
徳島東環状線 
東環状大橋（仮称）工事中 
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  基本目標基本目標７７  「「〝にぎわい〟とくしまとくしま」」のの実現実現  
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 ○広域交流の推進 
   
   

 ○広域交通ネットワークの整備 
 
   
   

 ○都市部における渋滞対策の推進 
  
  

 ○公共交通機関の利用促進 

 ○「おもてなしの国とくしま」づくり 
   
   

 ○電子自治体の構築  

７－１〝にぎわい〟とくしま体制づくり 

７－２ 交流ひろがるとくしまづくり 

７－３ 観光立県とくしまづくり 

７－５ ｅ－とくしまづくり 

７－４ 笑顔と活気あふれるとくしまづくり 

 ○大会・会議の開催 

７－７ とくしまスポーツ王国づくり 

 ○生涯スポーツの拠点づくり  

重点施策 ※ 主要事業 

本四道路・徳島自動車道・徳島空港の利用促進 徳島小松島港（本港、万代中央）の整備 

東環状大橋（仮称）の活用 徳島県東部都市計画区域の見直し 

南部健康運動公園 橘港小勝・後戸地区の緑地整備 

電子入札システムの運用 成果品等の電子納品の推進 

全国なぎさシンポジウム 川での福祉と教育の全国大会 

民間活力を導入した「いやし・もてなし」施設の整備 

自然公園へのアクセス道路の整備 道路情報板へのイベント情報との表示 

徳島飛行場 徳島空港新旅客ビル 徳島小松島港等 

四国横断自動車道 徳島環状道路 阿南安芸自動車道等 

放射環状道路 渋滞交差点の緩和・解消 鉄道高架事業 



○H21.3.20～ 土日祝日：普通車上限千円  開始  
          ｢平成の関所」に画期的な料金割引導入   

  7-1〝にぎわい〟とくしま体制づくり 「本四道路の料金制度」  

○H22.12.24  高速道路の料金割引に関する基本方針          

H23. 1.14   第一回調整会議 知事が一律料金の必要性を改めて主張 

H23. 1.31   第二回調整会議           国交省が平日別途500円案を提示 

「全国一律に近づけるという姿勢はうかがえる」と一定の評価（知事） 

○H23. 3.23   高速道路料金「無料化実験」及び「新たな料金制度」導入を凍結          
・ 東日本大震災の復興財源確保 

・ 利便増進事業予算を補正予算の財源へ 
・本州と四国間の料金は廃止前から２～２．７倍の値上がり（ＥＴＣ搭載車） 

   少ない投資でより 効果的な経済雇用対策・ 景気上昇の起爆剤 主 張 

・ 本四道路は「全国一律制度を視野」に入れ調整するとの方針 

○H22. 4. 9   「新たな料金割引」導入を決定（実施されず）          
・普通自動車：本四３千円（NEXCOは２千円） 

・四国だけを差別した「一国二制度」→「平成の大関所」へ 

○H23. 2.16   「新たな料金制度」の発表 （H23.4.1～ １年間の暫定措置）           
・ 普通自動車（平日）  本四：上限２千円＋500円（乗継）  NEXCO：上限２千円 
         （休日） 本四：上限１千円＋１千円（乗継）   NEXCO：上限１千円 
・H24以降は「本四の出資金問題を含め地方と協議する」（国交省） 

 

 

 

○H23.6.20  土日祝日：普通車 上限千円の廃止 

本四「休日上限千円の復活」を国へ要望（8/18政策提言、9/13中四国ｻﾐｯﾄ共同ｱﾋﾟｰﾙ）        
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 ●H22.10.31  「徳島～羽田線」へ全日空が再参入 → H23.10.30から 
                                      全10便と「過去最大の便数」へ 

                                      （日本航空６便、全日空４便） 
                                       ＪＡＬ３便：航空機材の大型化  

 ●H22.10.31  「徳島～羽田線」へ全日空が再参入 → H23.10.30から 
                                      全10便と「過去最大の便数」へ 

                                      （日本航空６便、全日空４便） 
                                       ＪＡＬ３便：航空機材の大型化  

 ●H22年度 ８便（ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ含む） 
  【国外：上海、スイス、ハワイ】 
  【国内：沖縄、石垣・宮古】  
  ※地方空港（岡山・米子）とも連携 

 
             

 ●H22年度 ８便（ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ含む） 
  【国外：上海、スイス、ハワイ】 
  【国内：沖縄、石垣・宮古】  
  ※地方空港（岡山・米子）とも連携 

 
             

◆ダブルトラック化 

 H22. 4. 8  「徳島阿波おどり空港」 開港           

 

県民並びに徳島来県者の利便性が「飛躍的に向上」 

○ＪＡＬ＋ＡＮＡ ９便 
○羽田空港の国際化 
○東京発最終出発時間の繰り下げ 
  18時30分→19時40分 

 

◆チャーター便の状況 

 

●H23年度 4便（10月27日時点） 
  【国外：台湾・スイス・中国（長沙）】 
  ※今後、ハワイ、マカオを予定 

今後もチャーター便の充実に努める 

 ●当初予定 
  H23.3.22 第１便（双方向） 
  H23.4.10 第２便（以降はｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ主体）             

