みになることから、その立地特性をまちづくりに活かしていくことをまちづく
りの基本方針（案）の考え方としております。
・そのため、現時点では、図書館機能のなかで、地域資源そのものの情報や歴史、祭事・イベン
トの情報発信をその場で行うことにより、市民が市内の地域資源へ訪れる機会を増やし、図書
館機能を含めて阿南市ならではの豊かな暮らしの提供を目指していくことを想定しておりま
す。
・今後、より具体的な導入機能を検討してまいりますので、今回いただいたご意見につきまして
も、検討時における参考とさせていただきます。

文化機
能
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No. 意見の概要 市の考え方項目

28
長期的に阿南市の中心施設として活躍する施設は今こそどこに作るかを考えるべきである。阿南市の文化活動の活性化の視点から阿南市民会館の1500席以上の新し
いホールを建設することを検討してほしい。建設用地は阿南駅周辺は不適切であるため、自動車での利便性が確保できるところに、また、防災の視点からも検討すること
を要望する。【Q氏】

29
市民会館は、演劇鑑賞団体「阿南市民劇場」が年間6回、20年間、劇場として利用されており、歌舞伎やミュージカル、オーケストラ公演等もされてきていたため、廃止を
再検討してほしい。コスモホールや夢ホールでこれらの公演は不可能である。【U氏】

30 フットサルコートがほしいため、Ｂ案を希望する。阿南市中心部でボールを使える安全な場所がない。【B氏】

31 健康増進・娯楽のための交流施設を設置する案が出ているが、市民が卓球やバドミントンを気軽にできる屋内施設を設置していただきたい。【E氏】

32
阿南市にはアスタムランドの様なものが無いので考えてほしい。阿南市の自然を生かして清掃活動等を通してコミュニティー若しくは子供たちの公園になる様な場所を
作って欲しい。【F氏】

33
新たな箱ものというより、屋外イベントや運動ができる芝生公園を整備するのはどうか。災害時には避難所にもなり、仮設住宅や廃棄物を仮置きする場所にもなる。【N
氏】

34
図書館跡地について、若者が集えるようの屋外スポーツを楽しめる施設を作って欲しい。スケボーやBMXやダンスなどコアなスポーツにもスポットを当てて欲しい。将来
的な開発のためのスペースとして確保しておくのもよい。【N氏】

35 B案の図書館跡地利用の交流施設では、ヨガ教室・体操教室が例示されているが、健康に関する屋内施設はひまわり会館利用でいいのではないか。【U氏】

36
駅近くにミニシアターがほしい。もしくはレンタルビデオ店に協力してもらって大型テレビで放映する。放映する作品は、市民が応募し広報で公表する。入場料は500円位
で継続出来る経費にあてる。(会社報告と意見は市民に必ず聞く)場所としては、商工会議所を利用すると子どもからお年寄りまで安全に楽しめて費用もかけず人が集ま
る場所になる。【C氏】

37
ワークマンやユニクロ等話題になっているショッピングができる町。幅広い年齢層や男女がファッションを楽しめる店舗を集中すれば、市外や県外からの集客もあると思
う。【S氏】

38
阿南市には子供達が行きたくなるような「おもちゃ屋」がないため、子ども達が来たくなる「おもちゃ店舗」（例えば「レゴ(LEGO) 専門店」）を整備してはどうか。レゴを使っ
て等身大の阿波踊り人形連を展示したり、徳島県らしいおもちゃの展示物もあれば人は来ると思う。市外や県外からも来たくなるような「まち作り」が出来れば、楽しい町
には人が住みたくなる。【S氏】

39
駅周辺に、コンビニorお食事処、カフェor駄菓子屋を誘致。いずれもベビーカーでの来客に対応したお店づくりとする。駅、図書館と近距離もしくは併設とし、滞在時間の
延長とより良い時間を過ごせる相乗効果あり。【A氏】

40 パン屋街道＋「阿南のパン屋さん」。徳島県民は大のパン好きと言われている。【S氏】

41
現在進行中のキッチンカーがやってくる広場も、駅前徒歩圏内に来てほしい。公園で遊ぶ→キッチンカーで買い物→汽車を見ながら飲食という、子供がもっと「また行きた
い！」と思える場所にグレードアップして欲しい。【A氏】

導入機能に
ついて

・令和3年2月に策定した「阿南市建物系公共施設個別施設計画」では、市民会館は、「施設保
有量の最適化の検討」を基本的な方針としており、この方針と、これまでの市としての検討の積
み重ね、また議会でのご議論等を踏まえ、市民会館は廃止し、施設の解体・除却を行うことを
方針としておりますので、ご理解ください。

