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はじめに
　今日の地方行政を取り巻く環境については、急速に進行する少子・

高齢化社会に対応した福祉・医療サービスの充実や、地震・津波等の

自然災害の発生に備えた防災・減災対策の推進など、様々な行政諸課

題への適切な対応とともに、地域の実情に沿ったきめ細かな行政サー

ビスの持続的な提供が求められております。

　また、国・地方ともに人口減少局面を迎えた現在、地方自治体がめざすべきまちづく

りについては、人口減少を踏まえた効率的な行政運営の視点とともに、地方の創意工夫

をいかした施策の取り組みの推進などが大きなテーマとなっています。

　こうした諸課題を背景としつつ、この度、平成２９年度からの１０年間を計画期間と

する「小松島市第６次総合計画」を策定し、本市が目標とする都市像を“未来へ輝く　

希望と信頼のまち　こまつしま”といたしました。

　この「キャッチフレーズ・テーマ」に沿って、小松島で住みたい、働きたい、また、

安心して子育てができるまちづくりの推進を念頭に、あらゆる世代誰もが「未来への輝き」

を実感し、将来への「希望」をいだくことができるよう、市民の皆さま方との協働による「信

頼」が得られる『こまつしま』をめざしたいと考えています。

　

　今後とも本計画の実現に向け、市民の皆さま方と共に手を携え、市政の歩みを進めて

まいりたいと考えていますので、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し

上げます。

　おわりに、本計画の策定にあたって、貴重なご意見、ご提言を賜りました市民の皆さま、

市議会議員並びに小松島市基本構想等審議会委員の皆さまをはじめ、関係各位に心から

厚くお礼申し上げます。
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Ⅰ　総合計画の策定にあたって

１．総合計画策定の背景と目的

　小松島市では、平成２８年度までを目標年次とする「小松島市第５次総合計画」を平成２１年３月

に策定しました。目標とする都市像を「安全・安心・信頼のこまつしま」と掲げて、自主自立のまち

づくりを推進してきました。目標年次の中間年度にあたる平成２５年度からは、本市の財政状況や地

域を取り巻く社会情勢の変化などを踏まえ、後半４年間を計画期間とした「小松島市第５次総合計画」

（後期基本計画）を策定して、様々な施策に取り組んできました。

　この間、我が国における社会情勢は、未曽有の被害を出した平成２３年３月の東日本大震災を教訓

に、全国的にも喫緊の課題となった防災・減災対策をはじめ、近年は、日本企業の国際競争力の低下

や少子高齢化に伴う社会保障の世代間格差の拡大、また、非正規雇用の増加など労働環境の変化を背

景とした貧困問題やＴＰＰをめぐる農業制度改革の動向の他、平成２７年１０月からのマイナンバー

制度の導入による国民生活への影響など、様々な課題が山積しています。

　また、人口減少抑制という国を挙げての課題に対しては、平成２７年度に「人口減少・地域活性化

対策」を目的に、２０６０（平成７２）年の将来目標人口を３万人とする「小松島市人口ビジョン」と、

合計特殊出生率や新規雇用者数などの数値目標を掲げた、平成２７年度からの５か年計画「小松島市

まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しています。

　一方、本市の財政状況については、平成２３年度普通会計決算で平成１６年度以降発生していた累

積赤字を解消し、一時期の深刻な財政状況からは脱却しています。近年は、災害に強い安全なまちづ

くりの推進に向けた防災行政無線や津波避難施設等の整備等の「防災・減災対策」をはじめ、小松島

南中学校の建設も含めた学校施設耐震化や本庁舎耐震化などの「公共施設等耐震化対策」の他、「浸

水排水対策」としての金磯南雨水ポンプ場の供用開始など、長年の懸案課題に対応しつつ、市民生活

の安全・安心の確保に向けた取り組みを進めています。

　しかしながら、今後、中期的な財政見通しでは、平成２８年度から複数年にわたり整備を行う「日

峯大神子広域公園（脇谷地区）整備事業」の他、「防衛施設周辺洪水対策事業」などの大型建設事業

を実施していくことから、依然として厳しい状況を認識し、財政運営を進めていく必要があります。

こうしたことを踏まえ、平成２７年度からの「小松島市行政改革プラン２０１５」においては、今後

の人口減少社会を見据えた政策実現を可能とすべく、長期的にも安定的な財政基盤の構築に向け、構

造的な改革に取り組んでいます。

　本市では、こうした様々な懸案課題などを検証する中で、引き続き自主自立のまちづくりの推進を

念頭に取り組んでまいります。また、「地方創生」による人口減少対策や地域振興の視点をベースに、

将来の人口減少社会に十分対応可能な効率的、かつ戦略的なまちづくりを推進していくため、今後の

国の政策動向や地方自治を取り巻く諸状況の変化なども勘案しつつ、「小松島市第６次総合計画」を

策定するものです。
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２．総合計画の役割

　総合計画は、すべての政策分野における行財政運営の基本となる小松島市の“最上位計画”の位置

づけです。本市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るために策定する計画であり、以下のような役

割を持ちます。

役割１　本市における総合的な指針

　小松島市の行政運営の総合的な指針として、将来を展望した総合的かつ計画的な行政運営のた

めに各種計画や施策の基本として活用するものです。

役割２　市民参画のまちづくりを進めるための共通目標

　今後のまちづくりの方向性と必要な施策をわかりやすく示し、市民と行政が協働してまちづく

りに取り組むための共通目標となるものです。

役割３　地域経営を進めるための行財政運営の指針　

　地方分権や地域主権、並びに、地方創生の時代にふさわしい地域経営確立に向けて、様々な施

策や事業を総合的かつ計画的に推進するための、行財政運営の指針となるものです。

役割４　広域的行政に対する連携の基礎　

　国や県、及び近隣自治体の広域行政圏などにおける諸計画との整合性を図るとともに、当該計

画の実現にあたって必要となる施策や事業を調整、反映させ、協力を要請する手がかりとなるも

のです。

３．総合計画の構成と期間

　総合計画は、基本構想（１０年計画）、基本計画（前後期５年計画）及び実施計画（３年計画）か

ら構成されます。それぞれの役割は次のとおりです。

　市政の長期にわたる根幹的な施策に関する構想で、計画期間は２０１７ ( 平成２９) 年４月１日～

２０２７ ( 平成３９)年３月３１日の１０年間です。

　基本構想に基づき本市の行政運営の方向性を明らかにするとともに、各分野の施策・取り組みを組

織、体系化し、成果指標の設定などを行う計画です。

　計画期間は基本構想の期間を前期と後期に分け、前期を２０１７( 平成２９) 年４月１日～

２０２２ ( 平成３４)年３月３１日の５年間、後期を２０２２ ( 平成３４)年４月１日～２０２７ ( 平

成３９)年３月３１日の５年間とします。

基 本 構 想

基 本 計 画
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実 施 計 画

　実施計画は、基本計画で示した施策に基づき、主要な事業等を具体的に示し、計画的・効率的な事

業の進捗管理を図ることを目的に、今後の社会経済情勢や市民ニーズ、財政状況などの変化にも迅速

かつ的確に対応するため、3か年を期間として策定し、ローリング方式で毎年度必要な点検・見直し

を行います。

基本構想（平成２９年度～平成３８年度）

小松島市政の長期にわたる根幹的な施策に関する構想

計画期間は 2017( 平成 29) 年 4月 1日～ 2027( 平成 39) 年 3月 31日の 10年間

前期基本計画（平成29年度から平成33年度）後期基本計画（平成34年度から平成38年度）

基本構想に基づき小松島市の行政運営の方向性を明らかにするとともに、各分野の施策・取
り組みを組織、体系化し、成果指標の設定などを行う計画です。前期計画と後期計画に分れ
ます。

実 施 計 画

実施計画は、基本計画で示した施策に基づき、主要な事業等を具体的に示し、計画的・効率
的な事業の進捗管理を図ることを目的に、今後の社会経済情勢や市民ニーズ、財政状況など
の変化にも迅速かつ的確に対応するため、3か年を期間として策定し、ローリング方式で毎
年度必要な点検・見直しを行います。

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度

基 本 構 想

前期基本計画

実施計画  3 年間
毎年度点検・見直しを実施

後期基本計画

後期基本計画の実施計画を策定
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Ⅱ　小松島市を取り巻く環境

１．小松島市の現状　～こまつしまの位置・地勢・沿革～

（１）こまつしまの位置・地勢
　小松島市は、徳島県の東部、瀬戸内海に面し、市域は東西 9.1㎞、南北 8.5㎞です。面積は

４５. ３７ｋ㎡あり、埋め立てに伴い現在も少しずつ増えています。本市は、徳島県の東部海岸部に

位置し、市の中心部は北部の勝浦川、南部の那賀川と両河川の堆積による肥沃な平野部が広がり、北

西部にかけては県都徳島市と隣接しています。

　東部は紀伊水道に接し、古くより、静穏で深い水域をもった天然の良港を有し、四国と京阪神を結

ぶ海上交通の要衝として発展してきましたが、近年は、小松島港赤石地区大型公共ふ頭の機能充実を

はじめ、物資流通の拠点都市としてのまちづくりに取り組んでいます。

（２）こまつしまの沿革

①　こまつしまの成り立ちと移り変わり

　明治２２年１０月１日の町村制施行により、勝浦郡小松島村、那賀郡立江村、那賀郡坂野村となり、

明治４１年７月１０日に立江村が那賀郡立江町に、また１１月１日には小松島村が勝浦郡小松島町と

なりました。昭和１５年には坂野村が、那賀郡坂野町となりました。昭和２６年４月１日、勝浦郡小

松島町が那賀郡立江町を編入合併し、同年６月１日市制が施行され、小松島市となりました。その後、

昭和３１年には那賀郡坂野町を編入合併し、現在の小松島市の形となりました。

　