 ●当初予定 
  H23.3.22 第１便（双方向） 
  H23.4.10 第２便（以降はｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ主体）             

◆中国・湖南省「長沙黄花国際空港」との定期チャーター便 
 東日本大震災・福島原発事故の発生 

により就航が延期 

 ●H23. 4月､6月   知事が中国総領事や邵（しょう）観光大臣（中国政府）へ「定期ﾁｬｰﾀｰ便」の 

               早期就航を要望 

長沙便（中国南方航空） 

  77--11〝にぎわい〟とくしま体制づくり 「空港利用の促進」  

●H23.10.2      試験運行として徳島・湖南省間の双方向チャーター便が就航 
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●H23.10.23         知事が湖南省の旅行会社に定期チャーター便の早期就航を要請 
                    → 平成24年1月20日前後から10日に1回の就航が決定 
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新
直
轄
方
式 

有
料
道
路
方
式 

海部道路 

小松島IC 

徳島JCT 
徳島IC 

鳴門JCT 

阿南IC 

日和佐道路 

 
 
   

阿南安芸自動車道 

牟岐バイパス 

   

徳島東IC 

福井道路 

 
吉野川 

 
美馬 

 
脇町  

土成 

 藍住 

（１）四国横断自動車道 
 ◆鳴門JCT～徳島IC（供用目標H26予定） 

  →用地取得完了 
   本線工事着手率１００％ 
  （舗装，施設工事を除く本体土工工事の着手率（延長換算）） 

 ◆徳島JCT～徳島東IC 
  →現地調査中（供用目標H31予定） 
 ◆徳島東IC～阿南IC 
  →10地区中８地区合意済 
   →新那賀川橋（仮称） H23.7上部工完成 
    立江ﾄﾝﾈﾙ（仮称）    H23.4北側工区完成 

（２）阿南安芸自動車道 
 ◆日和佐道路（9.3ｋｍ） ：全線供用（H23.7.16）   
 ◆桑野道路(6.5ｋｍ) ： Ｈ２３新規事業着手 
  （全国の大規模な国直轄道路・新規 「４箇所」 中の一つ） 

 ◆福井道路、海部道路： 
   新規事業化の政策提言（H23.5月､8月､10月） 

 ◆牟岐ﾊﾞｲﾊﾟｽ：５地区中３地区で境界立会完了 
（３）徳島自動車道・高松自動車道 
  より安全で快適な高速道路を目指し、早期の 
 「４車線化」及び 「付加車線」 の整備を要望。 

（１）四国横断自動車道 
 ◆鳴門JCT～徳島IC（供用目標H26予定） 

  →用地取得完了 
   本線工事着手率１００％ 
  （舗装，施設工事を除く本体土工工事の着手率（延長換算）） 

 ◆徳島JCT～徳島東IC 
  →現地調査中（供用目標H31予定） 
 ◆徳島東IC～阿南IC 
  →10地区中８地区合意済 
   →新那賀川橋（仮称） H23.7上部工完成 
    立江ﾄﾝﾈﾙ（仮称）    H23.4北側工区完成 

（２）阿南安芸自動車道 
 ◆日和佐道路（9.3ｋｍ） ：全線供用（H23.7.16）   
 ◆桑野道路(6.5ｋｍ) ： Ｈ２３新規事業着手 
  （全国の大規模な国直轄道路・新規 「４箇所」 中の一つ） 

 ◆福井道路、海部道路： 
   新規事業化の政策提言（H23.5月､8月､10月） 

 ◆牟岐ﾊﾞｲﾊﾟｽ：５地区中３地区で境界立会完了 
（３）徳島自動車道・高松自動車道 
  より安全で快適な高速道路を目指し、早期の 
 「４車線化」及び 「付加車線」 の整備を要望。 
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 7-2 交流ひろがるとくしまづくり 「四国８の字ネットワーク」  

桑野道路 
H23事業着手 

都市計画決定済 

H23.7.16全線供用 

15.2㎞ 

17.7㎞ 

6.5㎞ 

9.6㎞ 

9.3㎞ 

2.4㎞ 



◆徳島東IC～阿南ＩＣ 

阿南IC付近：新那賀川橋（仮称）（H23.7完成）  

  
  
 ※小松島～徳島東間 
    3地区中1地区合意済（大原地区） 

    阿南～小松島間 
    全7地区合意済 

    

 鳴門JCT付近：姫田ランプ橋 （H24完成予定） 

 

※用地取得が完了し、本線工事着手率１００％ 

 （舗装、施設工事を除く本体土工工事の着手率 

 （延長換算）） 

◆鳴門JCT～徳島ＩＣ 
（NEXCO西日本 施工区間：有料道路方式） （国土交通省 施工区間：新直轄方式） 

至 阿南ＩＣ 至 小松島ＩＣ 

那賀川 

至 徳島ＩＣ 

鳴門ＪＣＴ 
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 7-2 交流ひろがるとくしまづくり 「四国横断自動車道」  



 

