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徳島小松島港津田地区活性化計画推進委員会議事録

１ 開催日時

令和２年３月２４日（火）～２７日（金）

（持ち回り審議）

２ 出席者

委員総数８名中８名出席

オブザーバー２名出席（うち１名代理出席）

３ 議題

（１）「徳島小松島港津田地区活性化推進計画（素案）」について

（２）分譲計画について

（３）その他

４ 配付資料

・次 第

・第３回 徳島小松島港津田地区活性化計画推進委員会 出席者名簿

【資料１】徳島小松島港津田地区活性化推進計画（素案）【概要】

【資料２】徳島小松島港津田地区活性化推進計画（素案）
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５ 審議経過

出 席 者 会長，Ｂ委員

開催日時 令和２年３月２４日（火） 午後１時から午後１時４５分まで

【事務局より説明】

（会長）

沈下するのを待つということですか。

（事務局）

そうです。沈下促進です。

（会長）

分譲については令和３年春に募集を開始して，それから１年くらいかかるっていうこ

と？令和４年に実際に入居できるということですか？

（事務局）

それについてはまだ精査中です。

（会長）

中身の道路の設計はできているのですか。

（事務局）

基本的な設計はできている。現在，詳細設計をしています。

（会長）

譲り渡した後に造るってことですか。

（事務局）

残留沈下を見越しながら，施工を分譲と平行して行っていきます。タイミングはなかな

か難しいとは思います。

（会長）

杭も相当打たないといけないと思う。

（事務局）

工場であれば支持層まで打つ必要があるのではないかと思います。どんなものを企業が

建てるかにも変わってきますが。工場のラインが安定する，ということを考えるとかなり

杭は打たないといけないと思います。
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（会長）

結局は１０年くらい待たないといけない気がする。

（事務局）

徐々に収束していくと思うんですが，どこで売り渡すのがよいか，判断が難しい。

分譲開始が遅れたのに合わせて，この委員会での分譲要綱等の検討も時期がずれること

になります。

（会長）

分譲要綱を決めるときは，また委員会するってことですか。

（事務局）

はい。今後，分譲要綱を検討していただきたいと思っています。

（会長）

企業としては早く決めてくれたほうが計画立てやすい。２年後に立てるとしても，結構

時間いっぱいいっぱいですよね。工事かかるとなると，もう今から動き出さないといけな

い。たぶん，そこから２年くらいかかると思う。

公募はいろいろな条件整えないといけないとは思うけど，早めにしてあげてほしいと思

います。

（委員）

逆に軟弱地盤だから，防災の面からしても，重たい工場とかは置けないから事務所機能

をこっちに推奨するとかすれば変わるのかもしれない。

（会長）

どちらにしても沈下すると思う。

（事務局）

沈下するのは間違いないです。

（会長）

工場のような構造物は絶対杭打ちをするので，工場以外が沈下する。入り口が沈下して

いるところもある。

（事務局）

それくらい，沈下というのは読めない。



- 4 -

（会長）

ここはそんなに水深は深くないと思う。既存企業用地の方はもう安定してるのでしょう

か。

（事務局）

はい。既存企業用地の方は昭和の時代に埋立てをしたので。今埋立てている方は，まだ

まだ沈下をしている状態です。

（会長）

わかりました。

（事務局）

策定については作業を進めて参ります。分譲計画に関しては引き続きよろしくお願いし

ます。ありがとうございました。
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出 席 者 Ａ委員

開催日時 令和２年３月２４日（火） 午後３時から午後３時３０分まで

【事務局より説明】

（委員）

地元の企業への説明会では，分譲開始が１年遅れることについて「予定していたのに遅

くなったら困る」っていう声はあったのでしょうか。

（事務局）

実際は，そういった思いがある人もいたかもしれないんですけれども，説明会での質問

とか，終わった後の雑談の中でも，そういった声はありませんでした。

（委員）

具体的に進めてるっていう訳ではないのですか。

（事務局）

あくまで推測ですが、近くで働いている方なので，近くで工事の状況を見ていたら，分

譲が遅れることは感じておられたのかもしれません。

（委員）

２～３日前にこちらを通りまして，工事が進んでいるのを見ていたんですけれども，１

年前に現場を通ったときとかなり状況が変わっています。１年前はは水面が見えていたの

に。かなり早く埋立ては進んだけれどもっていうことですか。

（事務局）

埋立ては大分早くなったんですが，さらに２ｍ嵩上げするというのもあって，きちっと

沈下をしていくには安全も見つつ，時間をかけて計測をしていってお渡しできる時期を精

査しなければならないということで，令和３年春にせざるを得ないということになったん

です。

（委員）

そうなんですね。１年で大丈夫そうですか。もっと２年とか３年とかっていう意見もあ

ったのではないでしょうか。

（事務局）

時間を置けば置くほどいいのは間違いないです。津田ＩＣが令和２年度に開通しまして，

徳島東ＩＣがさらに約１年後開通します。そういう時期を見据えてやっていかなければな

らない。沈下の状況も精査しますが，予定としてのスタートラインは令和３年春。
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（委員）

津田が令和２年度中に開通するのですか？

（事務局）

そうです。令和３年に徳島東ＩＣ。それで関西圏と直結します。

（委員）

阿南はいつ開通するのですか？

（事務局）

津田より南の開通時期は未定です。

（委員）

わかりました。

（事務局）

策定については作業を進めて参ります。分譲計画に関しては引き続きよろしくお願いし

ます。
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出 席 者 C委員
開催日時 令和２年３月２４日（火） 午後４時から午後４時４０分まで