　市勢の変遷としては、昭和６０年3月に国鉄小松島線が廃止され、平成3年4月に赤石トンネル

が開通し、国道５５号バイパスが大林町まで開通すると人の流れは一変し、「ストロー効果」現象によっ

て、市街地に流れ込む人や車は減少し、本市は通過されやすいまちとなりました。

　平成５年には小松島フェリーが撤退、平成１１年には南海フェリーが徳島へ発着場を移したことに

より、小松島港を発着する定期航路がなくなり、平成１５年６月には、東洋紡績小松島工場が休止・

閉鎖され、中心市街地の衰退が顕著となりました。

　その後、平成１８年５月には、東洋紡績小松島工場跡地に２４時間対応の高度救命救急センターや

小児救急医療拠点等の特殊機能を備えた徳島赤十字病院が移転改築されたことに伴う井利ノ口地区周

辺を核とする中心市街地の整備が行われ、また、県と連携し、発達障害者の方の自立と社会参加の促

進を目的とする「ハナミズキ・プロジェクト」の一環として、平成２４年4月の「徳島県立みなと

高等学園」の開校など、中心市街地の再生による安全・安心のまちづくりの実現に向けた施策を進め

ています。

②　こまつしまの今

　平成２１年度から現在に至るまで、目標とする都市像を「安全・安心・信頼のこまつしま」と掲げ

る「小松島市第５次総合計画」を推進しています。

　「防災・減災対策」としては、東日本大震災を契機に、これまで防災行政無線、並びに計画的な備
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蓄資機材や備蓄食料の配備をはじめ、盛土式による小松島ニュータウン地区津波避難施設の整備、ま

た、災害時における防災拠点の要となる本庁舎等耐震化などを実施しています。

　「浸水排水対策」については、平成２６年度の金磯南雨水ポンプ場の供用開始をはじめ、雨水排水

をポンプ場までスムーズに流下させるための排水路整備を推進しています。

　「教育・保育環境の整備」については、「就学前教育・保育のあり方」の方針に基づく、再編や認定

こども園の移行等をはじめ、平成２８年４月開校の「小松島南中学校」の建設をもって学校施設等耐

震化は完了しております。今後は、災害時避難所となる公民館の改修整備等を進めていきます。

　「地域活性化・産業振興策」については、港という本市固有の地域資源を最大限にいかした体験観

光、客船入港事業などの他、ブランド産品の販路拡大や６次産業化ネットワークの構築に向けた官民

協働の取り組みの推進をはじめ、都市圏等外部からの視点で本市の潜在力を引き出していただくため、

「商工業振興」「農林水産業振興」などを目的としたまちおこしや魅力発信として、平成２７年１０月

からは３名の地域おこし協力隊員を任命し、かつてのにぎわいと活力を取り戻すべく、様々な地域活

性化や地域振興策に取り組んでいます。

小松島市

●位置（市役所庁舎）
　東経134度 35分 4秒
　北緯34度0分1秒
　標高2m

●ひろさ
　面積45.37㎢

徳　島　県
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　基 本 構 想

２．国・地方を通した新しい流れ

・地方創生
　人口減少と首都圏一極集中（東京一極集中）により、過疎地の増大と地方都市の荒廃が進展してい

ます。とりわけ加速度的に進む地方の人口減少に対して、民間研究機関「日本創成会議」の報告によ

り「消滅可能性都市」が問題とされるなど、地域経済の再生には一刻の猶予も許されない状況となっ

ています。

　このようなことから、日本の人口の現状と将来の姿を示し、今後めざすべき将来の方向を提示する

「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（長期ビジョン）」及びこれを実現するため、今後５か年の施

策の目標や基本的な方向を提示する「まち・ひと・しごと創生総合戦略（総合戦略）」がとりまとめられ、

平成２６年１２月２７日に閣議決定されました。

　こうした国の動きを受け、すべての地方自治体で、地域特性に応じた「地方人口ビジョン」「地方

版総合戦略」を平成２７年度に策定し、自律的で持続的な社会を創生することをめざすべく政策の推

進にあたっています。今後は、様々な分野における官民協働や地域間連携、政策間連携を図るなど、

先駆性のある ｢地方創生｣ への取り組みが求められています。

・少子・高齢化
　我が国は、世界のどの国もこれまで経験したことがない高齢社会を迎えており、人口も減少傾向が

強まると見込まれています。人口減少等による労働力人口の減少、社会を構成する人口構造や需要の

変化、地域活力の衰退など、従来の制度では、我が国の社会経済に大きな影響を及ぼしかねません。

　こうした構造的な課題に正面から取り組むため、一人ひとりが、家庭で、職場で、地域で、生きが

いをもって充実した生活を送ることができる支援策として「一億総活躍社会」の実現に向けた緊急対

策に乗り出しています。新たな経済成長に向けた取り組み、結婚や出産等の希望が満たされるような

社会の実現、高齢化社会に対応できる社会保障の充実として、「ＧＤＰ６００兆円の達成」、「出生率

1.8」、「介護離職ゼロ」や「生涯現役社会の構築」を目標として掲げています。

　とりわけ、少子化については直ちに集中して取り組む必要があり、より一層の子育て支援施策の充

実、子育て世帯の経済的負担の軽減が望まれています。また、高齢化が進む中、元気な高齢者への就

労機会の提供、予防に重点を置いた医療制度の改革、介護しながら働く家族等を支える環境づくり等、

課題は山積しています。

　地方創生とともに、人口減少に歯止めをかけ、５０年後も人口１億人を維持するためには、これら

の顕在する様々な課題を解決し、「１億総活躍社会」の実現へとつながる政策を、効果的に実行して

いくことが求められています。

・防災・減災対策
　平成２３年３月に発生した東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地震・津波に

より、一度の災害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらしました。また、近年、記

録的な豪雨が全国的に増加するなど、雨の降り方が局地化・集中化・激甚化しています。

　こうしたことから、近い将来発生が懸念される南海トラフ地震や最大クラスの大雨などの自然災害

に対し、「少なくとも命を守り、社会経済に対して壊滅的な被害が発生しない」ということを念頭に、
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ハード対策に加え、よりソフト対策に重点をおいて、危機感を共有して社会全体で対応していくこと

が必要とされており、個人、企業、地方公共団体、国等が、主体的かつ連携して対応していくことが

求められています。

・循環型社会
　我が国においては、３Ｒ（廃棄物等の発生抑制（リデュース　Ｒｅｄｕｃｅ）、再使用（リユース　

Ｒｅｕｓｅ）、再生利用（リサイクル　Ｒｅｃｙｃｌｅ））の取り組みの推進、個別リサイクル法の整

備等により、最終処分量の大幅削減が実現するなど、循環型社会形成に向けた取り組みは着実に進展

しています。

　一方、地球規模においては、途上国などの経済成長と人口増加に伴い、廃棄物発生量が増加してい

ます。また、近年の資源価格の高騰に見受けられるように、今後、世界規模で資源制約が強まること

も危惧されています。

　こうしたことから、今後は循環を量の側面から捉えるだけでなく、質にも注目した循環型社会の形

成が望まれています。そのためには環境保全と安全・安心を確保したうえで、エネルギーそのものを

見直す必要があります。とりわけ、再生可能エネルギーの代表格ともいわれる太陽光発電は、近年、

住宅用だけでなく、産業用や公共施設などでも設置が進んでおり、今後も発展と普及が見込まれます。

　また、未活用の廃棄物を燃料とするバイオマス発電は、廃棄物の再利用や減少につながり、循環型

社会構築に大きく寄与することができるものとして注目されています。そして今後、自然にやさしく

環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成するためには、これら自然の恵みを、エネルギー源とし

て利活用することで、自然との共生を図りながら持続可能なシステムを構築することがより一層求め

られています。

・ＩＣＴ（情報通信技術）
　インターネット・デバイス（携帯電話・スマートフォン等の情報通信機器）の発展、物理的に離れ

ていても気軽に繋がれるＳＮＳ（Facebook、LINE等の登録された利用者同士が交流できるサービス）

の発達に伴う恩恵により、世界のどこにいても地球の反対側の人と顔を合わせて議論ができる素晴ら

しい時代になりました。

　こうした高度情報化社会において、インターネット上に溢れるありとあらゆる情報の中から真に必

要な情報を取捨選択し、自らの情報を発信し得る能力（情報リテラシー）を身に付けることは、これ

からますます重要なこととなります。

　今後は、医療福祉、教育、地域経済の活性化等、様々な分野でのＩＣＴ（情報通信技術）の効果的

な利活用が必要不可欠です。
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　基 本 構 想

３. 市民ニーズの動向

■調査の目的
　小松島市第６次総合計画の策定にあたり、市民の皆さまに身近な環境や市の将来像などにつ
いてご意見をお聞きし、計画策定の貴重な資料として活用させていただくことを目的としてア
ンケート調査を実施しました。

■調査の概要

調査方法 16歳以上の市民を対象に、
3,000人を無作為抽出して郵送

調査期間 平成28年１月８日発送、
平成２８年１月２９日締め切り

回 収 数 1,324票

回 収 率 44.1％

※図表中の「ｎ（number of case）」は集計対象数を表しています。

①小松島市の魅力について
問　小松島市のよいと思うところは、どれですか。（３つまで選択）

◉「救急医療や大きな病院が整っている」が最も多く、次いで、「自然景観に恵まれている」
の順となっています。

無回答
１％

16～19歳
2％ 20～29歳

6％
30～39歳
9％

40～49歳
11％

50～64歳
23％

65～74歳
26％

75歳以上
22％

（n=1,324）

救急医療や大きな病院が整っている

自然景観に恵まれている

治安が良い

買い物が便利である

海産物等の特産品が豊かである

居住環境がよい

ケーブルテレビやインターネットが整っている

公共交通の便がよい

老後も安心して暮らせる

福祉・介護サービスが充実している

学校や図書館などの教育施設が整備されている

道路、下水道などのインフラ基盤が整備されている

出産や子育てがしやすい

地震・津波など災害対応が整備されている

地域コミュニティやボランティアなど市民活動が盛んである

スポーツが盛んである

その他

0　　10　　20　　30　　40　　50　　60　　70　
（％）

5858

3535

30

29

2828

19

9

9

6

4

4

2

2

2

2

1

1
（n=1,228)

年齢別回収割合
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②小松島市の住みやすさについて
問　小松島市は住みやすいまちだと思いますか。（１つ選択）

◉全年齢では、「どちらかといえば住みやすい」が４２％と最も多く、「住みやすい」１６％と
合計した、住みやすいと感じている割合は全体の６割近くを占めていますが、年齢別にみると、
４０～４９歳では半数を下回っています。

