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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 143.6 ha

平成 17 年度　～ 平成 21 年度 平成 17 年度　～ 平成 年度

目標
大目標：市民・観光客の交流拠点の創造とゆとりある回遊空間の創出による、活力ある文教・観光都市の形成

目標１：
目標２：

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

人／年
H16
（H14）

H21

人／年
H16
（H13）

H21

人／年
H16
（H15）

H21

コンパクトに形成された市街地の中で、市民や観光客等が集い、心地よい市街地空間の中で安心して回遊でき、文教・観光都市の拠点としての中心市街地

①市街地内にある様々な歴史的資源が維持・保全されるなかで、それらとの関わりについては市民自体は意識されていない状況にあり、善通寺市としてのアイデンティティーが共通認識されなくなってきている。これらの歴史的資源を有効に活用し、市
民が市の独自性を意識でき生活の中で関わる機会や場所を作っていくことは、文教都市であり観光都市である本市においては重要な事項であり、これからのまちづくりの中で必要となっている。
②本市の観光における魅力は善通寺を主として１極化しているが、観光客数も減少に歯止めが掛からない状況にある。観光としての発展と生き残りをしていくためには、本市独自のアピールできるものを創出し、既存の観光資源と連携していくことが重
要であり、その一環として、現在取り組まれている光のまちづくりと総本山善通寺との連携についても取り組み、観光交流の活性化を図ることが必要である。
③中心市街地においては、中心市街地活性化基本計画に基づき様々な取り組みが進められているが、市街地内での賑わい再生に目に見えた効果が出ておらず、商店街への来客数の減少だけでなく、市街地への来街者も減少傾向にあり、市街地とし
ての賑わいと魅力の再生が必要となっている。

・第４次善通寺市総合計画（平成13年3月策定）では基本目標として、①活力の再生、②安心・安全の充実、③自然との共生の3つを掲げており、市街地内で安心して過ごせる安全で歩きやすく、活力に満ちた「スモールタウン」づくりを目指しており、その
中心となる中心市街地においては、都市の中心であり広域的な役割も持った商業・業務機能を有し、市民の文化・教育の中心であり、市の顔となる象徴的な観光の中心地区として、市民と一体となったまちづくりを目指すこととしている。
・都市計画マスタープラン（平成15年3月策定）においては、将来都市像を”元気で魅力あるまち””安心・安全な環境共生のまち””コンパクトなまち””自ら考え、責任を持つまち”と掲げ、市街地での商業機能の充実や住宅・住環境整備、観光等の拠点形
成、人にやさしい歩行空間の整備、歴史的景観、市街地景観の形成などを目指している。
・中心市街地活性化基本計画（平成12年1月策定）においては、「まごころ」をテーマに訪れる人のコミュニティの場づくりと回遊できる市街地の形成、および夜間景観に配慮した美しい空間づくりなどを掲げている。
・また、市の戦略としては団塊の世代の退職後の観光需要の増大による善通寺市への観光客増加を見込んでおり、それに向けた３～５年後からの観光戦略を見据えている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 香川県 善通寺市
ぜんつうじし

善通寺市
ぜ ん つ う じ し

中心
ちゅうしん

市街地
し が い ち

地区
ち く

計画期間 交付期間 21

・当地区は善通寺市の中心市街地にあたり、本市の主要な施設のほとんどが立地する地区であり、観光の拠点の総本山善通寺や合同庁舎や自衛隊施設等の公官庁施設が立地するなど、本市の特徴である公的施設の集約がされている地区である。
市のまちづくりとしても「コンパクトなまち」を標榜しており、歩きやすく住みやすい市街地環境づくりを進めているが、地区内の人口減少には歯止めがかからない状況にある。
・当地区では、平成13年度よりまちづくり総合支援事業を活用して市内都市軸の11路線のうち９路線まで整備しており、安全で快適に歩けるまちづくりに取り組んでいるが、市街地内の安全に歩ける歩行空間の確保は完全でない状況にある。
・中心市街地では平成12年度に策定した中心市街地活性化基本計画を基に、市街地全体の活性に向けて市及びＴＭＯが一体となって取り組んでおり、おしゃべり広場の整備や灯火のまちづくり事業などが進めている。また、夜間景観づくりにも取り組ん
でおり、平成13年度に策定した光のまちづくり構想を基に、市内主要構造物などをライトアップする事業を進めている。しかし、県下でも有数な観光名所があるにも関わらず、観光客数は年々減少している。
・当地区では、文化財も多く保存整備事業も進められており、平成16年度より重要文化財建築物であり、現在郷土資料館として活用されている旧善通寺偕行社において保存整備事業が予定されている。