【事務局より説明】

（委員）

フルＩＣ用地として大丈夫なのですか。

（事務局）

ＩＣに支障のない範囲を設定しています。

（委員）

第３水面貯木場と第２水面貯木場を埋立てた際，２ｍの嵩上げの高さは揃えるのですか。

（事務局）

どちらもＬ１対応の２ｍの嵩上げで揃えます。

（委員）

既存企業用地と分譲用地を一体で利用するといった話が前回あった気がするのですか。

（事務局）

既存企業用地と分譲用地の両方を使う人にすれば使い勝手が悪い話は前回の委員会でも

ありました。一体で利用できるように，法面も併せて分譲を予定しておりますので，企業

によっては法面に坂路をつけたり，自由にされると思います。だた，外周にあります水路

については官の水路になりますので，そこに影響がないようにしていただければという話

を前回させていただいております。

（委員）

バイオマス発電所までのアクセスはどうなってるのですか。

（事務局）

ふ頭内道路でつながっています。

（委員）

第２水面貯木場を埋立てて，バイオマス発電所が来るとアクセス性は悪くないのですか。

（事務局）

バイオマス発電所の南側を道路用地として控えて，バイオマス発電事業者に貸し付けし

ていますので，南側も道路として使用できるようにしています。
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（委員）

分譲開始が遅れることで価格に影響はないのですか。

（事務局）

影響がないとは言えません。やはり売り出す時期の適正価格で売り出さないといけない

ので。

（委員）

時期を置けば，それだけ沈下にかかるコストもかさむのではないのですか。

（事務局）

コストはそんなにかかりません。

（委員）

自然放置してるってことですか。

（事務局）

そうです。沈下促進のために何か対策をとるとコストもかかるんですが，そこはもうや

めようと。企業はできるだけ安く買いたいということで，時間をかけて自然沈下を待つ。

その見極めが難しい。

（委員）

今はマインドも悪い。今動いても逆効果になりかねないですと思う。できるだけ将来ち

ゃんと売れるようにしていかないといけないと思います。

売れるようにするには駐車場をなるべく確保したほうがいいと思います。

２ｍの土地と既存企業用地の両方を使う人にとっては不便だと思います。

（事務局）

不便さはあると思うんですが，防災面をみていただければと思います。ただ，企業が経

営の中でどう判断されるかによると思います。

（委員）

企業間で分譲の調整ができればいいけど，それぞれの思いがあるので調整は難しい。用

地に困っている企業はいないのですか。

（事務局）

手狭感はあると思います。

（委員）

ちょっと拡張したいとか，駐車場にしたいとか，別に移したいとかないのでしょうか。
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計画は計画として，これからの変化が出てくるので，また，検討をお願いします。

（事務局）

検討については作業を進めて参ります。分譲計画に関しても引き続きよろしくお願いし

ます。
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出 席 者 Ｅ委員

開催日時 令和２年３月２６日（木） 午前１０時から午前１０時３０分まで

【事務局より説明】

（委員）

沈下が一番困る。一番我々が心配するところ。現実に倉庫や事務所を建ててから傾いて

きたら困る。

（事務局）

そこを中途半端な状態でお渡しするわけにはいかないし，土地をお渡しした後も，半年

くらいは建てないでくださいということもできませんので，渡したらすぐに建物が建てら

れるようにしなければならないということで。これまでご検討いただいていた企業の皆様

には大変ご迷惑をおかけするんですけれども，１年程度スタートをずらすと。

（委員）

盛土ができて，整備が終わっただけでは安定しないのは分かっている。

（事務局）

地盤が一番大事ですので，そこは慎重に安定するための時間をかけさせていただいて，

ということで。これからもいろんな企業に説明していこうと考えています。

（委員）

徳島県で建築をする場合，杭を打たないといけないとか色々問題は出てくるから，そう

いった意味合いでは下が安定しないことにはきちんとしたものは建てれないというデータ

は出てくるから正解と思う。わかりました。

（事務局）

委員会ですが，計画については今回素案を出させていただいて，最終的に手続きを経て

まとめなければならないというのがあります。分譲に関しては，分譲計画をご議論いただ

かなければならない。最終は引き渡すのにも分譲要綱も色々ご意見いただかなければなら

ないということで，分譲要綱について，ご意見をいただく機会を改めて開催させていただ

く予定でおります。

（委員）

分譲計画はおっしゃる通り工業用地。それから要望がある形のものを重点的にやったら

いい。緑地や野球場といったものは別に二次的な問題でいいわけだから，地域の段階でと

いう形でね。皆さんに分譲して役に立つというほうがいいと思う。地元の要望を聞いてい

ただいて計画をその通りでやっていただいたらと思います。
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（事務局）

引き続きそういう形で動いて参ります。ご迷惑をおかけしますが御協力お願いします。
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出 席 者 Ｅ委員

開催日時 令和２年３月２６日（木） 午後１時３０分から午後２時まで

【事務局より説明】

（委員）

緑地の幅はどれくらいあるのですか。

（事務局）

分譲の希望の状況等を見極めたうえで，幅を決めて，希望が多い場合はこちらで構える

説明を以前させていただきました。

（委員）

なぜ，こちらに移そうとするのでしょうか。

（事務局）

基本はこちらで構えるようにはしていますが，幅については実際に埋立てをするときに

調整，検討してご相談させていただく形になると思います。

（委員）

計画をきちんと決めて，分譲はそれに併っていただき，工場用地がいるのであれば早く

埋め立てたらいいのではないのですか。来る度に計画が変わるのは止めていただきたい。

（事務局）

分かりました。基本はこちらのほうでします。緑地の目安は２ｈａから４ｈａとしてま

す。

（委員）

ここは，野球とかサッカーができる広さをお願いしていたのですが。

（事務局）

それも文章でその旨記載させていただいてますので。委員からご意見をいただいてます

ので。憩いの場としてグラウンドの整備ということを，しっかり文章にさせていただいて

おります。

（委員）

以前にもお願いしたが，来る度に計画を変えるのは止めていたただきたい。

（事務局）

分かりました。そのあたりはきちっと修正して構える形で記載させていただきます。
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緑地の使い方の部分ですが，今，グラウンドというお話があって。あと，地元の委員のほ