問　あなたは、今後も小松島市に住み続けたいと思いますか。（１つ選択）

◉全年齢では、「ずっと住み続けたい」が３２％と最も多く、「どちらかといえば住み続けたい」
３１％と合計した、住み続けたいと感じている割合は全体の６割以上を占めています。年齢別
にみると、年齢が高いほど「ずっと住み続けたい」と感じる割合が高くなる傾向にあります。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～64歳

65～74歳

75歳以上

全年齢 （n=1,324）

（n=30）

（n=82）

（n=115）

（n=148）

（n=307）

（n=336）

（n=295）

16

16

16

17

42

43

43

24

4040

32

40

46

41

22

22

22

23

22

31

24

13

13

20

15

21

11

11

15

10

3

99

3

3

4

3

3

１

１

2

2

2

2

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～64歳

65～74歳

75歳以上

全年齢 32 23 （n=1,324）

（n=30）

（n=82）

（n=115）

（n=148）

（n=307）

（n=336）

（n=295）

17

17

18

7 4040

28

29

35

35

28

38 16

32

30

37

49

31

31

31

21

13

15

15

17

19

10

8

4

10

4

１

１

１

3 2

2 2

2

2

2

2

住みやすい どちらかといえば住みやすい どちらともいえない

あまり住みやすいとはいえない 住みにくい 無回答

ずっと住み続けたい どちらかといえば住み続けたい どちらともいえない

どちらかといえば市外へ引っ越したい すぐにでも市外へ引っ越したい 無回答
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　基 本 構 想

問　小松島市が多くの方に「住み続けたい」と思われるまちとなるためには、
      どのような取り組みを推進すべきだと思いますか。（３つまで選択）

◉全年齢では、「保健・医療・福祉・教育サービスの充実と経済的負担の軽減」が２５％と最
も多く、年齢が高いほど割合が高くなる傾向にあります。
　なお、１６～１９歳では他年齢層と比べて、「交通の利便性の向上」が２５％と最も高くなっ
ています。

27

27

25

25

23

19

8

25

20

18

16

17

16

17

17

17

11

16

20

17

14

15

10

16

13

11

12

13

15

15

25

13

11

8

7

6

6

7

5

8

5

7

7

10

10

10

12

8

4

5

5

5

7

8

14

5

5

5

5

4

4

6

5

5

2

1

1

1

1

1

3

1

2

2

2

2

4

2

1

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保健・医療・福祉・教育サービスの充実と経済的負担の軽減
防災・減災施策の推進及び消防、救急医療の充実
雇用の創出
交通の利便性の向上
防犯体制の強化や地域コミュニティの連携など治安を良くする施策の推進
道路や公園などのインフラ整備
スポーツ施設の充実や文化・芸術の振興
自然環境や景観の保全
わからない
その他

（n=3,342）

（n=73）

（n=216）

（n=293）

（n=404）

（n=806）

（n=838）

（n=689）

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～64歳

65～74歳

75歳以上

全年齢
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③小松島市のまちづくりについて
問　あなたは、次にあげる項目について、現在どの程度満足していますか。また、今後どの程    
      度重要だと思いますか。（各項目１つずつ選択）

◉「消防、救急医療に関する施策」は、現在の満足度（５７％）と今後の重要度（８１％）で、
最も高くなっています。「防災・減災に関する施策」は、現在の満足度（１６％）は低いものの、
今後の重要度（８１％）は高くなっており、最も差が広がっています。

防災・減災

消防、救急医療防犯・交通安全
保健・医療・健康増進

介護福祉（高齢者・障がい者など）

保育、子育て支援

学校教育、生涯学習

人権問題、人権啓発

生活環境（ごみ処理など）

農林水産業の振興

商工業、観光の振興

競輪事業

道路橋梁、公園、上下水道などの整備

市営住宅、空き家対策など

公共交通（バスなど）

近隣自治体との協力、連携

市政への市民協働

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

重
要
度
（
％
）

満足度（％）

各施策の満足度と重要度
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　基 本 構 想

◉【現在の満足度】「消防、救急医療に関する施策」に対して満足と感じている割合は全体の
６割近くを占めています。一方、不満と感じている施策については、「道路橋梁、公園、上下
水道などの整備に関する施策」と「公共交通（バスなど）に関する施策」が３８％と最も高く
なっています。

消防、救急医療

生活環境 (ごみ処理など)

保健・医療・健康増進

防犯・交通安全

人権問題、人権啓発

介護福祉 (高齢者・障がい者など )

学校教育、生涯学習

防災・減災

道路橋梁、公園、上下水道などの整備

農林水産業の振興

保育、子育て支援

公共交通 (バスなど )

近隣自治体との協力、連携

商工業、観光の振興

市政への市民協働

競輪事業

市営住宅、空き家対策など

各施策に対する現在の満足度
満足 どちらかといえば満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答(無効含む）

(n=1,324)
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◉【今後の重要度】「防災・減災に関する施策」と「消防、救急医療に関する施策」に対して
重要と感じている割合は全体の８割以上を占めています。一方、「農林水産業の振興に関する
施策」、「市政への市民協働に関する施策」、「人権問題、人権啓発に関する施策」、「市営住宅、
空き家対策などの住宅に関する施策」、「競輪事業に関する施策」は半数以下となっています。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

競輪事業

市営住宅、空き家対策など

人権問題、人権啓発

市政への市民協働

農林水産業の振興

近隣自治体との協力、連携

公共交通 (バスなど)

商工業、観光の振興

学校教育、生涯学習

道路橋梁、公園、上下水道などの整備

保育、子育て支援

生活環境 (ごみ処理など)

防犯・交通安全

介護福祉 (高齢者・障がい者など)

保健・医療・健康増進

消防、救急医療

防災・減災

各施策に対する今後の重要度
重要 どちらかといえば重要 どちらともいえない あまり重要でない 重要でない 無回答(無効含む）

(n=1,324)
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　基 本 構 想

④少子化対策について
問　あなたは、小松島市が子育てしやすいまちづくりに取り組んでいると思いますか。 
      （１つ選択）

◉全年齢では、「どちらかといえばそう感じない」と「全くそう感じない」を合計した割合は
３２％で、「そう感じる」と「どちらかといえばそう感じる」を合計した割合１６％を上回っ
ており、さらなる子育て支援の充実を望まれる割合が高い結果となっています。

問　あなたは、少子化への対応として、どのような対策が重要だと思いますか。
　　（３つまで選択）

◉「多子世帯に係る保育料無償化や子ども医療費助成など、子育て世帯への経済的負担の軽減」
が最も多くなっています。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

75歳以上

65～74歳

50～64歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

16～19歳

全年齢

そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらともいえない
どちらかといえばそう感じない 全くそう感じない わからない 無回答

(n=1,324)

(n=30)

(n=82)

(n=115)

(n=148)

(n=307)

(n=336)

(n=295)

0 10 20 30 40 50 60

その他

妊娠、出産、育児に係る切れ目ない相談支援の実施や
不妊治療費への助成

地域ぐるみで子育てを支える環境づくり

若い世代への住宅補助制度の創設など、
移住・定住促進に向けた対策

子どもが安心して遊べる公園、広場などの整備

就学前教育・保育サービスの充実や環境整備支援

新規雇用創出のための企業誘致や地場産業の育成

仕事と子育てを両立しやすい職場環境づくり

多子世帯に係る保育料無償化や子ども医療費助成など、
子育て世帯への経済的負担の軽減

(n=1,265)
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⑤防災対策について
問　あなたは、小松島市が災害に強いまちづくりに取り組んでいると思いますか。（１つ選択）

◉全年齢では、「どちらかといえばそう感じない」と「全くそう感じない」を合計した割合は
３５％で、「そう感じる」と「どちらかといえばそう感じる」を合計した割合２６％を上回っ
ており、さらなる防災対策への充実を望まれる割合が高い結果となっています。年齢別にみる
と、７５歳以上では、災害に強いまちづくりに取り組んでいると感じる割合が３４％と最も高
くなっています。

問　あなたは、防災・減災に対する取り組みとして、どのような対策が重要だと思いますか。
      （３つまで選択）

◉「災害時に備えた避難施設・避難路の計画的整備」が最も多く、次いで、「災害時における
迅速な避難情報の伝達」の順となっています。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう感じる どちらかといえばそう感じる どちらともいえない
どちらかといえばそう感じない まったくそう感じない わからない 無回答

(n=1,324)

(n=30)

(n=82)

(n=115)

(n=148)

(n=307)

(n=336)

(n=295)75歳以上

65～74歳

50～64歳

40～49歳

30～39歳

20～29歳

16～19歳

全年齢

0 10 20 30 40 50 60 70

その他

自主防災組織の結成促進

教育現場における防災教育の充実

民間住宅耐震化助成制度の拡充や
公共施設等耐震化の推進

防災資機材や備蓄保存食料などの充実

避難訓練や防災講座などの啓発活動の充実

災害時における迅速な避難情報の伝達

災害時に備えた避難施設・避難路の計画的整備

(n=1,296)
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　基 本 構 想

⑥地方創生への取り組みについて
問　あなたは、地方創生への取り組みについて、どのように考えますか。（１つ選択）

◉全年齢では、「人口減少抑制のための地方創生に、優先的に取り組むべきである」が４０％
と最も多くなっています。なお、「地方創生の取り組みは優先すべきだと思うが、市民ニーズ
の高い施策に限定して取り組むべきである」と「地方創生の取り組みを優先することなく、す
べての施策の中で市民ニーズの高いものから優先的に取り組むべきである」を合計した割合は
３９％となっています。

47

42

33

46

41

40

36

7

27

24

23

23

18

16

13

12

19

19

21

20

18

33

18

16

9

12

17

24

1

6

3

2

2

1

2

1

3

5

20% 60% 80%

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～64歳

65～74歳

75歳以上

(n=30)

(n=82)

(n=115)

(n=148)

(n=307)

(n=336)

(n=295)

わからない
17％

その他

無効・
無回答
2％

2％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全年齢 (n=1,324)