健康増
進・娯楽

機能

・本ビジョンの２つ目のまちづくりの基本方針（案）では、「恵まれた自然環境、豊かな産業や歴
史⽂化が共⽣するまちで豊かに暮らすことができる 誰もが暮らしやすい居住環境の形成」を
掲げております。
・そのため、B案では健康増進、娯楽のための機能の導入を検討し、多様な世代が楽しむこと
ができる豊かなまちづくりを推進する案としております。
・ひまわり会館のうち、健康に関する運動が可能な洋室は「健康ルーム」１室に限られており、旧
市民会館別館で貸出を行っていた会議室等も閉館とともに交流機能としての場が減少してい
る状況にあります。このため、既存施設の状況では、誰もが健康に関する屋内施設を利用する
環境として十分とは言えない状況にあります。
・上記既存施設の状況を踏まえて、イメージ素案のB案では、これまで以上に健康増進、娯楽
機能を増進していくことを目標としていることから、B案では屋外スポーツ施設と併せて屋内施
設機能として交流施設を設定しております。
・また、今回提示しているA案、B案で示す導入機能は現時点で決まったわけではなく、令和４
年度以降、具体的に導入機能の検討を進める予定です。そのため、今回いただいたご意見に
つきましては、具体的な導入機能検討時における参考とさせていただきます。

ホール機
能

商業
機能

・本ビジョンの１つ目のまちづくりの基本方針（案）では、「新たな賑わいと交流を創出し、中心拠
点としての魅力・求心力を高めるまちづくりの推進」を掲げております。
・そのため、商店街等との連携や周辺のスーパー、大型商業施設の立地状況を考慮した上で、
本市の特性にあった商業機能の導入を検討し、暮らしの利便性の向上や多様な世代の中心市
街地への来訪促進を図ってまいります。
・また、キッチンカーに対するご意見につきましては、キッチンカーの誘致による賑わいづくりに
取り組まれている富岡商店街協同組合にお伝えするとともに、ソフトの取組みとして参考とさせ
ていただきます。
・今回いただいたご意見につきましては、具体的な導入機能検討時における参考とさせていた
だきます。
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42 高層階の居住スペースを整備することには賛成であり、地上エリアを確保するために移住促進も重要。徒歩で往来できる一体感のある整備を求める。【K氏】

43
A案B案共に、集合住宅建設となっているが、集合住宅建設には反対である。市民の財産である駅周辺の市有地に、一部の人だけが入居利用できる施設を作るのは違和
感がある。集合住宅も30年、40年後には高齢化が進む。【N氏】

44
今後人口減と自家用車利用者増で、ＪＲはますます衰退。住宅を多く整理すると、今後はそれまで住まれていた空き家問題が膨張すると考える。空き家問題は併せて解決
を図る必要あり。【A氏】

45
駅前に住宅を整備したいなら、医・食を同時に集める必要あり。高齢化で免許返納者も増加するため、徒歩圏内にスーパーやドラックストア、病院がなければ、お年寄りタ
クシーなどの整備も同時に必要となるため、これらの誘致も考えて欲しい。【A氏】

46
市民会館解体跡地に図書館機能の方がふさわしいと思うが合わせて集合住宅を導入することは疑問に感じた。住宅は別地が適当かと思う。公立高等学校の寄宿舎の阿
南寮が定員超過という報道があったが、それをカバーできるものを含むことはできないだろうか。【O氏】

47
集合住宅について、居住者の入れ替えが行われない場合、高齢化し地域の活性化を阻害される可能性等があるため、集合住宅建設を中心とした計画は再検討すべきで
ある。収益性だけを重視されており、市民全体の利便性公平性や命に係わるケア労働など社会的責任にかかわる費用が検討されていない。【Q氏】

48 集合住宅について、国交省が推進しているが、成功例・失敗例を検証されたのか。集合住宅を建築するなら、建築前、計画段階で入居希望者を募った方がよい。【U氏】

49 阿南駅および汽車で徳島まで行きたいと思うことがあるが、どの駅も駐車場が無い。 10台くらいの駐車場では足りない。【P氏】

50
電車利用は移動手段が電車しかない学生にほぼ限られているため、全体を考えるのであれば駅周辺の駐車場を充実させることが必要。駅を利用している人たちやこれ
から利用する人たち（学生、旅行者等）が望んでいることを拾う必要がある。よく聞くのは、トイレが汚いこと、電車やバスを待つ場所がないことである。【X氏】

51
各施設につながる通路・屋根つきの立体駐車場があれば各世代にとって便利であると考える。20年後に必要なものを予測するのは難しいため、柔軟に機能(役割)を変
更できるような施設が必要である。【H氏】

52
阿南駅の東側に田園があるが、地権者から買い取るか借地としてバスやタクシー等の交通アクセスターミナルを建設し、公共交通機関の中継地点の役割を果たすように
していただきたい。【W氏】