うからも駐車場がなかなかなくて，特にトラックの待合場所がないというお話もあったの

で。第２回委員会でご説明させていただいたのですが，ここはグラウンドのように広場で

整備をしていたら，平日はあまりグラウンドの利用がないかと思うので，平日は企業さん

が例えばトラックの待合場所として駐車場を使っていただいて，休みの日は地元の方がす

るときの駐車場に使うとかグラウンドに使うとか。そういう形で「憩いの場」とか「駐車

場」といったキーワードを入れています。

（委員）

駐車場って最初ここにも計画がありませんでしたか。

（事務局）

こちらにもあるんですけど，こちらを緑地にするときに駐車場を必ず整備するようにな

りますので，そこを平日に緑地を使っていないときはトラックの待合場所とか，そういう

形でも使っていただけるように。

（委員）

トラックの待合場所はどうるすのですか。ここグラウンドとか公園みたいなの作ってい

ただいて，津波の避難用に高さも上げて作って欲しいとお願いしていたのですか。

（事務局）

高さを上げる分に関しては，後ろに記載をしております。

委員からのご意見だったと思うんですけど，水辺がこの中少ないので，ここいらに親水

機能みたいなものを持たせてほしいというご意見がありました。

（委員）

こちらは釣り場に行けるような機能があれば，ありがたい。

（事務局）

そうですよね。ちょうど今ここでポンプを据える工事をやっていると思うんですけど，

ここに水路が残りますので，残った水路も活かすような形で。例えば階段式の親水護岸み

たいにして水辺に近寄れるような形で親水機能というキーワードも入れています。また，

ボートパークを元々計画しているんですけれども，ここにも釣りとかをできるように。当

然ある程度陸上部分を作ってやらないと，ボートパークの下で陸上保管場所などいろんな

施設が建ちますので，そこにもを何とかして，水辺に近寄っていける，釣りとかもできる

ということで，親水機能というのを今回追加しています。緑地とかの分に関しては地元の

委員の意見をベースにする形で，前回の２７年の計画から修正させていただいております。

ご意見をたくさんいただいたのが津田のフルＩＣの話で。計画がどうなるのかというこ

とですが，確認したのですがやはりまだ決まっていないようです。そのため，どれだけの

面積を確保したらいいかはっきりしていません。我々としてはフルＩＣは必須という風に
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考えていますので，フルＩＣの整備がされるときに支障をきたさないように，しっかり必

要な面積を最大限確保すると。

（委員）

フルＩＣになったら，ここの工場用地が減ることはないのでしょうか。

（事務局）

売らないように，その分は先に取っておくようにします。そうしなければ，工場が建っ

た後で道路の用地が必要になりますが，企業に退いてくださいとは言えないので，最大限

考えられる範囲で広めに取っておこうということで計画しています。

（委員）

フルＩＣになったらかなり広くなりますよね。

（事務局）

そこは考えられる範囲で最大限確保できるように考えています。

（事務局）

これが最終のとりまとめた全体の図で，今までの説明分を１枚にまとめた形にさせてい

ただいております。大きな違いとしては，先ほど言ったように第二水面貯木場をきちんと

ブロック分けをします。

（委員）

これだけは工業用地ってことで，よろしいでしょうか。

（事務局）

幅はご意見を聞いて調整しますので。ここの点線はまだイメージで描いているだけで，

配置として。企業用地は既存の企業にひっついているほうが，次の使い勝手がいいと思わ

れますので。

（委員）

トラックの駐車場用地といったが，運送業が既にだいぶ入っているが，あれとは別にな

のですか。

（事務局）

別です。会議の中で，地元委員がおっしゃっていたのは，荷物を運んできた人が待つ場

所がないという言い方でした。

（委員）

今，高速道路ができていますよね。高架下を駐車場するのはどうですか。
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（事務局）

そこは国の管理部分で，第２回のときにお話をいただいて，国に確認したが，そこをど

う使うのは決まっていないようで。またそれが貸し出せるというような話になれば，そう

いうことができると思われます。

（委員）

高架なので，下には広い空間が生まれる。そこを利用して，こちらのほうは公園の用地

をできるだけ広くしてもらいたい。これだけの海岸の広いところなので，当初からお願い

していた広さの公園用地を作っていただきたい。

（事務局）

そこは状況が決まったら，計画をご相談しながら進めていけるようにしたいと思います。

（委員）

（活性化計画の概要について）ここは工業用地ですか。

（事務局）

そうですね。前は港湾関連用地として，木材を置く場所のままになっていたんですけれ

ど，それがバイオマス用の工業用地に変わったということです。

（委員）

ここが公園になって，それで工業用地はこの半分になるってことですか。

（事務局）

半分というのではなくて，広く言えば工業用地は西側，公園は東側，にぎわいはこの南

側，と言うようになります。

（委員）

この道路の周辺を、ということですね。

（事務局）

そうですね。そうすれば道路ができてアクセスがよくなりますので。

（委員）

道を埋め立てて広げるってことですね。

（事務局）

そういう計画になっています。ここにＩＣができるんですけど，今通ってる大きな道が

これになります。そしてここに新しい道がまっすぐできますので。
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（委員）