人口減少により、将来的に地域
経済の縮小やまちの利便性が低
下する恐れがあるため、人口減
少抑制のための地方創生に、優
先的に取り組むべきである

40％

地方創生の取り
組みは優先すべ
きだと思うが、
市民ニーズの高
い施策に限定し
て取り組むべき
である

20％

地方創生の取り
組みを優先する
ことなく、すべ
ての施策の中で
市民ニーズの高
いものから優先
的に取り組むべ
きである

19％
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⑦小松島市の将来像について
問　小松島市のまちづくりの方向性について、どのように考えますか。（１つ選択）

◉全年齢では、「健康に暮らせて福祉が充実した『健康と福祉のまち』」が２７％と最も多く、
年齢が高いほど割合が高くなる傾向にあります。なお、「子育て世代を中心に若い人が住みた
いと思う『子育てのまち』」は３０～３９歳の割合が３５％と最も高くなっています。

33

32

28

23

15

11

3

27

22

19

20

23

22

23

27

21

12

17

20

24

35

29

30

20

6

6

5

4

3

11

7

6

6

5

9

5

6

6

6

4

3

6

7

3

4

10

4

4

3

4

4

3

6

10

4

1

4

2

5

4

9

10

3

1

1

2

3

1

11

10

6

3

6

1

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

健康に暮らせて福祉が充実した「健康と福祉のまち」
防災や消防・救急医療などが充実した「安全・安心のまち」
子育て世代を中心に若い人が住みたいと思う「子育てのまち」
自然を保全し、環境にやさしい「環境と共生したまち」
農林水産業・商工業の振興による「産業のまち」
教育や文化の水準が高い「教育と文化のまち」
多くの人が訪れる「観光のまち」
道路や公園など「都市基盤が整ったまち」
その他
無回答 (無効含む）

（n=1,324）

（n=30）

（n=82）

（n=115）

（n=148）

（n=307）

（n=336）

（n=295）

8

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～64歳

65～74歳

75歳以上

全年齢
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　基 本 構 想

４．小松島市発展の基本的な課題

　国や地方を取り巻く環境、小松島市の沿革や現状、アンケート調査などによる市民の皆さん
の意向から、本市の課題をまとめると次のようになります。

①　安全・安心対策（安全・安心なまちづくり）
　平成２３年３月の東日本大震災の発生を機に、それまでの防災・減災に対する意識が津波対
策や災害時の初動体制についてなど、より具体的なものに変化してきました。本市でも近い将
来発生が危惧される南海トラフ巨大地震に備え、防災行政無線や津波避難施設整備などの対策
をはじめ、地域防災計画（地震・津波対策編）や災害時初動・避難所運営マニュアルを作成す
るなどの対策を講じ、津波等の災害に強い安全なまちづくりを進めてきました。災害時におけ
る防災拠点である本庁舎については、耐震化工事を進めています。
　災害時の指定避難場所である学校施設については、平成２８年４月の小松島南中学校の開校
で市内小中学校の耐震化は完了しました。
　今後、これまで経験したことのない大規模災害に備え、津波避難施設の計画的な整備をはじ
め、指定避難所としての公民館等の改修等の整備を行います。ソフト面からの防災・減災対策
として、自主防災組織の結成率の向上など、地域防災力の機能強化が求められています。日常
的に報道されている火災や交通事故、犯罪などのトラブルから自身で身を守り、安全で安心な
日常生活を送る仕組みをつくる必要があります。

②　快適な生活・都市基盤の整備（快適な暮らしづくり）
　快適な暮らしづくりには、都市基盤の整備は欠かせません。わたしたちの日常生活の暮らし
にかかわる生活関連道路の整備とともに、本市と県内外における「人」・「モノ」の広域交流の
促進を図り、大規模災害時の緊急輸送路としての機能が見込まれる「命の道」としても重要な、
四国横断自動車道の早期整備に向けた高速道路ネットワーク網の形成が求められます。高速道
路ネットワーク網の形成は、本市中心市街地に、農林水産や観光振興などの交流・連携による
「人」・「モノ」の対流を促進するとともに、企業誘致による雇用創出や本市固有の港という地
域資源をいかしたストック効果を発現し、経済の好循環をもたらすなど、市の将来を展望する
うえで「地方創生」を導く根幹的な社会基盤となります。
　また、豊かな自然環境や景観の保全を阻害することなく、多様な年齢層が安全で安心してス
ポーツやレクリエーションに利用できる憩いの場として、津波浸水等の災害発生時には防災拠
点ともなる都市公園としての「日峯大神子広域公園（脇谷地区）」をはじめとする公園・緑地
等の交流拠点の整備は、快適で潤いある暮らしづくりへの重要な課題となっています。
　市民が安全で快適に暮らせる住環境の整備に向けては、今後の人口減少を踏まえた市営住宅
管理戸数の適正化とともに、空き家対策の推進や住宅耐震化の促進などに努めていく必要があ
ります。
　上水道では、安全でおいしい水の安定供給のため、給水人口の減少を念頭に長期的にも持続
可能な事業経営見通しに立って、老朽管更新や配水管敷設替えなど水道施設耐震化等に向けた
計画的な建設改良を進める必要があります。下水道では、局地的な大雨時に備えた各雨水ポン
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プ施設のさらなる機能強化を図るとともに、浸水排水処理機能の強化のため、公共下水道にお
ける枝線水路の計画的な面的整備なども実施していく必要があります。
　ごみ処理施設などの生活関連施設については、適切な維持整備を行うとともに、効率性や利
便性の観点から広域行政としての取り組みも検討することが必要です。
　人口減少・少子高齢化が進む社会においては、地域の活力を維持するとともに、医療・福祉・
商業等の生活機能を確保・誘導することで、高齢者や子育て世代にとって安心できる、健康で
快適な生活を実現するコンパクトに「集約」されたまちづくりと、公共交通ネットワークを計
画的に「連携」することによる「集約・連携型」のまちづくりを進めることが重要です。

③　持続可能な循環型社会（自然と共生するまちづくり）
　アンケート結果では、小松島市の魅力について、「救急医療や大きな病院が整っている」に
次いで、「自然景観に恵まれている」が挙げられています。本市には、海や山が身近にあり、
自然の恩恵を受けて私たちは育ってきました。こうした自然環境は、一度破壊すると復元する
のに多大な時間と労力が必要です。また、豊かな自然が育む農作物や水産物は本市の自慢でも
あります。本市のこうした自然を大切に保護するため、人が生活する限り避けては通れないご
み等環境問題に対して、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会、低炭素社会への転換が必要
です。
　私たちは、事業者、地域コミュニティなどと連携し、エネルギーの有効活用やライフスタイ
ルの見直しを進め、限りある資源を保全し、自然と調和する環境づくりが必要です。

④　人口減少（子育てしやすいまちづくり）
　平成２８年3月に小松島市人口ビジョンを策定しました。これは、小松島市の人口の現状
を把握し、本市の総人口や年齢構成がどのように変化してきたか、その要因がどの様なもので
あったかを分析し、今後のまちづくりの課題を明確にするものです。人口ビジョンでは、本市
の２０６０（平成７２）年の目標人口を３０, ０００人に定めています。回避しがたい人口減
少社会を見据えた中で、適応力のあるまちづくりを推進することが必要です。
　人口減少社会における公共施設の適正管理、少子化による教育・保育ニーズへ対応できる子
育て支援策の充実、安心して子どもを授かり、産み育てられるための切れ目のない支援は欠か
せません。また、ひとり親家庭や共働き世帯の増加などにより、育児不安を抱え地域で孤立し
ている母親、父親も多く、多様な育児支援が必要とされています。育児不安を抱えている母親
を早期に発見すること、母親に、より大きな負担がかかりがちな子育てを、夫婦、家族、そし
て地域のみんなで支えていけるように関係機関との連携が必要です。
　さらに人口減少に適応したまちづくりには、健康な高齢者や、仕事と家庭の両立を図った若
年層の人が、経済活動に参加し得る社会システムの再構築が必要です。

⑤　医療・福祉の充実（健やかな暮らしづくり）
　住み続けたいと思うまちとなるために推進すべき取り組みを問う市民アンケートでは、「保
健・医療・福祉・教育サービスの充実と経済的負担の軽減」の割合が最も高くなっています。医療・
福祉の充実は、日々の生活を快適で健やかに送るための大切な要素です。
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　基 本 構 想

　小松島市では、暮らしやすい地域づくりを進めるために「地域福祉計画」を策定しています。
この計画は、地域で生活するすべての人の安心と幸せを実現するために、地域で暮らすみんな
で「助け合い」、「協力する」という点を踏まえて、「地域の助け合いによる福祉」のための役
割を定めています。今後は、私たちが住み慣れた地域で、支え合い、認め合い、生きがいをもっ
て、いきいきと暮らしていくことができるよう、公的な福祉サービスの充実整備を図るととも
に、福祉への理解と関心を深め、地域福祉の担い手を発掘し、多様なニーズに対応できる福祉
人材の育成が必要です。
　また、私たち自らが積極的に各種検診を受けることにより、疾病などの早期発見・早期治療
に努め、生涯にわたって健康に暮らすことに前向きな姿勢、希望をもてる環境を築くことが必
要です。
　
⑥　教育・文化の振興（心豊かなひとづくり）
　人口減少社会の到来と少子高齢化の進行により、地域の活力低下が懸念されることに伴い、
物質的ではない心の豊かさが求められるようになってきました。  
　小松島市には、先人から受け継いだ歴史や文化、豊かな自然があります。その文化を次の世
代へ引き継ぐとともに、本市を誇りに思えるような、一人ひとりの学びを、地域づくりにつな
げるという意識を持った市民性を育み、次の時代を支える新しい価値観の創造に挑戦していく
ことが必要です。そのためには、家庭や地域が一体となって、心の豊かな児童・生徒を育てる
取り組みを行うこと、生涯を通じては、それぞれの年代や生活に応じて、自由に学習機会を選
択して学ぶことができるような環境づくりが求められています。
　また、学校教育においては、情報化や国際化に対応する能力向上が必要です。小松島市民と
して、生涯にわたって心豊かな生活を送るためには、多様な文化活動やスポーツ活動に取り組
み、生活を楽しむことのできる環境整備が必要です。