53
市民会館が閉鎖され、市内の文化的事業を開催する場や生涯学習の場、交流の場が減少した。転入者の多い市でもあり、地域交流の活性化、県南部圏域振興面からも
定住促進効果のある多機能の利便施設を導入してほしい。図書館との複合化も考えられる。【O氏】

54
とても子育てしやすい街であるが、子どもが喜ぶ娯楽や親子連れが楽しめる場所が少ないため、阿南駅周辺は汽車や踏切がよく見えるスポットにし、親子連れが集まり、
楽しみ交流できる憩いの場所を作っていただきたい。キャラクター等のラッピングを施した汽車やテイクアウトできる軽食等のお店などもあればよい。【G氏】

55
「わざわざ」阿南駅前に人が集まる仕掛けづくりについて、汽車好きな子どもを誘う駅前の整備案として、子ども向けに駅長体験、制服体験、運転体験、仕事体験など、土
日祝、予約制などで定期的なイベント化すれば、雨の日でもわざわざ汽車に乗って阿南駅周辺で過ごそうと思える。ＪＲとのタッグも重要。【A氏】

・イベント等のソフトの取組みやJRとの連携について、具体的な取組検討における参考とさせて
いただきます。

56

阿南駅東側の公共施設の2階以上は緊急避難施設に指定されているため、図書舘、その他の計画建物すべてそれにふさわしい構造・設備にする必要がある。それぞれど
のような構造・設備にするのか、具体的な構想案を市民に提示してほしい。このパブコメ募集段階でその具体案が示されることがほんとうは必要だったのではないか。B案
の図書館跡地利用は1階建ての交流施設が1案とされているが、緊急避難施設に指定されているため二階建てにするべきではないか。2階は映画等の映像が見られる視
聴覚ホールにしてはどうか。【U氏】

・現時点のビジョン（案）の段階では具体的な設備等については未検討ですが、今後検討する
まちづくり基本計画や各施設の設計段階において、いただいたご意見を参考に検討を進めて
まいります。
・また、その段階で検討した内容につきましては、改めて市民の皆様に提示するとともに、ご意
見をいただきたいと考えております。

・本ビジョンでは、誰もが本地域へアクセスしやすく、持続可能な公共交通機能を目指し、JR阿
南駅及びその周辺を対象とした取組として、p.4「土地利用方針（案）」の「４．東⻄市街地の一
体性・波及性を高めるネットワークの強化」のなかで、「持続可能な公共交通機能の確保を目指
して、交通結節機能の充実を図ります。」を掲げております。
・車利用者の多い状況を考慮し、市が所有する駐車場の活用や、十分な駐車台数の整備の検
討を進める等、本地域へのアクセス性の向上を検討してまいります。
・また、本ビジョンは、十分活用できていない公共用地を活用したまちづくりの検討を目的とし
ているため、駅東側の公共用地を主な活用用地として検討しております。いただいたご意見を
参考に、交通結節拠点としての利便性の向上を図ってまいります。導入機能に

ついて

交流機
能

・本ビジョンの１つ目のまちづくりの基本方針（案）では、「新たな賑わいと交流を創出し、中心拠
点としての魅力・求心力を高めるまちづくりの推進」を掲げております。
・そのため、地域のための交流空間等の導入を検討し、人が集まり賑わうまちづくりを推進して
まいります。
・いただいたご意見につきましては、具体的な導入機能の検討時における参考とさせていただ
きます。

交通機
能

イベント

・本ビジョンにおけるまちづくり上の課題として、「阿南駅周辺に人を呼び戻す取組が必要」を
掲げております。
・そのため、利便性の高い阿南駅周辺に集合住宅を整備することにより、まちなか居住を促進
し、定住人口の確保を図る構想としております。
・空き家問題に関しては、現在見られる空き店舗・空き家等の既存ストックを含め有効活用を
すること等について、関係課とも連携しながら対策の検討を進めております。
・また、周辺地域には既存のスーパーやドラッグストア、医療施設等が立地する状況にありま
す。それらも含めた都市機能の立地状況や、居住者の適切な循環が行われること等について
も考慮するとともに、今回いただいたご意見も参考としながら、集合住宅の整備を含めた具体
的な都市機能の導入について今後検討を進めてまいります。

居住機
能

整備する施設の構造、
設備について
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57
JR阿南駅東側の富岡町今福寺21-1の遊休地は以下のように整備するべき
①賑わい拠点（カフェなどのマルシェ用地）②大地震発災後の臨時の仮設住宅用地　③自転車シェアリング用地　④緑地広場⑤屋外スポーツ広場　⑥ドッグラン用地【D
氏】