水門のところで曲がっていますよね。そこを広げるんですね。

（事務局）

そうですね，水門のところを道路にしようと。

（委員）

それで，ここを駐車場とかの用地にするってことでしょうか。

（事務局）

駐車場とかにぎわいの拠点に。そして緑地をこっち側にもってきて，企業の分譲をこっ

ち側にもってくるというイメージです。そのほうが使い勝手がいいだろうということで。

そうすればこことこことここが皆一体になります，緑地をつなげて。普通ここが離れてし

まいますので，そういうのもあって，こっち側に。そして，企業用地をこっち側に。

（委員）

こちら側の人が続けて使えますので，企業用地もこちらのほうが良いと思う。

（事務局）

そうです。それもあって，こちら側にさせてもらっています。

（委員）

そうしたら公園にも遊びに来れる。間がとんだら公園も商社の人が来れないですよね。

（事務局）

そうですね。

（事務局）

分譲の開始につきましては，本来であればこの春から申し込みの受付を開始する予定だ

ったのですが，沈下をきちっと安定する状況を見極めないと，企業に安心して進出してく

れないと。そうしたところも懸念されるところだったので，だいたい１年程度，令和３年

の春頃に手続開始という判断に至りました。

（委員）

売り出しが１年遅れたっていうことですね。売り出しして売れたらこっちを埋め立てる

のですか？何年くらい先になるのですか。

（事務局）

状況にもよると思います。
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（委員）

申し込みは結構あるにはありますよね。コロナの関係で，すぐに売れるかどうか分かり

ませんが。

私が思うに、これはおそらくリーマンショックを超えるのでは、と思っています。リー

マンショックは金融関係だけでしたが、今回はモノも人も止まっている状況で、リーマン

ショックより酷い状況にあると思っています。

（事務局）

そういうことが懸念される状況ではあるが，売却はやっぱりしていきたい。これまでは

団地のところで高潮や台風のときに浸水の被害を受けていた企業もあるので，早く移りた

いというような声も聞いております。令和３年春くらいから分譲手続を開始できるように，

精一杯頑張って工事は進めて行っています。

（委員）

こちらのほうは，埋め立て直して高くするのですか。

（事務局）

それはなかなか難しいです。

（委員）

工業用地で，既に売ってる土地だから，買い上げていうのはできないですよね。隣のほ

うが低くなるが、問題ありませんか。

（事務局）

恐らく一番気にされるのは，排水の水をためていたのが，土地になってしまったらそれ

が全部そちら側に移ってしまうんじゃないか，と思われます。

（委員）

排水溝全部作ってますよね。排水溝は，あの大きさでいけるのですか。

（事務局）

計算して十分いけます。

（委員）

雨量は，どのくらいで計算してるでしょうか？

（事務局）

技術的な話になりますが，３年，５年，１０年，２０年，３０年という段階が色々ある

んですが１０年確率での計算をしています。
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（委員）

１時間雨量は何ミリ計算ですか。

（事務局）

降り方にもよりますが，シミュレーション上は１時間８０ｍｍの降り方。その前後の降

り方で当然たまっていく量は変わりますが。

（委員）

最近１００ｍｍと言うのもあるが，８０ｍｍで計算していたら大方いけそうですよね。

（事務局）

そこは確率論の部分になりますので。例えば５０ｍｍでもずっと５０ｍｍが降り続けた

ら多分だめかもしれませんが。

（委員）

そうですよね。８０ｍｍ流れるくらいであれば大丈夫ってことですよね。それくらいで

あれば問題なさそうですよね。ずっと何時間もは難しいでしょうが，海に近いから，すぐ

に流れるけど，高潮のときが心配。

（事務局）

潮の加減もあるので，仮のポンプを付けています。強制排水できるように，潮が高くて

も水を吐き出せるように。

（委員）

知っている。見に行って，動いてるのを見て来ている。大きいポンプをつけてるよね。

（事務局）

それをきちんと工事して，仮設ではなく本設のポンプを配置して，ここで受けた水は強

制的に排出すると。ここの２ｍ高い土地の排水については，直にこちらの方に流すと。

（委員）

こちらは，この前台風が来て高潮になったとき，排水路から逆に水が流れて噴き出して

きたって聞いた。地元のポンプ車も迎えにきた。排水だけは，せっかく作るのであれば，

計算してくれたら構わない。排水の容量は足りるよう作ってください。

（事務局）

そこはちゃんとシミュレーションした上で，ポンプにつきましても１秒で４ｔの排水能

力をそなえた一気に排水できるポンプを設置します。
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（委員）

分かりました。

（事務局）

委員会では今年の春頃から分譲開始とご説明させていただいていたが，沈下の問題とか

色々難しい部分があって，１年程度分譲開始がずれると。

（委員）

それはこの前聞きました。ただ，公園がこちらに行く話は今まで聞いていませんでした。

公園の整地と街づくりは前からお願いしているので，考えていただきいです。

（事務局）

承知いたしました。委員会の今後の流れですが，これから御意見を頂かなければならな

いのが，分譲の計画をどうするかとか，最後の分譲を実際にするときの手続についてご意

見をいただきたいので，またご協力よろしくお願いします。
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出 席 者 Ｆ委員