⑦　産業の育成・街並みの再生（活気あふれるまちづくり）
　人口減少に対応するため、新規雇用創出が必要です。平成２８年3月に策定した「小松島
市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の地方創生のテーマである、「ひと」の流れを呼び込み、
現在本市に居住している「ひと」が今後も定住していくには、「しごと」の創出によるまちづ
くりの実現が必要となります。
　本市の特産である農作物や水産物については、これまで進めてきたブランド化や6次産業
化をさらに推進するとともに、地域資源を活用した新たな産業の創出を促進することをはじめ、
新規就農者の増加に向けた取り組みを推進することが必要です。
　本市経済の基盤である中小企業については、雇用の大部分を支え市民生活の中で重要な役割
を果たしていることから、継続した支援が今後も必要です。
　また、本市の豊かな自然や歴史、港という地域資源を最大限にいかした体験型観光等により、
魅力発信を積極的に行うなど、中心市街地ににぎわいと活気をもたらす街並みを再生し、交流
人口を増加させる必要があります。文化の香りや歴史性などを大切にし、住む人が満足し、訪
れた人が魅力を感じるような景観の整備など、特色あるまちづくりを進めます。
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⑧　市民とのパートナーシップの形成（市民参画・協働のまちづくり）
　私たちの大切なまちが、誰にとっても暮らしやすく、潤いのある豊かなまちであって欲しい
と思うのは私たち市民の願いです。今日の行政を取り巻く環境は、少子・高齢化や厳しい財政
状況等大きく変化しています。そうした中、これまで行政が担ってきた役割のすべてを今後も
同様に行政が担い続けることは、極めて難しくなっています。一方で、地域の公共的課題の解
決を行政だけに任せるのではなく、自ら進んで取り組もうとする市民や団体等が増えています。　　
　地域課題や多様化する市民ニーズに的確に対応していくには、市民の豊かな想像力、迅速性・
柔軟性・専門性などの特性をいかしながら、新しい行政運営の形を築くような協働が求められ
ています。 
　市民と行政が、新たなまちづくりのスタイルを創り出すための対等なパートナーとなり、自
らが地域づくりの主役として、その能力をいかしながら地域の活性化や地域づくりを行ってい
く必要があります。
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　基 本 構 想

未来へ輝く

Ⅲ　まちづくりの基本的方向

１．目標とする都市像

　人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、小松島市では、本市の特徴をいか

した自律的で持続的な社会を創生することをめざし、「小松島市人口ビジョン」並びに「小松島市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を平成２８年３月に策定しました。策定にあたり、私たちは、本市の魅

力、地域性について改めて気づくとともに、今後におけるまちづくりの課題などを冷静かつ慎重に検

討する機会となりました。

　かつて本市は、四国の玄関口として栄えましたが、時代の変遷とともに港湾都市としての機能は大

きく様変わりし、経済を支える仕組みも人の流れも変わり、小松島市の財政は非常に厳しい状況を迎

えるに至りました。「小松島市第５次総合計画」はそうした時代背景を基に、自主自立をめざして策

定された計画でした。

　この間、行財政改革である集中改革プランを、市民の協力を得ながら取り組んできた結果、危機的

状況は乗り越えましたが、この教訓を今後の行政運営の推進にいかしていくことが大切です。

　これらのことを踏まえて、第６次総合計画では、より具体的に、小松島市に住みたい、働きたい、

安心して子育てができる「未来へ輝く」まちづくりを推進していくことを念頭におきました。

　より良いまちづくりのために、子どもも、若者も、高齢者も、世代を超えてやる気が持てる「希望」

に満ちた「こまつしま」をめざします。市民の皆さんからの「信頼」が得られるまちづくりを推進します。

①　キャッチフレーズ・テーマ

まちづくりのキャッチフレーズ・テーマ（目標とする都市像）

希　　望
だれもが小松島市に住んで
よかったと実感できるまち

世代を超えてやる気が
持てるまち

信　　頼
ひとりひとりがお互いを

尊重できるまち

情報を共有し、共に考え、
共に創るまち
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②　目標人口
　わが国の総人口は、2008( 平成 20年 )を境に減少局面に入っています。小松島市におい
ても、1947( 昭和22)年から1949( 昭和 24)年の第一次ベビーブーム、1971 ( 昭和 46)
年から1974 ( 昭和 49)年の第二次ベビーブームにより、人口が増加しましたが、1985 （昭和
60) 年に43,998人に達して以降、現在まで緩やかに人口減少が続いています。
　こうした急速な人口減少による影響としては、働き手としての生産年齢人口減少の加速化が
進行し、人口規模の縮小がイノベーションの停滞を招くことなども懸念されています。
　特に、地方においては、人口減少と経済規模の縮小が負のスパイラルに陥り、まちづくりと
しての都市機能を支える産業を形成できない側面もあり、加えて、人口減少が財政基盤として
の地方税や地方交付税の減少を伴うことから、基本的な行政サービスの低下も危惧されるとこ
ろです。
　国立社会保障・人口問題研究所によると、2015( 平成 27) 年以降、人口は急速に減少を
続け、2020( 平成 32) 年で 37,115 人、計画目標年次である2026( 平成 38) 年の前年
の2025( 平成37) 年には35,146人になると推計されています。
　因みに、実際には、2015( 平成 27) 年に実施した国勢調査における小松島市の人口は
38,755人であり、国立社会保障・人口問題研究所の38,905人よりも少ない人口となり、
このまま推移すれば、国立社会保障・人口問題研究所の推計よりも早く人口減少が進む可能性
も考えられます。
　こうしたことから、本計画においては、子育て環境の充実や住環境の整備、新規雇用創出
に向けた環境整備、にぎわい創出に向けたまちの魅力発信などの各種施策に、市民と行政が
協働して取り組むことで、魅力ある居住環境を形成し、合計特殊出生率※1 を改善させ、人口
の流出を抑制するとともに、転入の促進を図ります。こうしたことで2016( 平成 28) 年 3
月に策定した「小松島市人口ビジョ
ン※２」で掲げた将来目標人口である
2060( 平成 72) 年 30,000人を踏
まえ、計画目標年次の 2026( 平成
38) 年の人口を36,000人と設定し
たまちづくりを進めていきます。

※１ 合計特殊出生率 … 一人の女性が生涯に産む子どもの平均数値（15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの）。
※２ 小松島市人口ビジョン … 小松島市における人口の現状を分析し、今後めざすべき将来の方向と人口の将来展望を提示する計画。

合計特殊出生率を 2025( 平成 37) 年に 1.8、2030( 平成 42) 年から 2.07 とし、2020( 平成 32) 年に転入
転出者数均衡、2025( 平成 37) 年から転入超過とすることにより、2060( 平成 72) 年に人口 30,000 人を
めざします。

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

42,000

44,000

国立社会保障・
人口問題研究所

実際の人口の推移
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０
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５
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（
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成
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１
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　基 本 構 想

　誰もが安心して暮らしていけるまちづくりのために、水と緑の豊かな自然

環境をいかしながら、住環境や都市基盤の整備を行うとともに、いつどこで起

こるかわからない自然災害に対しての不安を払しょくできる防災・減災対策機

能の強化を図る等、より安全・安心な日常生活が確保できる体制を充実させ、

安全に快適に暮らせるまちづくりをめざします。

　ひとりひとりが年齢、性別に関係なく、小松島市に住んでよかった、ずっと

住み続けたいと思えるようにするため、子育て家庭や高齢者、障がいのある方

など、支援を必要としている人をみんなが認め合い、支え合いながら、それぞ

れが主体性をもっていきいきと輝いて生活できるまちづくりをめざします。

　にぎわいのある地域社会を形成するため、小松島市の強みである豊かな自然

が育んだ農作物や水産物を中心としたブランド力の推進を強化します。また、

若者や高齢者などの雇用の創出に向けた環境整備を推進します。

　より多くの市民の方にまちづくりに対して関心を持っていただくために、情

報の共有化を図るとともに、市と連携して公共サービスを担う組織の支援を行

います。

２．まちづくりの政策と基本目標

　目標とする都市像「未来へ輝く　希望と信頼のまち　こまつしま」の実現に向けて、まちづ
くりの根幹となる主たる分野ごとに、どのようなまちづくりをめざすのかを示したものです。

政策① 安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

政策② ひとりひとりが輝けるまちづくり

政策③ 未来への活力を育むまちづくり

政策④ みんなで創るまちづくり

基本目標 1　安全・安心なまちづくり
基本目標 2　快適な暮らしづくり
基本目標 3　自然と共生するまちづくり

基本目標 4　子育てしやすいまちづくり

基本目標 5　健やかな暮らしづくり

基本目標 6　心豊かなひとづくり

基本目標 7　活気あふれるまちづくり

基本目標 8　市民参画・協働のまちづくり
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政策① 安全・安心で快適に暮らせるまちづくり
　

●目標達成のための施策　　1-1 安全・安心な日常生活の確保

　安全・安心なまちづくりという目標達成のためには、安全・安心な日常生活の確保が必要で
す。大規模災害から市民の生命と財産を守るため、防災・減災対策を推進するとともに、消防
力の強化や、救急・医療体制の充実を図ります。いつ起こるかわからない災害や犯罪、交通事
故から自分を守るという意識の向上、迅速な対応のための情報伝達体制を強化します。

●目標達成のための施策　　2-1快適な生活・都市基盤の整備

　豊かな自然環境に恵まれた小松島市では、安全で安心して利用できる観点に立って、生活道
路としての市道整備や魅力ある公園・広場の整備を進めます。また、今後の人口減少社会に向
け、市民生活を守るインフラ基盤としての上下水道の計画的な整備やごみ処理施設などの生活
関連施設の整備をはじめ、利便性・機能性の向上を目的とした地域公共交通網の整備ほか、住
宅耐震化の促進や空き家対策の推進など、快適なまちづくりを進めていきます。

　基本目標1　　安全・安心なまちづくり

　基本目標2　　快適な暮らしづくり

▼

◇防災・減災対策の推進　　　　　1-1-1
◇消防力の強化　　　　　　　　　1-1-2
◇救急・医療体制の充実　　　　　1-1-3
◇交通安全対策の推進　　　　　　1-1-4
◇防犯体制の整備　　　　　　　　1-1-5
◇消費生活対策の充実　　　　　　1-1-6
◇情報化の推進　　　　　　　　　1-1-7