58 商工業振興センター前用地について、駅近くという立地を生かし、案にあるように子育て支援施設、図書館機能、カフェが入居する施設が望ましい。【N氏】

59 市民会館解体跡地について、多世代が入居し、皆が集合できるスペースがあり、自治会に参加できるよう希望。【J氏】

60 図書館用地について、使用料を取ってメンテナンスに気配りしてほしい。【J氏】

61
市民会館跡地の線路近くに集合住宅を配置しているが、騒音や市民会館利用者の駐車問題によりふさわしくない。駅西側にある芝生広場を拡張して高層の集合住宅に
してはどうか。【D氏】

・本計画は、現在十分活用できていない公共用地を活用したまちづくりの検討を目的としてい
るため、駅東側の公共用地を主な活用用地として検討しております。いただいたご意見は、市
民会館跡地の導入機能の配置において参考とさせていただきます。
・また駅西側については、いただいたご意見を参考としながら駅西側のまちづくりを進める上で
参考とさせていただきます。

62

Ｂ案について、集合住宅と緑地公園を一緒にしてしまうと、集合住宅の住居者のための広場・公園となりかねないため、ある程度の線引きした配置を考えてほしい。(公園
のための駐車場を常用されないような工夫)商工業振興センターのそばに図書館機能と子育て支援施設が入るのはとても良いと思う。動線をスロープで繋ぎ、ベビーカー
や車いすでも利用しやすい環境を整えてほしい。また、天候に関わらず来られるように駅と振興センターとＢ案の建物を繋ぐといいと思う。その建物全体を多世代交流館
として、図書館を中心に老若男女問わず利用できる施設へとして特化してはどうか。障がい者の方が働くカフェを作り、お弁当やパンの販売をしたりすることで雇用の場
が生まれると思う。土日は障がいのカフェはお休みになると思うので、チャレンジショップ(これから店舗を作ろうとしている店)のお試し出展などで賑わいを維持していくと
いつも人が集まってくるのではないか。【L氏】

・B案の緑地広場は、集合住宅の整備に伴い民間が整備し、居住者だけではなく、周辺住民も
利用可能な公園を想定しており、いただいたご意見に基づく具体的な内容は、今後の「まちづく
り基本計画」あるいは民間による整備段階で検討してまいります。そのため、いただいた公園
や駐車場利用に関するご意見は、具体的な検討時における参考とさせていただきます。
・また、その他いただきました様々なご意見につきましても、今後具体的な検討段階において参
考とさせていただきます。

63
図書館跡地利用のA案は「暫定緑地広場」とされており、将来民間に「有効」利用してもらおうという意図のようですが、数少ない市の公共用地であるため、行政がそんな
主体性のなさでは困る。【U氏】

・図書館跡地は阿南駅周辺地域の貴重な公共用地であるため、Ａ案においては最適な開発が
誘導されるまで、憩いの空間やイベント開催地、団体活動場所等の多様な用途に活用できる緑
地広場空間として有効活用する方針となっております。
・いただきました公共用地活用の積極性に関するご意見につきましては、今後の検討における
参考とさせていただきます。

64 資料にある案ではＢ案に一票。【A氏】 ・ご意見いただきありがとうございます。

65
「まちづくり基本計画の策定」にあたり、「新図書館のあり方の検討」との整合を図るとなっているが、この「新図書館の在り方」は、誰が、いつ、どのような手順で策定するの
か。【T氏】

・「新図書館のあり方」の検討につきましては、令和4年度に図書館を所管する教育委員会が中
心となって「新図書館基本計画」の策定に着手することとしております。
・新図書館基本計画の策定に当たっては、「市民とつくる図書館」との視点を大切にまちづくり
と一体として取り組みを進めてまいります。
　具体的には、令和4年度に「図書館フォーラム」及び「まちづくりシンポジウム」を開催し、「（仮
称）新図書館基本計画策定委員会」を設置し、ワークショップやアンケートを実施して市民参加
の下、基本計画の策定を進めてまいります。

66 「まちづくり基本計画」と「新図書館のあり方」との整合性は、誰が、どのような手順で、図っていくことになるのか。【T氏】

・「新図書館基本計画」の作成と並行して、本ビジョンに基づく阿南駅周辺地域のまちづくりの
基本計画について、令和４年度よりまちづくり推進課が所管課として検討を進めてまいります。
・また、「まちづくり基本計画」と「新図書館基本計画」については、まちづくり推進課と教育委員
会が個別協議や会議等で調整を行い整合を図ってまいります。

・本ビジョンにおけるまちづくり上の課題として、「公共施設、公共用地の積極的な活用が必要」
を掲げております。
・市民会館解体跡地等の低利用の公共用地について、それぞれの立地特性に合った活用方策
等を検討し、中心拠点としての機能強化、地域活性化に向けた積極的な活用を図ってまいりま
す。
・今後、より具体的な導入機能を検討してまいりますので、今回いただいたご意見につきまして
も、検討時における参考とさせていただきます。