開催日時 令和２年３月２６日（木） 午後２時３０分から午後３時まで

【事務局より説明】

（委員）

既存の企業が気にしているのは，計画がどんどん進んでいって，賑やかになって，交通

量が増えたり出入りが多くなって。木材の企業もまだたくさんあるのですか。道路で積み

込みしたり道路で荷物を降ろしたり敷地いっぱい使ってる会社が多い。それで，全体が賑

やかになってくると，もしかしたら駐車場。車を道路沿いに置けないとか，荷物も積み下

ろしの用意ができるようになるのではないですか。

（事務局）

交通量が多くなったら，路上駐車は邪魔になる，危ない。ということですよね。

（委員）

企業の敷地，もともとそういう道路の使い方をする工場のレイアウトになってるから，

それが駐車場も駐輪もできないということになると。道路の構造や全体の流れからすると，

困る人が出てくる。今まで通り使わせていただかないと調子が悪い会社さんもたくさんあ

ります。自分の敷地内に駐車場を構えているとこもある。路上は駐車禁止でないが，車を

置いているかたは，気にしている人は多いです。

（事務局）

一度委員会でもご意見いただきまして，完全な解消というのはなかなか。例えば荷物の

積み下ろしに関していえば，工場の前でなければ、離れた場所でする意味というはないの

で，それはもうそういう形でやっていかざるを得ないと思います。それ以外の車，例えば

待機する車とかは，できるだけ場所を別のところに構えておいて，時間が来たら移動する

という形で、緑地の駐車場を併用してご利用していただくような計画にいたしましたので，

そういう形で運用をしていただければと思います。あとは，地元の委員がおっしゃってい

たのが，高速道路の下が，高架の下になるのでここにスペースがたくさんできる，という

ことで，そこを駐車場として使えたら，また変わってくるのでは。というご意見をいただ

いています。ただ，第２回委員会でも回答させていただきましたが，あそこは国の敷地に

なりますんで，下の空間利用をどうされるか決まっていないようなので，そんな状況が出

てきたら色々検討しなければいけないと思っています。

（委員）

そうですね。駐車場として敷地に入っていた企業は多いので，この道路で停めて，道路

で積み下ろしをしているのに，それが変わったら非常に困ると思います。
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（事務局）

そのあたりはそれぞれの企業さんで，また別に敷地を構えて職員を塞いどるところもあ

りますし，ここの狭い中で窮屈ながらも我慢して使われるところもあり，まちまちなんで

すけども。抜本的に既存の団地を再配置する以外，とてもじゃないけどできないと思いま

すので。もしかしたら今回はここの土地の中で一部移転なり部分移転なりしていただいて，

そうしたところの既存部分を使いながらで上手く作業スペースなり車の積み下ろしという

のもできる可能性もあるでしょうし，ここはやってみないと分からないかなと思うところ

ではあります。

（委員）

この間の説明会で道路の配置を見せて頂いたが，ここを２ｍで嵩上げ。２ｍ上がると，

ここが傾斜になりますよね。そうすると、ここにこう乗り物がこうあって割とこのスペー

スが使い勝手が悪いですよね。出入口もここ辺りくらいしか作れないと思う。

また，この両サイド。ここは曲がってるんでポンプ場があって道路が上がっていくとこ

ろは，企業は嫌ってるのではないのでしょうか。

（事務局）

可能性はあると思います。

（委員）

こういうところを例えばこの近隣の駐車場を使ってもらうとか。ここに 1か所駐車場が
あったらいいかというと解決しないと思う。例えば，こちら側にあるほうが，いいですけ

ど。道路のこちら側だと，デッドスペースができてくると思う。

（事務局）

こういう使い勝手が悪いなと敬遠されるところが出てくると。そこをどう使っていくの

か，というのは，仰っていたような，例えば組合の方々の駐車場とか，そういう形で組合

で買っていただくとか借りていただくとか色んなことを考えていかなければならなくなる

と思っています。

（委員）

にぎわい拠点というものが第 1回から聞いていましたが，にぎわい拠点って一体何か思
っているところ。市の管轄になりますが，具体的に言ってしまえば道の駅なのですか。

（事務局）

当初は道の駅という形で計画を立てましたが，今回委員会をする中で，単なるそういう

ものでなくて，キーワードとして「地元が使えるもの」「団地の企業が使えるもの」とい

うのが，出てきた大きなキーワードで。そこで，展示機能，要するに地元の企業が使える

もの。そして，憩いの場として働いている方も利用できるし，地元の津田の町民からも利

用できるような憩いの場。あと，親水という意見がキーワードとして出てまいりましたの
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で，それをできるような施設，機能を持たせるということで今回表記をさせていただきま

した。道の駅というのは，どちらかというと地域の外から人を呼んできて，物を売るとか

何か食べてもらうという機能が当初の計画でしたが，それではなく，地元密着型の地元の

方，団地内企業の方が利用できる施設の機能を持たせるというように今回変えたというの

が主な中身になっています。

多目的に使える，交流できるような施設みたいになるかも分かりませんし地域で働いて

いる方々が、福利厚生というわけではないのですが，そういうふうな憩いの場みたいな感

じで，もしかしたら将来計画するようになるかもしれません。

（委員）

あと，第一水面のところ，ボートパークの話がありますが，募集かけてるアンケートの

中で結構進出したい企業の数が多いので，出来れば第一のほうも将来的には埋めるかもし

れんというような話だと。海岸のどこになるか分からないが，そういう施設を作ると埋立

てのときに支障が出るのでは。

（事務局）

そこを整備するときに，需要動向に応じて，例えばボートパークの部分を南側に寄せて

手前側は企業用地に使うとか，また緑地だってもっと広くいるという話が出るかもしれま

せんので，柔軟に対応できるように。というのは，将来１０年２０年先ってなかなか先が

読めないので後々対応できるような形には文章上させていただきました。絶対そこはもう

ボートパークで、後は何も使えませんというような文章は、第２回のときにそういうご意

見を色々いただきましたので，こういう形に文章のほう，計画のほうさせていただいてま

す。将来にも後で柔軟に対応できるような記載をさせていただきましたので。それから人

口が減ってきたら，ボートパークで船自身も減ってくる可能性もありますので，それも企

業活動の用地として，ご要望が出てくるかもしれませんので，その時々でしっかり計画を

立てて，皆さんにご意見をいただきながら進めるようになるかと思います。

（委員）

ここの岸壁は広くなるのですか。

（事務局）

マイナス１２ｍの岸壁の計画があります。

（委員）

ここに計画があるのですか。ここにバイオマスの燃料を作るのですか。

（事務局）

これが今の計画なんですけど今は１０ｍの岸壁があって横に１２ｍの岸壁が２４０ｍ計

画されていて，道路もにぎわいの議論のときにいろいろあったと思いますが，道路も団地

の真ん中を抜けていくように企画がされています。岸壁のところへ行けるように。そして
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にぎわい施設がここにある、緑地がここにある，企業用地がここにある，という構想があ