▼

◇道路・交通網の整備　　　　　　2-1-1
◇公園・緑地等・交流拠点の整備　2-1-2
◇住宅・住環境の整備　　　　　　2-1-3
◇上下水道の整備　　　　　　　　2-1-4
◇生活関連施設の整備　　　　　　2-1-5
◇市街地の整備　　　　　　　　　2-1-6
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●目標達成のための施策　　3-1 自然との共生の推進

　豊かな自然に恵まれた小松島市を次世代につなぐため、自然環境との調和を図りつつ、ごみ
の発生抑制、再使用、再生利用を進めるなど、環境負荷が少なく、資源を循環させるまちづく
りをめざします。

●目標達成のための施策　　4-1少子化対策の推進

　子育て世帯が何を求めているか把握し、子どもを産み育てることの素晴らしさ、楽しさを伝
えていける地域づくりを進めます。妊娠・出産・子育てまでの切れ目ないサポートを行います。

●目標達成のための施策　　5-1健康づくりの推進

　自分の健康は自分で守ることを基本とし、乳幼児から高齢者までそれぞれのライフステージ
に合わせ、市民一人ひとりの健康づくりを地域ぐるみで支援します。

●目標達成のための施策　　5-2 地域福祉の充実

　高齢者や障がい者も含め、地域に住む人が、その人らしい生活を安心して送れるよう地域の
ネットワークを強化します。また、担い手としてのボランティアの育成への支援を進めるとと
もに、援護を必要とする人への自立援助を行います。

　基本目標3　　自然と共生するまちづくり

　基本目標4　　子育てしやすいまちづくり

　基本目標5　　健やかな暮らしづくり

▼

▼

◇自然環境・景観の保全　　　　　3-1-1
◇循環型社会の実現　　　　　　　3-1-2

◇子育てを支える環境の充実　　　　　         4-1-1
◇出産・子育ての希望が実現できる育児支援   4-1-2

◇地域による健康づくり支援　　　5-1-1
◇健康づくり環境の整備　　　　　5-1-2

政策② ひとりひとりが輝けるまちづくり

▼

◇高齢者福祉の充実　　　　　　　5-2-1
◇障がい者福祉の充実　　　　　　5-2-2
◇自立支援の推進　　　　　　　　5-2-3
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●目標達成のための施策　　6-1教育の充実と文化の振興

　人が心豊かに成長するためには、一人ひとりの個性をいかした主体的な教育が必要となりま
す。自分を大切に思い、他人も同じように大切に思う心を育む人権教育の推進、学ぶことを楽
しいと感じられる教育内容の充実を図るとともに、生きる力をしっかりと身につけられるよう、
家庭や地域との協力体制を強化します。
　また、生涯を通じ、学びたいときに学べる学習環境の充実と、身近な場所でスポーツを楽し
める環境づくりを行います。

●目標達成のための施策　　7-1産業の振興とブランド産品育成

　農産物、水産物を小松島市の誇れるブランドとしてさらに推奨し、担い手の人材育成を図り
ながら、担い手が、いきいきとやりがいを持てる農林水産業の振興を図ります。また、本市の
雇用の大部分を支える中小企業への支援を継続します。さらには、中心市街地の活性化に取り
組み、空き店舗の有効活用を図るとともに、活性化イベントの開催などを通じた交流人口の増
加をめざします。

●目標達成のための施策　　7-2観光交流によるにぎわい創出

　豊かな自然や歴史、港など地域資源を最大限にいかした体験型観光を行い、小松島市ならで
はの魅力発信を図ります。貴重な自然や歴史を感じるまちの景観の保全を図り、交流人口、定
住人口の増加につなげます。

◇就学前・学校教育の充実　　　　6-1-1
◇人権教育・啓発の推進　　　　　6-1-2
◇生涯学習・スポーツの推進　　　6-1-3
◇芸術・文化活動の充実　　　　　6-1-4

◇農林水産・商工業の振興　　　　7-1-1
◇新規雇用の場の確保　　　　　　7-1-2

◇観光の振興　　　　　　　　　　7-2-1

　基本目標6　　心豊かなひとづくり
▼

▼

政策③ 未来への活力を育むまちづくり

　基本目標7　　活気あふれるまちづくり
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◇効率的な行財政運営　　　　　　8-2-1
◇公共施設等の適正な管理運営　　8-2-2
◇行政情報化の促進　　　　　　　8-2-3
◇広域連携の推進　　　　　　　　8-2-4

◇市民活動への支援　　　　　　　8-1-1

▼

政策④ みんなで創るまちづくり
　

●目標達成のための施策　　8-1 市民参画と協働の推進

　より多くの市民の皆さんにまちづくりに対して関心を持っていただくために、情報の共有化
を図るとともに、市と連携して公共サービスを担う組織の支援を行います。

●目標達成のための施策　　8-2人口減少社会における行政運営

　人口減少社会における自治体のサービス提供体制の重要性は、ますます高まり、持続可能な
ものとしていくことが必要です。自治体の担うべき役割を踏まえ、市町村間の広域連携など、
生活機能性の向上につながる効率的なまちづくりをめざします。

　基本目標8　　市民参画・協働のまちづくり
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基本構想の概要
小松島市の現状

◇位置・地勢
　徳島県東部、面積45.37㎢
　天然の良港

◇沿革
　井利ノ口地区周辺を核とした
　中心市街地の整備

・「防災・減災対策」
　津波避難施設の整備
　本庁舎学校施設の耐震化

・「浸水排水対策」
　金磯南雨水ポンプ場の供用開始

・「教育・保育環境の整備」
　認定こども園への移行

・「地域活性化・産業振興策」
　ブランド産品の販路拡大
　6次産業化ネットワークの構築

◇人口（平成27年国勢調査）

　・38,755人
1985（昭和60）年に43, 998人
でピークとなり、その後減少

小松島市の課題

①安全・安心対策

②都市基盤の整備

③循環型社会

④人口減少

⑤医療･福祉の充実

⑥教育･文化の振興

⑦産業の育成・
　街並みの再生

⑧市民との
　パートナーシップ

市民ニーズの動向
（アンケート結果より抜粋）

●住みやすさ（全年齢集計）
「住みやすい」・「どちらかと
いえば住みやすい」　　　　

　　　 58％　

●よいと思うところ
（複数回答）

 1位
救急医療や大きな病院が
整っている

　　58％　

 2位
自然景観に恵まれている

　　　　　　　 35％　
　

●将来像（全年齢集計）

 1位
健康に暮らせて福祉が充実
した「健康と福祉のまち」　          

               27％　
 2位
防災や消防・救急医療など
が充実した「安全・安心の
まち」

21％　
 3位
子育て世代を中心に若い人
が住みたいと思う「子育て
のまち」

20％　

国・地方の流れ
◇地方創生
　「地方版総合戦略」

　「地方人口ビジョン」

◇少子・高齢化
　「一億総活躍社会」

◇防災・減災
　ソフト対策に重点

◇循環型社会
　3Rの推進

　エネルギーの見直し

◇ICT
　様々な分野での利活用

未
来
へ
輝
く

　希
望
と
信
頼
の
ま
ち

　こ
ま
つ
し
ま

未
来
へ
輝
く

　希
望
と
信
頼
の
ま
ち

　こ
ま
つ
し
ま
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計画期間：10年間（2017（平成29）年4月1日から2027（平成39）年3月31日）

政 策 ③

政 策 ④

政 策 ①

安全・安心で

快適に暮らせる

まちづくり

政 策 ②

ひとりひとりが

輝ける

まちづくり

未来への

活力を育む

まちづくり

みんなで創る

まちづくり

基本目標1
安全・安心なまちづくり

施策1-1
安全･安心な日常生活の確保

施策2-1
快適な生活･都市基盤の整備

施策3-1
自然との共生の推進

基本目標2
快適な暮らしづくり

基本目標3
自然と共生するまちづくり

基本目標4
子育てしやすいまちづくり

基本目標5
健やかな暮らしづくり

基本目標6
心豊かなひとづくり

基本目標7
活気あふれるまちづくり

基本目標8
市民参画･協働のまちづくり

施策4-1
少子化対策の推進

施策5-1
健康づくりの推進

施策5-2
地域福祉の充実

施策6-1
教育の充実と文化の振興

施策7-1
産業の振興とブランド産品育成

施策7-2
観光交流によるにぎわい創出

施策8-1
市民参画と協働の推進

施策8-2
人口減少社会における行政運営



基 本 計 画
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1-1 安全・安心な日常生活の確保1　安全・安心なまちづくり

2-1快適な生活・都市基盤の整備2快適な暮らしづくり

3-1自然との共生の推進3自然と共生するまちづくり

4-1少子化対策の推進4子育てしやすいまちづくり

5-1健康づくりの推進

5健やかな暮らしづくり

5-2地域福祉の充実

6-1教育の充実と文化の振興6心豊かなひとづくり

7-1産業の振興とブランド産品育成

7活気あふれるまちづくり

7-2観光交流によるにぎわい創出

8-1市民参画と協働の推進

8市民参画・協働のまちづくり

8-2人口減少社会における行政運営

①

安全・安心で
快適に暮らせる
まちづくり

②
ひとりひとりが
輝ける
まちづくり

③
未来への
活力を育む
まちづくり

④
みんなで創る
まちづくり

【政　策】 【基本目標】 【施 　策】

基本計画の構成 基本構想に掲げる目標とする都市像の実現に向けて、　　　
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●4-1-1 子育てを支える環境の充実　○子育て世帯のニーズに応じた就学前教育・保育環境の整備　
○地域の実情に応じた子育て支援事業の拡充　
●4-1-2 出産・子育ての希望が実現できる育児支援　○子育て世帯への経済的負担の軽減　
○妊娠・出産・子育てまでの切れ目ない支援　○地域や関係機関との連携による子育て支援の展開

●5-1-1 地域による健康づくり支援　○地域ぐるみの健康づくり支援　
●5-1-2 健康づくり環境の整備　○健康づくり環境の整備

●5-2-1 高齢者福祉の充実　○介護予防の推進と介護保険制度の円滑な運用　○生きがいづくり・社会参加の促進　
○地域における安心な生活の確保  
● 5-2-2 障がい者福祉の充実　○障がい者福祉の充実　　
●5-2-3 自立支援の推進　○自立支援の推進