特定の用地の活用に
ついて

イメージ素案に
ついて

ビジョンの実現に
ついて
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67

[ スポットライトの向きがおかしい]
　富岡地区や沿岸部を重視してきた、これまでの市のあらゆる考え方、理念、基本計画、総合計画、立地適正化計画、そのものが間違っている。富岡地区を市の中心部と
みなす考え方は大義を失っており、時代錯誤である。阿南駅周辺地域を整備する必要性はない。努力した地域に報いていない現行の市の方針は憲法違反の疑いさえ有
る。LED産業の日亜化学は新野町創業の会社である。日亜化学が創業したときの所属する市町村は那賀郡新野村であり、富岡地区はまったく別の市町村である。LED
の成功を富岡の成長に使ってはいけない。LEDの繁栄の恩恵は、新野町を中心とした阿南市内陸部に最大に還元されるべきものである。新野町に阿南市中心部を移転
すべきであり、新野町を市内最大都市として育てていくべきだ。
　仮にコンパクトシティが必要であるとしても、新野町を中心部としたコンパクトシティであるべきだ。富岡方面には既に街や人口が積み重なっているから追ってそこを強化
することが効率的だ、などという理屈は、新野にとって納得できる理由にならない。
　本件のような開発計画は、これからも富岡が市の中心部ないし拠点であると、市内外に誤認させかねないものであり、努力してきた新野町を侮辱するものであり、不当
である。市民会館や図書館機能やその他あらゆる中心機能を富岡地区に維持することそのものに反対します。【M氏】

68

[ 富岡は交通上重要ではない]
　そもそも阿南駅が本当に富岡にないといけない必要性があるのか。牟岐線の最初の計画は、羽ノ浦から先は古庄駅、上中町、長生町、桑野町、そして新野町で終点とな
る計画だ。もともと那賀川地区や富岡地区や見能林地区は経由しないものだったのだ。それを那賀川町出身の鉄道大臣が我田引水をしたから、富岡地区を通っているに
すぎない。牟岐線が経営悪化しているのは、富岡地区を通るからだ。桑野駅から羽ノ浦駅の間で遠回りをして富岡地区を通るから時間ロスとなるのである。県南部にとっ
て、徳島市へ行くために真に望まれているルートは長生町なのであって富岡地区ではない。阿南市が本当に鉄道交通にちなむ環境を改善したいのならば、上記のように
羽ノ浦から桑野へ直線で線路を引き直すべきである。それにより日亜化学本社および新野工場への、徳島市や県南部からの通勤需要で鉄道の利便性や収益は大幅改
善するだろう。そのルート内のどこかに阿南駅を移転させ、現行の那賀川町や富岡地区の線路は第三セクター化すべきだ。
　市の交通政策が異常であることは高速道路への対応を見るとさらに明確だ。高速道路の開通を控えるほかの市町村は、いずれも高速道路が通る地域の開発にシフトし
ている。小松島は立江櫛渕IC付近に地域振興拠点を整備、鳴門は道の駅を今春に整備。美波町は由岐IC付近に病院移転。牟岐町は庁舎の高台移転を進める。海部郡
は高速道路を基幹に見据えたまちづくりを進めている。高速道路が開通した市町村では、工業進出は高速道路の近くに集中する。2019年6月8日の徳島新聞の記事『企
業の進出相次ぐ北島町』によると進出企業のコメントとして「将来を見据えた計画的な町づくりができている。これこそ行政の仕事ではないか」と、北島町によるインター
チェンジ付近の地域の基盤整備を高く評価する。かたや阿南市は方向性がおかしい。新野IC付近の道の駅計画は凍結し、阿南駅周辺の整備に腐心し、阿南駅をハブと
みなしたバス路線を充実しようとしている。阿南だけが高速道路時代に応じたまちづくりを何もできていない。市は従来から「東西連絡道路」と称した阿南ICから辰巳に
向けた道路を作ろうとしているが、本質的に高速道路を基幹的なものと見たまちづくりをしていない。盲腸のような立地である富岡に拠点になられても、阿南市西部や県
南部そして進出企業にとっては迷惑なだけだ。鉄道においても高速道路においても阿南市のハブは内陸部にあるべきであり、内陸部から蜘蛛の巣のように枝線で周辺部
に延ばしていく交通が自然な形である。阿南駅の周辺整備以前に、阿南駅の存在意義そのものが疑われるものだ。市は阿南市の正しい交通発展を阻害している。【M氏】