ります。真ん中からアクセスするように，計画はしております。

（委員）

やっぱり東西の道路が渋滞しているので，今でも何分くらい酷かったら５分くらい渋滞

して，やっぱり末広に上がる車が圧倒的に多いんですよ。左折がものすごく多くて。ここ

の車線を広げるとかしないと朝夕の通勤がすごい。これは，また開通するとこっち入り込

んでくる人もおるかも分からないのでは。

（事務局）

ここはアクセス道路の改善の計画をもって，まだ工事してないけど段取りをするように

は聞いていますので，部分部分でしっかり判断してやっていただけると聞いています。地

元で多分ご心配が多い。特に住民のかたがこちらの会社の方も当然物流が滞ってしまった

ら生産活動に影響を及ぼしますので，そういうご意見があったということはお伝えさせて

いただきます。策定の手続や分譲の計画について，検討を進めて会議を開催させていただ

くと思いますので，その節はよろしくお願いいたします。
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出 席 者 Ｇオブザーバー

開催日時 令和２年３月２７日（金） 午前９時から午前９時３５分まで

【事務局より説明】

（オブザーバー）

港湾計画関係の記載がいくつか出てきてますけど，今，徳島県は，一部計変というか土

地利用の変更とかしながら。基本的にうちは多分チェックしてると思うので，港湾計画の

大枠の中での一部の変更みたいな形になっていると思うんですけど，逆に土地利用そのも

のがこれからの港湾計画を議論するときの，大きいところから小さいところではなく小さ

いところを重ねていくことによって港湾計画のほうに足かせになってないかな，というの

が気になってるところで。当然，全体はおさえながら変えていただいるんですけど，その

あたりどうなのかな。売り出すのが遅れると言っていましたよね？

（事務局）

そうです。

（オブザーバー）

全体計画との整合を，本当に売り出してみる中で考えていかなければいけない時期にな

っているのかなという気もしています。

（事務局）

そうですね。いちばんが中期構想も今回できて。そもそも港湾計画自体の目標年次が２

０年代半ばということで過ぎているという部分もあるので。まず，本来なら全体，色んな

個別の地区の計画が出揃いつつあるので，その中で一回見直しをかけないといけないとは

思ってはいるんですが。

（オブザーバー）

言いたいことは分かります。いま全体を一気に固めていくのは難しいと思う。けれど，

やりたいことばっかり詰め込むとややこしくなる，という話もあって。中期は港湾計画の

中でのそれができるのであれですけど。少しそのあたりの下協議というか，それが長期の

委員会になるのかもしれないけど，ぼちぼち始めておかないと。どんな形がいいのかよく

分からないですけど。方向が見える中で，中期にもう少し長期な話を突っ込んで，まずは

やるのがいいのかもしれない。

（事務局）

そこは我々も課題という風には認識しています。確かにおっしゃられているように今は

その地区の課題をとにかく解決する，その都度その都度ずっと港湾計画，軽変でやってき

てますんで本来は一回全体を俯瞰して港としてどうしていくべきかという目標の部分をき

っちり押さえて，その中で個別の部分を詰めていくというのが順番なんだろうと思います
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ので。引き続き我々も問題意識を持って取り組んでいきたいと思います。