●6-1-1 就学前・学校教育の充実　○就学前教育・保育の充実　○学校教育の充実　○家庭教育の充実と地域との連携　
○運動や食育を通じた健やかな体の育成　
●6-1-2 人権教育・啓発の推進　○人権教育・啓発の推進　　
●6-1-3 生涯学習・スポーツの推進　○生涯学習の推進　○スポーツの振興
●6-1-4 芸術・文化活動の充実　○伝統文化の継承と芸術の振興

●7-1-1 農林水産・商工業の振興　○ブランド産品育成　地産地消及び6次産業化の推進　○次代を担う人材育成・支援　
○環境に配慮した農林水産業の推進　○生産基盤の整備及び保全　○魅力ある農山漁村づくり　○中小企業の振興及び企業誘致の推進　　
●7-1-2 新規雇用の場の確保　○雇用の場の創出と労働環境の向上　○高齢者雇用の創出

●7-2-1 観光の振興　○にぎわい創出のまちづくり　○地域資源をいかした観光振興　○移住・定住促進に向けた情報発信

●8-1-1 市民活動への支援　○市民の自主的な活動支援と公共サービスを担う多様な主体の育成　○市民との情報共有化の推進

●8-2-1 効率的な行財政運営　○持続可能な財政構造の確立及び効率的な行財政運営　○人材育成に向けた取り組み  
● 8-2-2 公共施設等の適正な管理運営　○公共施設の効率的な運営・見直し　
●8-2-3 行政情報化の促進　○行政運営における効率的・効果的な ICTの活用　　
●8-2-4 広域連携の推進　○地域連携による経済・生活圏の形成

　

●1-1-1 防災・減災対策の推進　○大規模災害時等に備えた防災体制の充実・強化　
○災害発生時における迅速な情報収集及び情報伝達体制の強化　○地域防災力の充実強化　
○市民の生活を守るインフラ基盤の機能強化　○市民の生命、財産を守る雨水排水対策　　
●1-1-2 消防力の強化　○火災予防対策の強化　○消防体制・機能の整備　○地域消防力の向上　　
●1-1-3 救急・医療体制の充実　○救急救命・救急医療体制の充実　○健全で円滑な医療保険制度の運営　　　
●1-1-4 交通安全対策の推進　○交通安全対策　○交通安全教育　
●1-1-5 防犯体制の整備　○防犯活動 ○青少年の健全育成　
●1-1-6 消費生活対策の充実　○消費者意識の啓発と消費者保護の体制づくり　
●1-1-7 情報化の推進　○マイナンバー制度　

●2-1-1 道路・交通網の整備　○道路・橋梁の整備　○高速交通ネットワークの早期整備　○地域公共交通網の整備促進　
●2-1-2 公園・緑地等・交流拠点の整備　○公園・緑地等・交流拠点の整備　
●2-1-3 住宅・住環境の整備　○空家等対策の推進　○公営住宅の整備　
●2-1-4 上下水道の整備　○安全でおいしい水の安定供給　　○公共下水道、合併処理浄化槽などの整備による汚水処理率の向上　
●2-1-5 生活関連施設の整備　○ごみ処理・し尿処理など生活関連施設の整備　　
●2-1-6 市街地の整備　○集約・連携型都市構造の構築に向けたまちづくり　○地域の特性にあった市街地環境の形成　

●3-1-1 自然環境・景観の保全　○自然環境と共生した魅力あるまちづくり　
●3-1-2 循環型社会の実現　○環境への負荷の少ない循環型都市の構築

【基本方針】

　4つの政策、8つの基本目標、11の施策、34の基本方針からなる基本計画を構成しています。
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基本目標1　安全・安心なまちづくり

　　　　　1-1 安全・安心な日常生活の確保

　安全・安心なまちづくりという目標達成のためには、安全・安心な日常生活の確保が必要です。

大規模災害から市民の生命と財産を守るため、防災・減災対策を推進するとともに、消防力の強

化や、救急・医療体制の充実を図ります。いつ起こるかわからない災害や犯罪、交通事故から自

分を守るという意識の向上、迅速な対応のための情報伝達体制を強化します。

＜重点指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 平成３8年度 備　考

災害に強いまちと感じる
割合

％ 26％ 40％ 60％
総合計画
アンケート

本市にずっと住み続けた
いと感じる割合

％  61％ 75％ 80％ 総合戦略※

※総合戦略…小松島市まち・ひと・しごと創生総合戦略

＜個別指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 備　考

津波避難施設・避難路整備箇所
（津波避難困難地区対象）

箇所 9箇所 13箇所 総合戦略

自主防災組織結成率 ％ 74％ 100％ 総合戦略

住宅用火災警報器設置率 % 72％ 100％ 基準年度
（平成28年度）

消防団員数充足率 % 94％ 100％ 基準年度
（平成28年度）

救命講習受講者数 人 55人 100人

交通安全教室開催件数 件 123件 140件

防犯教室開催件数 件 2件 11件

市内各地域パトロール実施件数 件 45件 66件

消費者教育研修会参加者数 人 ８1人 160人

施　策

政策① 安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

基本計画の見方
　前期基本計画では、原則、施策毎に「重点指標」、「個別指標」を定めています。また、施策に応じ

た基本方針ごとに、「現況と課題」、「重要事項」、「その他の取り組み」、「市民の皆さんなどの役割」

を示しています。

政政政

政　策
4つの政策を記載しています。

　施施施施 策

　安全・安

大規模大規模災災

化や化や、救救

分を守る

施　策
基本目標の中の施策を
記載しています。

り

な日常生活の確保が必要です。

力の強

基本目標
政策の中の8つの基本目標
を記載しています。

＞

財産財産を守るを守るため、ため、防災・防災 減災対減災対策を推策を推進する進するとともとともに、消に、消防防

を図を図りますります いつ。いつ起こる起こるかわかかわからないらない災害や災害や犯罪犯罪、交通事交通事故故

迅速な対応のための情報伝達体制を強化します。

位 基準年度 平成３３年度 平成３8年度 備

推進するとともに 消防
重点指標
各事業計画やアンケート調査等を
基本とした定性的な指標を記載し
ています。

＜

津波避
（津波避

自主防

住宅用

個別指標
具体の事業に基づく
定量的な指標を記載
しています。

ト

度）

度）（平成28年度

人

件

人

度）

備　考
備考欄には基準年度
欄の数値に係る計画
名などを記載してい
ます。
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50 51

　基 本 計 画

　　基本目標1　安全・安心なまちづくり

　　　　　1-1 安全・安心な日常生活の確保

交通安全対策

　交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、昭和

４６年より９次にわたり「小松島市交通安全計画」を策定し、

関係機関や各種団体と一体となって交通安全対策を実施する

とともに、交通安全意識の啓発・広報に取り組んできました。

　本市における交通事故の発生件数は減少傾向にあります

が、依然として交通事故により尊い人命が失われています。

　高齢化の進展に伴う高齢者の交通事故増加への対策に加

え、近年は自転車による交通事故防止に向けた、安全で適正な利用の推進も重要視されており、本市

では平成２８年度に策定した「第１０次小松島市交通安全計画」に基づき、交通事故の根絶をめざし

て交通安全意識を高めるための取り組みを進めています。

交通事故発生件数

年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
件数 302件 305件 300件 266件 253件

交通安全教育

　本市の児童生徒が、車との接触により負傷する事故が、

毎年発生しています。小中学生の自転車乗車時のマナー

など、交通ルール遵守への指導が必要です。

　市内各小中学校では、教職員による日々の交通安全指

導のほか、保護者・地域の方や関係機関と協力しての交

通安全教室、危険箇所での点検や指導を行い、児童生徒

の交通安全に対する意識を高めていますが、さらなる徹

底が必要です。

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　1-1-4 交通安全対策の推進

  現況と課題 

全国交通安全運動キャンペーン

　こうした中、平成２８年３月、国・県・市・

学校・警察など通学路に関する機関・団体で

構成された小松島市通学路安全推進協議会が

発足し、「小松島市通学路交通安全プログラ

ム」を策定しました。関係機関・団体が連携

を強化し、このプログラムを効果的に推進し

ています。

◆関係機関との連携による交通安全意識の啓発◆

　「各機関・団体と連携しながら交通安全意識の啓発・広報に取り組みます。」

◆段階的かつ体系的な交通安全教育の推進◆

　「年齢段階や社会環境に応じた交通安全教育を推進します。」

　

◆「小松島市通学路交通安全プログラム」の推進◆

　「学校・道路管理者等が連携して、通学時の児童生徒の安全確保を行います。」

●学校・家庭・地域などの意見をもとに、通学路の危険箇所を抽出し、国・県の道路管理者や警察等

と合同点検や対策についての協議を行い、改善を図ります。

●自転車通学の中学生に対する自転車用ヘルメット購入費の補助や、遠距離通学の南小松島小学校

低学年児童に対して行うスクールバス運行事業は、交通安全の観点からも必要なものであるため、

引き続き実施いたします。

●国・県の道路管理者や警察等と協力し、歩道や自転車専用道路の整備、横断歩道や信号機、道路標

識の修繕、ガードレール・カーブミラー等の設置や改修など道路施設、交通安全施設の整備・改

善を行います。また、国の交付金を活用し、効果的・効率的な整備計画を立て、歩行者や自動車・

自転車運転者の安全確保を行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

交通安全教室

小松島市通学路安全推進協議会

  重要事項 

  その他の取り組み 

●交通ルールを守り、自分自身が事故に遭わないように気をつけます。

●車を運転するときには、歩行者や自転車に気を配り、余裕を持って、運転します。

●保護者は、子どもの安全に気を配り、家庭でも交通ルールについて話し合います。

  市民の皆さんなどの役割 

政
策
①

基本方針
基本となる方針をタイトル
として記載しています。

重要事項とその他の取り組み
基本方針の実現に向けて、また、課題を
解決するために市が取り組むべき事項を
記載しています。

現況と課題
基本方針に対するこれまでの取り組み
や課題を記載しています。

市民の皆さんなどの役割
基本方針の実現に向け、市民や事業所、
企業などが担う役割を記載しています。

　基本

　