【県事業】沖洲ふ頭整備事業 
 ○ ふ頭用地の造成（約1.3ha） 

【県事業】沖洲ふ頭整備事業 
 ○ ふ頭用地の造成（約1.3ha） 

◆四国横断自動車道と長距離フェリーの結節による輸送体系の確立 

◆大規模地震に備えた、緊急物資等の海上輸送能力の強化 

◆四国横断自動車道と長距離フェリーの結節による輸送体系の確立 

◆大規模地震に備えた、緊急物資等の海上輸送能力の強化 

 7-2 交流ひろがるとくしまづくり 「徳島小松島港沖洲（外）地区」  

フェリー等の大型船舶に対応 
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H23.7.30 起工式開催（海上工事着手） H23.7.30 起工式開催（海上工事着手） 

【国直轄事業】 

複合一貫輸送ターミナル整備事業 
 ○ -8.5m耐震強化岸壁１バース(L=270m) 

 ○ 航路・泊地浚渫 約50万m3 

【国直轄事業】 

複合一貫輸送ターミナル整備事業 
 ○ -8.5m耐震強化岸壁１バース(L=270m) 

 ○ 航路・泊地浚渫 約50万m3 



徳島南環状道路 
L=9.5km 

国府藍住工区 

 H11･12     
L=2.6km側道部供用済 

徳島外環状道路計画図（Ｌ≒35km） 徳島外環状道路計画図（Ｌ≒35km） 

国府工区      
H19側道部    

L=1.5km供用済 

川内工区      
（H24春暫定供用）

L=1.3km          
H22部分供用 

東環状大橋    
（H24春供用） 

末広住吉工区    
（H24春暫定供用） 

徳島北環状線（通称）
L=9.0km 

L=3.6km L=3.3km 
新浜八万工区   

（H24春暫定供用） 
L=2.0km 

L=
4.

6k
m

 

L=
4.

2k
m

 
L=

1.
3k

m
 

L=
1.

8k
m

 

国道１９２号 

国道４３８号 

鬼篭野国府線 

徳島鴨島線 

徳島 
小松島線 

四国横断自動車道 

四国横断自動車道 

国道１１号 

国道５５号 

徳島東環状線 
L=10.4km 

徳島西環状線 
L=6.1km 

H23.3.17 部分供用 
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 7-2 交流ひろがるとくしまづくり 「徳島外環状道路」  

徳島市中心部へ集中する交通量を分散し、都市内交通の円滑化に
資する道路整備を推進 

徳島市中心部徳島市中心部へへ集中集中するする交通量交通量をを分散分散しし、、都市内交通都市内交通のの円滑化円滑化にに
資資するする道路整備道路整備をを推進推進  
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 ○空港・港湾・高速道路の利用促進 
 

   
 

 ○広域交通ネットワークの整備 
 

  
 ○公共交通機関の利用促進 
   

  
 ○効率的な都市形成の推進 
   

 
 ○都市部における渋滞対策の推進 
 
  

 ○電子自治体の構築 
 

 ○ＩＣＴを活用した「みちづくり」 

１－１ ひろがる交流とくしまづくり 

１－２ 観光立県とくしまづくり 

１－５ スポーツ王国とくしまづくり 

 いけるよ！徳島行動計画 「基本目標１ にぎわい・感動とくしま」 

 ○「観光とくしまブランド」の確立 
 ○「おもてなしの国とくしまづくり」の推進 
   

 ○プロスポーツ等を通じたにぎわいづくりの推進 
 ○生涯スポーツの拠点づくり 

重点戦略 ※ 主要事業 

電子入札システムの市町村との共同運用 

歩行者移動支援システムの構築 

道路情報板へのイベント情報等を表示 

案内標識 多言語表記 木製ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 道の駅 「いやし・もてなし」施設 

Ｊ１仕様の施設整備の検討 

南部健康運動公園 橘港小勝・後戸地区 

定期航路の新規開設 徳島小松島港（外）地区耐震強化岸壁供用 全国一律料金制度の実現 

四国横断自動車道 徳島環状道路 阿南安芸自動車道 ﾏﾘﾝﾋﾟｱ沖洲第Ⅱ期、徳島小松島港津田地区 

ＬＥＤ装飾列車 公共交通網の維持・確保 阿佐東線等における「新たな車両」導入に向けた検討 

ひょうたん島回廊の整備 既存倉庫群を活用した「にぎわい空間」創出 

放射環状道路 渋滞交差点の緩和・解消 鉄道高架事業の推進 

  新たな取組み 



                            

 ま と め 
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「にぎわい・感動とくしま」の実現を目指して 

「いけるよ！徳島行動計画」の強力な推進 

   

   

新 た な 取 組 み 

今までの取組み 

◆空港・港湾・高速道路の利用促進 
◆広域交通ネットワークの整備（四国横断自動車道、阿南安芸自動車道等） 
◆公共交通機関の利用促進 
◆都市部における渋滞対策の推進（放射環状道路、渋滞交差点の緩和・解消） 

◆定期航路（空港）の新規開設、新たなアジア航路（港湾）の開設 
◆本四道路も含めた「全国一律料金制度」の実現 
◆阿佐東線等における「新たな車両」導入に向けた検討 