（オブザーバー）

この中での道路関係みたいなのは当然土地利用なんで，道路敷として計画を落とし込む

ほどの道路じゃないんでしょうけど何か新しい道路とか考えてるのですか。

（事務局）

この中には区画割の道路は入れるようにしています。そちらは後程説明させていただこ

うと思います。あとは臨港道路としては，港湾計画上のは今ここに計画が１２岸に連なる

ものがあるので，それはそのまま位置づけを残しています。というのは，ここの道路がで

きるので，にぎわいも道路に近い、緑地もアクセス１本で出来てくるということで、この

へんに固めてますので、そこは今のところ変える予定はないと思う。そして１２岸も，今，

木材船がだいぶ船の船形が大きくなってきて，ファーストで入れずに沖待ちしたりとかセ

カンドで入ってきたりしてますので，１０岸ではなかなか対応できるような状況になって

きてないので恐らく１２岸，もしくは船形によっては今度の大きな見直しの中では岸壁の

水深を変えるとかいうことも出てくるのかもしれないと思います。

（オブザーバー）

にぎわいとか来ると，道路の性格上ひょっとしたら変わるのかもしれないが，貨物の道

路じゃない道路を並行させるのか，というようなことも。

（事務局）

そこは今後，特に第二水面に着手するときに色々と検討していかなければと思っていま

す。

（オブザーバー）

ありがとうございます。

【事務局より、分譲計画について説明】

（オブザーバー）

道路は２車線ですか。

（事務局）

２車線です。全幅９ｍで，３ｍ，３ｍ，路肩１．５ｍです。

（オブザーバー）

乗用車。貨物車系統ですか。



- 26 -

（事務局）

そうですね。若干今の中通ってるのはもっと，１２くらいあるのですが，中よりは狭く

はなるんだろうと思います。これも実は葛藤があって，広ければ当然使い勝手はいいんで

しょうけど，そうすると分譲面積が少なくなる。結局、企業にとってどっちがいいのかと

いう話もある中で調整した結果メイン道路９ｍという形での整理をさせていただいてま

す。

（オブザーバー）

ここの土地を売ったときに，どれくらいの建物を建てれるか、網は被せていますか。

（事務局）

ここはまだ工業用地にはなっていない。都市計画法は５年に１回しか大きな変更をさせ

てくれないという事情がありまして，今度は令和４年度の末が見直し時期になります。そ

れまでは調整区域状態になります。周りが工業用地と準工になっておりますので，それに

合わせるしかないと，そのようには考えております。どちらかというと分譲要綱で縛るこ

にとなる。

（オブザーバー）

都市計画にかけるのがいつですか。

（事務局）

令和４年度の末です。

（オブザーバー）

道路とかの網のかけ方で来る企業を縛っちゃう感じもあります。重量物が走られる道路

とかね。まあそれはまた後の議論ですよね。

（事務局）

場合によっては舗装構成とか，そこは変えなければいけないと思っています。

（オブザーバー）

せっかく海も近くにあるから使えるようにしとったほうが良いと私達は思いますが，色

々な企業が来られる範囲に広げておいたほうがいいと思います。

（事務局）

様々なバランスを取りながらになるとは考えています。

（オブザーバー）

ポンプ場って恒常的なポンプ場ですか。
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（事務局）

そうです。今は仮設のポンプをつけていますが，本設は，今，工事中なので。それで水

は出せているはずです。

（オブザーバー）

そうか。でもここに水路ができるよね。ここで出していても別段埋めるのに，そのポン

プ場があるから，どうのこうのというタイミングではなくなるのですか。

（事務局）

そうですね，水路は残すようになりますので。策定については作業を進めて参ります。

分譲計画に関しては引き続きよろしくお願いします。

（オブザーバー）

メンバーは変わらないのですか。

（事務局）

変わらない形で運用しようと思っています。その節はまたよろしくお願いします。
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出 席 者 Ｈオブザーバー代理

開催日時 令和２年３月２７日（金） 午後１時３０分かから午後２時１５分まで

【事務局より説明】

（オブザーバー代理）

沈下の話はどこでも問題になっていて，皆苦労しているので，これは止むを得ないのか

なと思います。地元にも説明をされているみたいですが，地元の説明の範囲とはどれくら

いの範囲ですか。

（事務局）

説明会の案内は連合会のリストで，ここの中の企業と関連企業で外にいる小松島とかの

企業も数社含まれています。

（オブザーバー代理）

木材団地のかた，いわゆる地元のほうは地元のほうで別にするのですか。

（事務局）

地元の委員には行きまして，埋立の状況とか工事の状況を説明しました。やっぱりイン

ター線，接続道路のことをいちばん気にしておられました。東部県土整備局の局長も一緒

に行きましたので，そうしたインター線のことも委員に話をさせて頂いて，インター線は

今後改良していくということはお伝えしたうえで了解をいただいております。

（オブザーバー代理）

私どもの認識としては，時期がずれるということは，こちらの企業さんと地元の人と，

両方説明をしていただいているということでいいですか。

（事務局）

はい。土の量としましては２月末の時点で９６％なので土を搬入するダンプの量という

のは徐々に収束していくが，それに並行して高速の工事とかもやっているので，見分けは

つかないと思われます。その中でここの通行量が１年伸びるかななど心配されていたとこ

ろにつきましては，今の状態がそのままスライドするわけではないということで，ご理解

をいただいています。

（オブザーバー代理）

緑地をこちらのほうに移動して集約して，将来的にできたものの管理はどこがするよう

になるのですか。

（事務局）

そこまでまだ事業化ができていないので検討を出来ていません。
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（オブザーバー代理）

ここにあるのも，そういう話はないのですか。

（事務局）

そうです。どちらかというと企業さんの要請が非常に強かったので。埋め立て計画を立

てるときも緑地は難しいだろうということで今回この委員会を立ち上げさせていただいて

一旦第二に集約という形にいたしました。

（オブザーバー代理）

管理の方法については決まっていないのですか。

（事務局）

そうですね。最終的には今埋め立てている第三のほうでは，緑地は設けないということ

になりました。

（オブザーバー代理）

分かりました。市役所のほうも公園緑地課というところがありますので。この辺りの緩

衝緑地は県が管理してもらえるのか，そのあたりが定かでないんですが。

（事務局）

そこの緑地はまだ計画としてあるだけです。

（オブザーバー代理）

こちらに新しく企業さんが来るとしたときに水道はこちら側の水道から引っ張ってくる

のですか。

（事務局）

今の水道から引っ張ってきます。

（オブザーバー代理）

増設はしないくても大丈夫ですか？ここの水道は，このように繋いでますよね？管を太

くするといった工事を津田地区の中でしなければならないのでしょうか。

（事務局）

それはないです。水道局さんのほうにも設計段階から協議でしてまして了解を得ており

ます。

（オブザーバー代理）

大丈夫そうなんですね。下水の処理はこの中でするのですか。
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（事務局）

下水は来ていないので，敷地内で処理します。

（オブザーバー代理）

グラウンドを作るとのことですが，地元の人が要望されていたので，スケール感がよく

分からないのですが，グラウンドとかだと相当広いスケールを取らなければいけないのか

なと思う。

（事務所）

緑地の面積としては大体２～４ｈａを目安規模として考えています。これは前回と変え

ない形でさせてもらいました。両方で２～４ｈａだったので，それをこちらに移しただけ

です。

にぎわいは，大体１～２ｈａということで位置づけをしております。あとは実際に計画

を詰める段階で地元のご意見をうかがいながら詰めていくようになると思います。

（オブザーバー代理）

可能性として取れるぐらいの広さがあるなら，サッカーとか野球とかいう話もできます

けどね。

（事務局）

ここに１２ｈａありますので，その内の２～４ｈａなので，取ることは可能かと考えて

おります。

（オブザーバー代理）

あそこは実際にどのような使い方をするのか。グラウンドがいいのか色々あるとは思い

ます。

（事務局）

今の地元の一番の要請は，グラウンドということです。

（オブザーバー代理）

なるほどね。結構盛んなところですよね。

（事務局）

する場所がないので，勝浦川のほうに行っていると，確か地元の委員が仰っていました。

地元で野球とかサッカーとか，子供たちができる場所がいるというのが地元の声だそうで

す。

（オブザーバー代理）

避難について避難計画が強靭化のところにあったと思いますが。
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（事務局）