歴史的資源等を活用した交流拠点の形成と魅力ある景観形成による地区内交流の活性化
ゆとりある空間形成による良好な市街地環境の形成とにぎわいの創出

約5,000

観光客数
観光客動態調査の善通寺市への

観光入込み客数

交流拠点の形成と魅力ある景観形成により、市街地内での観光客
の交流活性化効果を測る指標とし、減少を続ける現観光入込み数
の１割程度の増加を目標とする。 約1,380,000

郷土館（偕行社）の利用者数 郷土館（偕行社）の施設利用者数
交流拠点の形成と魅力ある景観形成により、地区内交流の活性
状況を把握する指標とし、郷土館利用者数の3割以上の増加を目
標とする。

3,760

約1,500,000

約335,000ＪＲ善通寺駅乗降客数 ＪＲ善通寺駅の年間乗降客数（普通旅客者）

ゆとりある空間形成による市街地環境の向上により、市街地に訪れる魅力の向
上度合いを把握する指標とし、減少傾向にある乗降客数を改善し、傾向に基づく
推定値（約281,000人）を上回る乗降客数を目標とする。（従前値に対して傾向に
基づく推定値は24.5％の減少となるが、10％の減少に留めることを目標とする。)

約372,000



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
・

・観光交流センターの整備は市街地に観光客を誘導する大きな要因となり、地域交流センターは市民活動の拠点として活用され、善通寺市の文化の情報発信の拠点となり、市の活性化に大きい影響を与える。
・また道路整備や整備された道路周辺の文化遺産の活用（関連事業：旧善通寺偕行社保存修理事業）は本市の個性を引き出し、市民や観光客に活力と共にやすらぎを提供できる事業であり、文化遺産を多く有する本市がまちづくり
を進めるうえで最も重要である。
・あわせて、ゆとりある生活基盤施設の整備や、道路整備と一体な生活基盤の整備（提案事業：赤門筋都市排水路改修事業）を行うことにより、良好な市街地環境の形成が見込まれ、まちのににぎわいを創出することが期待できる。
・さらに、歴史的観光資源等を来街者や市民に存在をアピールすること（関連事業：光のまちづくり）により、市街地内の交流の活性化が期待できるとともに、本市独自の新たな景観づくりにも寄与することとなり、新たな観光資源として
相乗効果が期待できる。

方針に合致する主要な事業

①歴史的資源等を活用した交流拠点の形成と魅力ある景観形成による地区内交流の活性化に関連して
・市民の生活及び文化交流の拠点形成とともに、市民が歴史性や独自の文化を意識する交流の場を持つために、歴史的資源である偕行社
の再生整備とあわせた活用とともに、地域交流機能の充実のための交流施設整備を行い、この拠点を発信源として市街地内での地域交流
の活性化を図る。
・本市の観光資源である総本山善通寺を中心にした観光地区の活性のため、地域及び観光交流できる拠点形成を図り、市街地内での観光
交流の活性化及びにぎわい再生を目指す。
・総本山善通寺を中心にした観光地区の活性のため、そのメインアプローチにあたる南大門前の道路整備と合わせたゆとりの空間形成を図
り、市街地内での観光交流の活性化及びにぎわい再生を目指す。
・来街者や市民に歴史・観光資源を善通寺市の魅力として再認識してもらうため、道路整備が進んだ箇所にある観光資源をライトアップし、そ
の存在をアピールすることで観光客の誘導や市民への理解を目指し、市街地内の交流の活性化を図る。
・また、光のまちづくりと関連して、総本山善通寺の門前町である赤門筋の景観整備により、魅力ある景観形成を図る。

・高次都市施設整備：地域交流センター建設（旧偕行社別棟建設）
・道路整備：一級市道赤門筋線
・道路整備：一級市道大門通り線（南大門前にぎわい広場）
・生活基盤施設整備：広場（南大門前にぎわい広場）
・既存建造物活用事業：高次都市施設（観光交流センター整備）
・地域創造支援事業：すし傳建物取り壊し事業
・関連事業：旧善通寺偕行社保存修理事業
・関連事業：光のまちづくり

②ゆとりある空間形成による良好な市街地環境の形成とにぎわいの創出に関連して
・本市においては「歩いて暮らせる街づくり事業」により市街地内を安全に移動することができる環境づくりが進められており、それによるゆと
りある空間づくりも進んできている。その中で、より市民や来街者が憩える場を提供し、ゆとりがあり良好な市街地環境づくりとして、空間的な
ゆとりに配した道路整備や緑地の整備等をすることにより、市民がゆとりを持ち、来街者の市街地への滞留時間が増加し、街が賑わうことを
目指す。

・道路整備：一級市道赤門筋線
・道路整備：一級市道大門通り線（南大門前にぎわい広場）
・生活基盤施設整備：広場（南大門前にぎわい広場）
・生活基盤施設整備：緑地（旧偕行社周辺緑地）
・地域創造支援事業：赤門筋都市排水路改修事業