69

[ 富岡中心体制に市民は納得していない]
　富岡が中心市街地である必要がない。阿南市の中心拠点が富岡であることを市民が納得しているとは言えない。それは今の稼ぎ頭、日亜化学のおひざもと新野町ほど
顕著である。新野高校の統廃合の際、阿南市では近年まれに見る大きい反対運動が生じた。富岡中心に集約しようとする思想にもとづく現行の市のまちづくりに納得され
ているならば、それは起こっていないはずだ。先に述べた通り、日亜化学は新野町の企業であり、LEDの繁栄の恩恵は、新野町を中心とした阿南市内陸部に最大に還元
されるべきものである。あれだけの大企業を作った地域がなぜ過疎化して、関係がない富岡をなぜ悠々自適に成長させるのか。阿南市域は富岡地区を食わせるための植
民地ではない。“努力した地域が中心になるべき”なのであって“中心だから引き続き成長させる”では本末転倒でおかしい。

[市役所の拠点意識は傲慢]
　市役所は見放されている。前述の通り阿南市内からの不満のみならず、県南部においても阿南市役所の都市政策へのひんしゅくは起きている。2019年5月5日の徳島
新聞の「南阿波定住自立圏」についての記事『メリット実感乏しく』によれば、「阿南市に都市機能を集約することが、周辺4町の活性化につながるのかどうか疑問視する声
もある」と書かれている。市役所が構想を練り、阿南市を「中心市」とみなして県南部全体で連携し都市機能を集約しようという同計画だが、肝心な分野での効果は出せ
ておらず、実態は市が「最大の成果」とする阿南医療センターを作る交付金目当てのために、周辺市町村を狡猾に都合よく利用したようにしか見なされていないとも受け
取れる論調の記事だ。視野が狭く特定の地域の成長しか考えてない市役所の都市政策は、見放されていることを自覚すべきだろう。【M氏】

70

[「光のまち」などを富岡が使ってはいけない]
市は文化強奪をする傾向がある。「阿南駅周辺まちづくりビジョン（案）」には具体的に書かれていないようだが、これからの議論においても、光のまちづくり、野球のまちづ
くり、そのほか富岡地区以外の産業を富岡地区で利用してはいけない。それらは、それぞれの産業のおひざもとの地域が栄えるためのものだ。また経済界や民間の富岡
地区でのそうした活用は規制、条例で禁止すべきだ。富岡地区が栄えるネタは、自前の製紙産業文化だけでなくてはならない。前述の通り日亜化学は新野町の企業であ
り、努力した地域に報いて還元するためにも、市内外に対して、それは新野町のものであると認識させるまちづくりでなければならない。また前述の通り新野高校統合問
題の大きい反発を鑑み、富岡を中心とする考え方は新野町の理解を得ていないとみるべきだ。我がもの顔で富岡の産業と誤認させかねないあらゆる取り組み、すなわち
富岡の駅周辺におけるLEDなどを活用した施設整備、発信、PR、催事への活用は一切認められない。あわせて商工会議所などの経済界にもこれを要請、条例でも規制
すべきだ。「光のドーム」は新野町であれば存在が許容できるものだ。「光のまち」は新野町や現日亜化学本社のある上中町を指す言葉であるべきであり、新野などの内陸
部にスポットライトが当てられるべきだ。「野球のまち」についても同様である。阿南市内で野球と言えば桑野地区か新野地区の文化である。運動公園がある桑野、映画
『瀬戸内少年野球団』ロケ地となった新野、甲子園に3度出た（阿南光を含む）新野高校と、桑野・新野にスポットライトが当てられるべきだ。阿南駅周辺において「野球のま
ち」を活用することは認められない。それは桑野駅に整備すべきものだ。現行の「阿南駅前展示施設」で野球のまち関連の催しをしているのはおかしい。それは桑野地区で
催されるべきだ。2018年12月に民間団体「国際野球観光交流協会」が発足し、野球観光ツアーを進める動きがあるが、「野球のまち」の経済効果はなにがあっても桑野
地区が最大となるよう、市は必要に応じて指導、要請していくべきである。【M氏】

71

[ 市の顔は本当に富岡か]
　市役所の「市の顔」の認識はおかしい。屈指の大名所であるかのように市が発信する牛岐城は、大目に見積もっても600年の歴史だが、新野地区の平等寺は1200年
である。まして牛岐城跡は富岡地区ローカルのものでしかないが、平等寺は世界遺産候補である。牛岐城跡を世界遺産候補よりも優れたものであるかのように大きくPR
している現状は、新野地区や阿南市の正確なイメージを毀損するものだ。それに、なぜ牛岐城をLEDと結びつけて光産業のPR拠点のように扱うのかまったく理解できな
い。「恋人の聖地」とする根拠も冷静に考えればまったく不明だ。光産業のPR拠点とすべきは平等寺が適当ではないのか。そもそも富岡地区は、なぜ自前の製紙産業の
製紙文化を前面に出さず、新野地区のものである「光のまち」を使ってまちづくりをするのか。富岡は恥を知るべきだ。これは文化強奪である。前述の通り新野高校の統合
問題を見るに、新野地区は、富岡を中心とする市の方針に納得しているとは言えない。牛岐城跡における「光のまち」と結びつけたあらゆる取り組みや催事は中止させ、市
は後援や支援をしてはならない。そうした取り組みは平等寺に移転すべきである。牛岐城跡の過剰な持ち上げは中止すべきであり、阿南駅周辺整備でもこうした文化強
奪があってはならないと釘を刺したい。【M氏】