２ｍ。こちら側に今してますけど，こちらも同じようにＬ１対応で２ｍの嵩上げ、

これは緑地も全部含めて嵩上げという形で考えています。

（オブザーバー代理）

こちらとこちらの２ｍ高さがあるということは繋げたらいいと思うけど，高さがあるの

で，そういう一連のっていうのではないのですか。

（事務局）

例えば事務所機能をこっち側の高いほうに移して，事務所のなくなったところに駐車場

を構えるとか工場を拡大するとか，そういう使い方がメインになるのではないかと思いま

す。そこは実際に購入される企業さんによって利用の仕方は変わってくるだろうと思いま

す。

（オブザーバー代理）

２ｍの差っていうのは法長でなく高さの方ですか。

（事務局）

そうですね。

（オブザーバー代理）

観光ですが，オーシャンフェリーが向こうに行って，将来的には１年か２年遅れて川内

のほうから繋がって、という話ですよね。県都の観光とかいう表現に変わってるのですね。

（事務局）

「県都の新たな玄関口」になって「四国」だったのが「県都」に変わっています。徳島

市の新しい玄関口が，ここだけでなくもう１つ高速道路ができるという意味です。

（オブザーバー代理）

将来的に結局ここの木材団地というのを，どのような地域になりますみたいなのは，ど

こに書いているのですか。

（事務局）

柱としてはこういう形で木材団地を再生，リノベーションという形となります。

（オブザーバー代理）

どういうリノベーションをするかというのは，なかなか難しいですよね。

（事務局）

基本は，できるだけ企業用地の分譲に関しては地元の方に配慮をしなければならないと
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いうのが，２回目の委員会でのご意見なので、そこを考えながら分譲計画とか分譲要綱の

中でご意見いただいて，考えていくようになるのかなと思っています。基本せっかくここ

でやってるので，地元の産業にとって一番良いものにすべきだ，全然違うものをよそから

持ってくるというよりは，できるだけ配慮してあげてくださいというのが大きなご意見だ

ったので，今後検討を進めていくような形にしています。それは分譲計画や要綱のほうで

検討していくようになると思っています。

（オブザーバー代理）

令和３年から募集開始するのですか。

（事務局）

令和３年の春くらいから。約１年後くらいからです。

（オブザーバー代理）

ここの交差点，三叉路のあたり多分相当混むんじゃないかなと思います。ちょっとずつ

広がっていってますか。

（事務局）

そうですね，あの辺りは改良するような手筈になっていると聞いてますので。環状線の

末広大橋に行く道へのアクセスを良くして滞留していたものを捌けるように，というよう

なイメージで整備すると聞いています。

（オブザーバー代理）

道路が急に広がるので，信号ってできるのかなと思いました。ここからここまでの間。

なかなか広げるのは大変だと思うので，ここの信号とここの信号で。この辺もちょっとず

つ広くなってきてます。

（事務所）

あとは右折レーンとかを導流帯を長く取ったり，こことここを一括して繋ぐようにして

いく計画だと思います。

（オブザーバー代理）

そういう計画なんですね。ここと違うけどそのまま地面の道路で乗り上げていけばいい。

こっちは高架で来てるので両方高架でどこかで結ぶのが大変だろうなと思っていました。

（事務局）

ここは平面タッチになっています。

（オブザーバー代理）

平面なんですね。平面から上がっていけばいいので用地買収が出来たら繋げる可能性が

高いんだ。分かりました。ぜひお願いします。
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（事務局）

しっかり分譲に向けて頑張っていきますので，引き続きご協力をよろしくお願いいたし

ます。
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出 席 者 Ｄ委員

開催日時 令和２年３月２７日（金） 午後２時３０分かから午後２時５５分まで

【事務局より説明】

（委員）

ハーフ IC自体はいつできるのですか。

（事務局）

ハーフ IC は令和２年度中ということで。ここから徳島東間，マリンピアとの間が出来
るという形になっています。マリンピアから徳島ＪＣまでは令和３年度中。これで関西と

ここが全部直結するというようなイメージと思っています。フルＩＣの計画がはっきり決

まっていないので企業に分譲した後でＩＣの土地が足りなくても困りますので，我々のほ

うで最大限配慮するという形で，できるだけ余分にＩＣの用地を取っておくという形で対

応したいと考えています。

ここの見出しなんですけど，前回の計画のときは「四国の玄関口となる交通結節点」

という形になっていたんですけど，前回のときはまだオーシャン東九フェリーが津田につ

いてて，ここから東京とか九州とかにつながっていました。

（委員）

今はどこについてるのですか。

（事務局）

対岸のマリンピアのほうに移転しています。ただ，ここに新たなＩＣができるというこ

とは，県都，徳島市の新たな玄関口ということになりますので「県との新たな玄関口」と

いう形でタイトルを変更させていただきました。

（委員）

県外の企業さんがご希望されているのが多いのですか。

（事務局）

団地内の企業が多いと思います。今後，分譲に関して，ご意見をいただければと考えて

います。計画のほうは策定に向けて手続きをしてまいりますので，またよろしくお願いい

たします。