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 善通寺市 直 307ｍ Ｈ17 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ18 123.4 123.4 123.4 123.4

道路 善通寺市 直 130ｍ Ｈ17 Ｈ21 Ｈ17 Ｈ21 197.7 197.7 197.7 197.7

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 善通寺市 直 － Ｈ17 Ｈ21 Ｈ17 Ｈ21 165.6 165.6 165.6 165.6

高質空間形成施設

高次都市施設 善通寺市 直 493.92㎡ Ｈ17 Ｈ19 Ｈ17 Ｈ19 193.6 193.6 193.6 193.6

既存建造物活用事業 善通寺市 直 約420㎡ H18 Ｈ21 H18 Ｈ21 167.3 167.3 167.3 167.3

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

バリアフリー環境整備促進事業

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 847.6 847.6 847.6 847.6 …A

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
善通寺市 直 307ｍ Ｈ17 Ｈ18 Ｈ17 Ｈ18 58.7 58.7 58.7 58.7

善通寺市 直 643㎡ H18 H19 H18 H19 12.3 12.3 12.3 12.3

0

－ 0

－ 0

－ 0

－ 0

合計 71.0 71.0 71.0 71.0 …B
合計(A+B) 918.6

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
善通寺市 文化庁 － ○ Ｈ16 Ｈ18 239

善通寺市 － － ○ Ｈ13 Ｈ17 190

合計 429

うち民負担分

－

－

交付期間内事業期間

交付対象事業費 919 交付限度額 367

0.0

国費率 0.4

うち民負担分

0.0

－

－

規模

－

－事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

事業

旧善通寺偕行社保存整備事業

事業期間（いずれかに○）

－

事業主体

事業
細項目

事業主体事業箇所名
（参考）事業期間

直／間

一級市道赤門筋線

規模

一級市道大門通り線

全体事業費

赤門筋都市排水路改修事業

光のまちづくり事業

地域創造
支援事業

一級市道赤門筋線

ーすし傳建物取り壊し事業

住宅市街地
総合整備
事業

事業箇所名事業
細項目

－

交付期間内事業期間
規模事業主体 直／間

（参考）事業期間

所管省庁名

－

事業箇所名



都市再生整備計画の区域

善通寺市中心市街地地区（香川県　善通寺市） 面積 143.6 ha 区域
善通寺町一～七丁目、南町一・三丁目、文京町一～四丁目、生野本町一・二
丁目、上吉田町一～三丁目、生野町、上吉田町

Ｓ＝１／57,000

善通寺市中心市街地地区（144ha）



観光客数 （人／年） 約1,380,000 （Ｈ１６年度） → 約1,500,000 （Ｈ２１年度）

郷土館（偕行社）の利用者数 （人／年） 3,760 （Ｈ１６年度） → 約5,000 （Ｈ２１年度）

ＪＲ善通寺駅乗降客数 （人／年） 約372,000 （Ｈ１６年度） → 約335,000 （Ｈ２１年度）

　善通寺市中心市街地地区（香川県　善通寺市）　整備方針概要図（変更予定）

目標

市民・観光客の交流拠点の創造とゆとりある回遊空間の創出による、活力ある文教・観光都

市の形成

①歴史的資源等を活用した交流拠点の形成と魅力ある景観形成による地区内交流の活性化

②ゆとりある空間形成による良好な市街地環境の形成とにぎわいの創出

代表的

な指標

■基幹事業
【既存建造物活用事業】

高次都市施設
観光交流センター整備 ： A＝約420㎡
［すし傳跡地］（善通寺市整備）

○関連事業
旧善通寺偕行社保存整備事業
（善通寺市整備）

■基幹事業
【高次都市施設】

地域交流センター建設
： A＝493.92㎡
［旧偕行社別棟建設］
（善通寺市整備）

□提案事業
【地域創造支援事業】

すし傳建物取り壊し事業 ： A＝643㎡
（善通寺市整備）

■基幹事業
【地域生活基盤施設】

広場整備 ： A＝2,390㎡
［南大門前にぎわい広場］
［第1期］（善通寺市整備）

■基幹事業
【道路】
一級市道大門通り線

（南大門前にぎわい広場）
： A＝2,420㎡［第1期］
（善通寺市整備）

□提案事業
【地域創造支援事業】

赤門筋都市排水路改修事業
： A＝307m（善通寺市整備）

■基幹事業
【道路】

一級市道赤門筋線 ： A＝307m
（善通寺市整備）

■基幹事業
【地域生活基盤施設】

緑地整備 ： A＝4,600㎡
［旧善通寺偕行社周辺整備］
（善通寺市整備）

○関連事業
光のまちづくり事業
（善通寺市整備）

■：基幹事業

□：提案事業