その他

・本ビジョンは、平成30年度に策定した「ＪＲ阿南駅周辺再整備基本計画（案）」と整合を図りな
がら検討を進めてまいります。

・同計画では、JR阿南駅周辺地区を対象区域としており、本ビジョンにおいても同計画の対象
区域を踏襲し、阿南駅を中心とした地区を対象区域としております。

・また、本ビジョンの対象地域であるJR阿南駅周辺は、本市の中心となる市街地が形成される
とともに、商業・業務、文化・福祉、行政等の各種都市機能が集積し、道路等の都市基盤が整
備された地域であることを踏まえ、「阿南市立地適正化計画」において「都市拠点」として設定
しており、本市全体の活力をけん引する重要な中心拠点として、高次の都市機能を維持してい
く方針を設定しております。

・一方で、本市は、これまでの町村合併の経緯から市街地が14カ所に分散しています。そのた
め、それぞれの地域で育まれた歴史、文化、自然等を大切にしながら、各地域にお住いの方々
の生活を持続可能なものとすることも重要であると考えております。
　こうしたことから、本市の都市拠点である阿南駅周辺地区の賑わいを創出し、魅力ある駅周
辺のまちづくりを進めるとともに、各地域の特性を生かし持続可能で均衡のとれたまちづくりを
進める必要があると考えております。

・なお、新野地域については、「阿南市立地適正化計画」において、新野駅周辺を「集落拠点」に
位置づけております。公共交通網により都市拠点等との交通アクセスの確保を図り、既存の医
療・商業施設等を保全し地域の歴史や文化の継承に努めてまいります。
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72

[沿岸部重視路線は破綻している]
　阿南市発足いらい市役所が進めてきた、沿岸部に工業団地を作り、そのための道路整備を進め、消費の場、都市を沿岸部に作るという方針はことごとく破綻している。
当阿南駅周辺整備もそうした方針の延長上にあるものであって不当なものだ。日亜化学の成功は、市が工業地区と見なしてこなかった内陸部の成功である。沿岸部にば
かり注力してきた市役所は、自分たちの工業開発路線の成功だと誤解してはならない。辰巳工業団地や大潟工業団地などは津波リスクがあり、沿岸部に工業地が存在す
ることも今となっては不適当である。進出企業にとっては沿岸部に工場を置いておきたくないだろう。沿岸部の工業団地は放棄し、高速道路のインターチェンジ付近に工
業団地を開設して移転させるべきであり、それに伴って消費の拠点、阿南市の中心街そのものも内陸部に作り直す方向に舵を切るべきだ。市の沿岸部重視が間違ってい
る証左の一つが阿南道路だ。市は、阿南道路（阿南バイパス）が部分開通するたびに『広報あなん』の十大ニュースなどで取り上げ、大きい成果であるかのように誇ってき
た。しかし現実は2017年4月11日の徳島新聞記事『一部区間2車線に阿南バイパス計画変更』によると、阿南道路は計画縮小し、橘町以南は事業区間を短縮され車線数
も減らすこととなった。国交相が発表した福井道路・桑野道路の開通後の予想交通量によると、阿南道路は既存開通部分の見能林町付近ですら、4車線を必要とする目
安である1万台に満たなくなり、現行の車線数はオーバースペック状態である。工業団地を沿岸部から無くせば阿南道路は不要である。阿南道路を要望してきた人たち
は、無駄な道路を作り、予算を圧迫して本当に求められている高速道路延伸をいたずらに運らせただけなのが現実だ。日亜の成功は内陸のものであり、工業団地は津波
の来ない内陸部に存在するべきで、また福井道路・桑野道路があれば阿南道路はいらなかった。さらに富岡地区、見能林地区、那賀川地区はほぼ全域がハザードマップ
で津波浸水エリアとなっている。そんな危険ゾーンである沿岸部に街や人を集める、これまでの沿岸部重視路線は失敗だったと市は認めるべきだろう。【M氏】

・本市の市街化区域は沿岸部に点在しており、その大部分が南海トラフ巨大地震が発生した場
合の津波浸水想定区域となっております。そのため、ソフト・ハード両面による津波対策を行っ
ておりますが、今後、市街化区域内（居住誘導区域内）における津波災害等の自然災害に対す
る更なる安全性の確保を図るとともに、都市計画法に基づく地区計画制度を活用した居住や
工場等の内陸部への緩やかな誘導について検討し、将来にわたって安心して暮らし続けられ
るまちづくりを目指してまいります。

