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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 18 ha

平成 18 年度　～ 平成 20 年度 平成 18 年度　～ 平成 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

千人/年 Ｈ１７ Ｈ２１

％ Ｈ１７ Ｈ２１

100

小島地区住民の満足度 地元小島地区住民へのアンケートによる生活環境の満足度
地域の活性化策や基盤整備により、地元住民の生活環境の向上
を目指す。

15 35

小島地区に訪れる観光客数 小島地区に訪れる観光客数

目標値

小島地区（漁港・海釣り公園等）への集客を目標とし、活性化を図る。 77

定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値

都道府県名 大阪府 岬町 多奈川小島地区

計画期間 交付期間 20

大目標：豊かな自然環境を活かした地域の活性化
　目標１：磯遊び・魚釣り客を集客することで、地域の活性化を図る。
　目標２：豊かな自然環境に配慮した地域の基盤整備により、生活環境の向上を図る。

・当地区は、古くからの天然の湊を有した集落であり、海上守護の神である小島住吉明神社が深く信仰されている。
・集落地は、過疎による高齢化がすすんでいる。また、狭塧道路が多く、公園が不足しているため、居住環境や防災等の課題が多く、都市基盤施設の整備が必要とされている。
・現在の小島漁港は、魚釣り客を相手とした遊漁船が多数在籍し、付近一帯の大阪府内では数少ない自然海岸での磯釣りと併せて、海釣りのメッカとなっているとともに、大阪府が事業主体（農林水産省補助事業）の「ふれあい漁
港漁村事業」によって都市と漁村の共生・交流を生み出す活力ある漁港整備に取り組んでいる。
・当地区には、関西国際空港２期事業に伴う土砂積出桟橋があり、その桟橋を海釣り桟橋に改造して海釣り施設とし、隣接して「道の駅」を整備することで地域振興に供する提案が地元住民からの要望として持ち上がっている。
・それらを整備し観光客を回遊させることにより、町内にあるレクリエーション施設のネットワークを形成することができるとともに、第３次岬町総合計画や都市計画マスタープランといった上位計画との整合が図られる。
・また、平成16年９月に、地元自治区長や小島漁協組合長といったメンバーを中心に、これからのまちづくりについて検討する会議が立ち上がり、まちづくりの気運が盛り上がりつつある。

・磯遊び及び魚釣り客による地域振興に寄与する施設が不足している。
・当地区内の町道等の公共基盤整備が遅れている。

・第３次岬町総合計画の基本計画において、「観光漁業の振興」や「観光・レクリエーション資源の活用」の施策として、「海」を町最大の観光・レクリエーション資源と位置づけ、当地区に海釣り施設などの新たな施設整備を図り、観
光漁業への展開を促進すると位置づけられている。
・遊魚を含めた漁業の振興を図り、海をはじめとする「自然の魅力」を活かし、それらとの共生を図ることで、地区の魅力を増し、交流機能の充実を図る。

指　　標



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他
○

整備方針２　（地域の基盤整備による生活環境の向上）
　・当地区内の漁港、既存集落と海釣り施設の一体化を図り、当地区及びその周辺の豊かな自然環境に配慮した基盤整備を行う。

道路　（基幹事業／地区内道路改良事業、町）
地域生活基盤施設　（基幹事業／地区内誘導・案内看板整備、町）
地域創造支援事業　（提案事業／まちづくりイベント等の開催事業、町）
ふれあい漁港漁村整備事業　（関連事業／府）
集落排水整備事業　（関連事業／町）

・

方針に合致する主要な事業
整備方針１　（地域の活性化）
　・観光レクリエーション施設として集客させることで地域の活性化を図ることを目的として、当地区に海釣り施設とそれと一体となった道の駅、観光交流セ
ンターを整備する。

高次都市施設　（基幹事業／（仮称）観光交流センター整備事業、町）
地域生活基盤施設　（基幹事業／（仮称）ふれあい広場整備事業、町）
地域生活基盤施設　（基幹事業／（仮称）海釣り桟橋広場整備事業、町）
地域創造支援事業　（提案事業／（仮称）海釣り施設整備事業、町）
地域創造支援事業　（提案事業／（仮称）地域特産品販売コーナー整備、町）
地域創造支援事業　（提案事業／（仮称）道の駅情報発信コーナー整備事業、町）
特定交通安全施設等整備事業　（関連事業／府）
桟橋改造事業　（関連事業／町）

事業終了後の住民等による継続的なまちづくり活動
　　現在、地元自治区長や小島漁協組合といったメンバーが中心となって活動している、まちづくり検討会をそのまま発展・拡大させた組織にて、本事業により整備した（仮称）海釣り施設、（仮称）観
光交流センター等の施設の維持管理・運営も行っていく予定をしている。



交付対象事業等一覧表

（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
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 事業費

道路 町 直 Ｌ＝43.5m 18 18 18 18 7.8 7.8 7.8 7.8

公園

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 町 直 － 18 20 18 20 64.8 64.8 64.8 64.8

高質空間形成施設

高次都市施設 町 直 － 18 19 18 20 104.3 104.3 104.3 104.3

既存建造物活用事業

都市再生交通拠点整備事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

人にやさしいまちづくり事業

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 176.9 176.9 176.9 176.9

提案事業
（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 事業費
町 直 18 20 18 20 28.0 28.0 28.0 28.0

町 直 19 19 19 19 1.6 1.6 1.6 1.6

町 直 20 20 20 20 1.5 1.5 1.5 1.5

町 直 20 20 20 20 0.2 0.2 0.2 0.2

－ 0

－ 0

－ 0

－ 0

合計 31.3 31.3 31.3 31.3
合計(A+B) 208.2

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

府 国土交通省 ○ 19 19 150

町 － ○ 18 18 105

府 農林水産省 ○

町 農林水産省 ○

合計 255

集落排水整備事業

規模
（いずれかに○）

事業

ふれあい漁港漁村整備事業

特定交通安全施設等整備事業（道の駅）

桟橋改造事業

事業主体 所管省庁名

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

（仮称）道の駅情報発信コーナー整備事業
地域創造
支援事業

（仮称）海釣り施設整備事業

（仮称）地域特産品販売コーナー整備

住宅市街地
総合整備
事業

事業 事業箇所名 事業主体
細項目

0.0

事業箇所名

－

事業期間
全体事業費

うち民負担分

0

直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

うち民負担分

交付対象事業費 208.2 交付限度額 83 国費率 0.4

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

町道小島海岸線外 3路線

－

－

－

－

まちづくりイベント等の開催

－