73

　パブコメについて、情報公開とデータのアクセスは公平でオープンとなるよう改善する必要がある。市役所と住民センターの窓口で資料を閲覧できるのではなく、図書館
や公民館へ部数は少なくても配布し、コピーが取れるよう便宜を図る必要がある。ＨＰで資料をダウンロードできるようになっていたが、市民に公開して知らせてほしい。ま
た、具体的な内容や機能が検討されたことがビジョン（案）からは見えず、唐突に全体として分かりづらいものになっている。検討経緯がわかるようなデータも併せて開示
していただきたい。【Q氏】

・パブリックコメントの実施については、市の広報誌及びホームページでお知らせしております
が、今後も市政に対するご理解、信頼をいただけるよう、今後の計画検討時において、情報の
的確な提供に努めてまいります。

74

　阿南市内のネットワーク環境を改善することで、まちづくりを活性化させることを要望する。そのために、公民館と、小中学校を5Gの基地局としてWi-Fiを設置して、地
域の通信環境を改善する取り組みを進めることを要望する。これは、教育環境の改善質向上につながる。ビジョン（案）で言われる教育環境が若い子育て世代にとって魅
力的であること、また、教育環境と自然、それに、仕事との関連を作る前提条件として高速通信環境は事業性と利便性を高めてくれる。また、阿南市の防災無線を防災時
の通信基盤として使えるように検討してほしい。そのことを考えるとき、いろいろな問題はあろうかと思うが、災害発生時に利用できるものは、普段から使っているものしか
役立たないと思う。防災ネットワークを公共の通信機能としての利用を図るものに活用できるように検討することを要望する。【Q氏】

・いただいたご意見は今後の教育行政、防災行政等において参考とさせていただき、所管課を
含めて検討を進めてまいります。

75
　駅から少し離れるが、全国に発信している「恋人の聖地」、あそこに行った後のデートプランが全く組めない。恋人の聖地を名乗るなら、若い人たちが聖地や駅の周辺で
デートができるように街づくりをする必要がある。【X氏】

・「恋人の聖地」として認定されている牛岐城趾公園は、阿南市の貴重な歴史文化資源であり
市民の憩いの場であるため、今後も市内外の方が集まり賑わうような場所となるよう検討を進
めてまいります。

76
　都市計画のスケールとして小規模すぎる。駅周辺の発展を考えた場合、駅周辺から宝田町までの範囲程度を考え、「中心市街地活性化基本計画」を策定してはどうか。
【Y氏】

・本ビジョンは、平成30年度に策定した「ＪＲ阿南駅周辺再整備基本計画（案）」と整合を図りな
がら検討を進めております。
・同計画では、JR阿南駅周辺地区を対象区域としています。本ビジョンにおいても、同計画の
対象区域を踏襲するほか、公共資産を活用した公民連携によるまちづくりを進めるため、阿南
駅東側の市民会館解体後の跡地等の用地を含む阿南駅を中心とした地区を対象区域として
おります。
・本ビジョン策定の背景となるこれまでの計画との整合性と本ビジョンの目的を踏まえた区域
設定であることをご理解ください。

77
　ビジョン案を作り、まちづくりを推進していこうとする姿勢については大いに賛成だが、中心市街地の道路整備が遅れている。市役所前の交差点は時間帯によってはよ
く渋滞しているため、道路の整備（右折専用レーンの設置等）をしてほしい。県道富岡港線や旧国道55号線等の道路の交通量軽減措置を図ってほしい。これまで市は南
海トラフ地震に伴う災害対策に重点を置いて最優先で取り組んでこられており評価は高い。企業誘致同様これからも継続して頑張って頂きたいと思う。【Z氏】

・自動車交通の円滑化を図るため、交差点改良や幹線道路の整備等を進め、今後も引き続き
道路改良を推進してまいります。

78
　具体的計画を作りすぎると利用者層を固定させる危機があり、将来多様化するニーズに応じることが難しくなるのではないか。実現までに20年を要する計画のため、時
代に合った姿になっているか疑問である。【K氏】

・社会情勢の変化に伴う都市の状況やニーズに対して、柔軟に対応できるような計画を検討し
てまいります。

79 　小中高生の居場所になるような場が必要である。小中高生からも意見を集めてはどうか。【H氏】

・イメージ素案のA案では、阿南市商工業振興センター前において、地域の小中高校生も含め
た地域のための利便施設を設定しており、公共交通利用者のための待合スペース、小売り・飲
食（カフェ）等の機能を集約した地域のための滞在・交流空間の導入を示しております。
・また、まちづくり基本計画の策定過程において、市民アンケート調査を実施しますが、幅広い
年代からご意見をいただく方法を検討してまいります。

その他
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