政策

施施　策

本方針基本

こう

学校

構成さ

発足し

ム」を

を強化

ていま

◆関係

　「各

◆段階

「年

◆「小

　「学

●学校

 重重重要

 そそその

基
解
記

●交通ル

●車を運

●保護者

民民民ののの

基

市市市民

5500

交通安全対

交通安全対

４６年より９

関係機関や各

とともに、交

本市におけ

が、依然とし

高齢化の進

え、近年は自

では平成２８

て交通安全意

交通事故発生

年
件数

交通安全教

本市の児童

毎年発生して

など、交通ル

市内各小中

導のほか、保

通安全教室、

の交通安全に

底が必要です

況況況とと課課現現現
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基本目標1　安全・安心なまちづくり

　　　　　1-1 安全・安心な日常生活の確保

　安全・安心なまちづくりという目標達成のためには、安全・安心な日常生活の確保が必要です。

大規模災害から市民の生命と財産を守るため、防災・減災対策を推進するとともに、消防力の強

化や、救急・医療体制の充実を図ります。いつ起こるかわからない災害や犯罪、交通事故から自

分を守るという意識の向上、迅速な対応のための情報伝達体制を強化します。

＜重点指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 平成３8年度 備　考

災害に強いまちと感じる
割合

％ 26％ 40％ 60％
総合計画
アンケート

本市にずっと住み続けた
いと感じる割合

％  61％ 75％ 80％ 総合戦略※

※総合戦略…小松島市まち・ひと・しごと創生総合戦略

＜個別指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 備　考

津波避難施設・避難路整備箇所
（津波避難困難地区対象）

箇所 9箇所 13箇所 総合戦略

自主防災組織結成率 ％ 74％ 100％ 総合戦略

住宅用火災警報器設置率 % 72％ 100％ 基準年度
（平成28年度）

消防団員数充足率 % 94％ 100％ 基準年度
（平成28年度）

救命講習受講者数 人 55人 100人

交通安全教室開催件数 件 123件 140件

防犯教室開催件数 件 2件 11件

市内各地域パトロール実施件数 件 45件 66件

消費者教育研修会参加者数 人 ８1人 160人

施　策

政策① 安全・安心で快適に暮らせるまちづくり
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　基 本 計 画

　　基本目標1　安全・安心なまちづくり

　　　　　1-1 安全・安心な日常生活の確保

大規模災害時等に備えた防災体制の充実・強化

  今後、３０年以内に東南海・南海地震が発生する確率は、東南海地震が７０％程度、南海地震が

６０％程度と予想されており、東日本大震災以降は、地震や津波対策などの「安全」に対する市民の

皆さんの意識が高まっています。

　国は、東日本大震災を受けて、南海トラフ巨大地震による津波想定高等を修正し、新たな被害想定

を発表しました。また、徳島県が平成２４年１０月に発表した最大規模の南海トラフ巨大地震が発生

した場合の津波浸水想定では、市内の平野部のほとんどの地域が浸水するとされており、避難経路の

周知や緊急避難経路の整備を図る必要があります。

　大規模災害時等に備えた防災体制の充実・強化のため、市総合防災訓練の中に津波避難訓練を取り

入れ、万が一の災害時の避難行動を再確認していただいています。地域防災組織と企業や学校をはじ

めとする団体等のつながりを強固なものとするため、市が橋渡し役となり、地域防災力・企業防災力

の強化に向けた取り組みが求められます。

　消防活動については、大規模災害時には本市の消防力を上回る事態が想定されることから、県内消

防機関との徳島県広域消防相互応援協定の締結及び緊急消防援助隊の運用がなされています。各援助

隊が円滑に活動が行えるよう小

松島市緊急消防援助隊受援計画

の見直しが必要です。

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　1-1-1 防災・減災対策の推進

市総合防災訓練の様子

  現況と課題 

政
策
①
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災害発生時における迅速な情報収集及び情報伝達体制の強化

　大規模災害時には、発災直後から災害通報をはじめとする様々な情

報を早期に集約・分析し、災害対応につなげていくことが肝要であり、

特に初動期における情報管理が重要となります。

　災害時の消防活動については、平成26年度に策定された災害時初

動マニュアルに基づき、消防本部、消防団が連携し、市民の皆さんの

生命・身体の安全確保を目的として、迅速かつ的確な避難誘導を実施

することとしています。

　災害時の情報伝達手段として、防災行政無線をはじめ、全国瞬時警

報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ )や、緊急情報ネットワークシステム（EM

ネット）を整備し、迅速な情報収集体制を構築しています。

地域防災力の充実強化

　大規模災害に遭遇した時、最大の防災力は「自助」であり、自助の

結集が「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識に基づき結成

される自主防災組織です。これまでに、本市では自主防災組織に対し、津波避難マップ等の作成費用

を助成し、自助、共助の取り組みを支援して

います。

　今後も、訓練、講習会をはじめとするあら

ゆる場所で、市民の皆さんに対して自助・共

助の重要性を訴えるとともに、企業、団体等

の防災力の向上を推進し、地域と企業、団体

等が協働して災害に立ち向かうための組織づ

くりを進めていく必要があります。

　新潟県中越地震や東日本大震災、熊本地震

では、多くの高齢者や障がい者が犠牲となり

ました。災害時に自力で避難することが困難な方（避難行動要支援者）に対する支援が、全国的な課

題となっています。

市民の生活を守るインフラ基盤の機能強化

　南海トラフ巨大地震などの大規模災害の発生に備え、公共施設や民間建築物の耐震化の推進は急務

であり、また、木造住宅の多くが倒壊し、多数の人命が失われた阪神・淡路大震災及び東日本大震災

の発生以降、住宅耐震改修への市民の皆さんの関心も広がってきています。

木造住宅耐震改修等助成件数

年  度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
件  数 3件 8件 11件 5件 14件

防災行政無線

地域での防災訓練
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　基 本 計 画

　災害時に避難所としての役割を果たす公民

館の整備は重要です。平成２７年度に旧耐震

基準で建設された建物６棟の耐震診断を実施

しました。

　東日本大震災や平成２８年４月の熊本地震

の教訓を受け、危機管理に対応した強靭な水

道システムの再構築が課題となっています。

本市では、老朽化した浄水場、配水管網等の

耐震性能強化に向けた更新・整備事業を効率

的・効果的に推進しています。平成２４年度からの５か年では、老朽管更新事業等を重点的に進め、

石綿セメント管の更新等については平成２８年度で全て完了するなど、管路の整備、耐震化率の向上

を図っています。

　また本市は古くからの港湾都市であり、市街地が海岸線に隣接しています。港湾関係施設について

は老朽化が進行しており、防災の観点からの改築や老朽化対策が必要となっています。

市民の生命、財産を守る雨水排水対策

  近年頻発する局地的豪雨（ゲリラ豪雨）な

どに見られる降雨特性の変化や、市街化の進

展などによる保水力の低下などにより、たび

たび浸水被害が発生しており、これに耐えう

る雨水排水施設（ポンプ場、水路など）の効

率的かつ効果的な整備が求められるととも

に、既存の雨水ポンプ設備の老朽化対策も喫

緊の課題となっています。

  重要事項 

大規模災害時等に備えた防災体制の充実・強化

◆南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模災害を想定した訓練の実施◆

「市民の皆さんの尊い生命、貴重な財産を守るため、市民の皆さんに『自分の安全は自分で守る』

という防災意識を高めていただくとともに、皆さんとともに、災害の防止や災害発生時の被害を

軽減する減災のまちづくりを進めます。」

災害発生時における迅速な情報収集及び情報伝達体制の強化

◆国・県関係機関との連携による防災・気象情報の収集並びに多様な通信手段の利用促進◆

「災害が発生したとき、その情報を迅速かつ的確に把握し、市民の皆さんや市内の事業所に伝達で

きるよう体制の整備と情報伝達網の維持管理を行います。」

小松島ニュータウン地区　津波避難施設

金磯南雨水ポンプ場

政
策
①
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地域防災力の充実強化

◆広報誌や自主防災会などの研修活動を通じた自助意識の啓発◆

「自主防災組織の結成率を１００％にするとともに、市民の皆さんと連携し、地域防災力を強化し

ます。また、地域住民と協働した企業防災力を強化します。」

市民の生活を守るインフラ基盤の機能強化

◆津波避難施設・避難路等の計画的な整備◆

「津波避難困難地区（和田島・金磯地区）の解消をめざし、避難施設・避難路等の計画的整備に努

めるとともに、防災用資機材等の適切な維持管理を行います。」

◆地域防災拠点施設としての機能確保の推進◆

「大規模災害発生時における防災拠点としての役割機能を担いつつ、行政機能を維持できるよう、

市役所庁舎の耐震化や維持管理を推進します。」

◆住宅・建築物の耐震化の推進◆

「住宅・建築物の耐震化を推進します。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆公民館の耐震化等の推進◆

「災害時に避難所としての役割を果たす公民館の耐震改修等を推進します。」

◆危機管理対応としての水道システムの構築◆

「水道施設の適切な更新・耐震化を進めるとともに、管路事故や震災の影響を最小化するようバッ

クアップ機能を強化した水道システムの再構築を図ります。また、災害時に柔軟に対応可能な給

水拠点の配置や組織連携を進めます。」

◆港湾関係施設の整備◆

「港湾関係施設については、防災の観点から、国・県が行う防潮堤及び岸壁等の整備や管理を協力

して行います。」

　
市民の生命、財産を守る雨水排水対策

◆降雨災害に強い都市づくりの推進◆

「雨水浸水災害から市民の皆さんの生命と財産を守るため、雨水ポンプ場や幹線水路、枝線水路な

ど基幹排水施設の整備を進めるとともに、徳島県と連携して護岸工事などの河川整備を進め、降

雨災害に強い都市づくりを進めます。」
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　基 本 計 画

大規模災害時等に備えた防災体制の充実・強化

●市総合防災訓練、国民保護訓練を継続的に行うとともに、図上訓練や地域自主防災組織等との連携

など、より実際の災害を想定した訓練を行い、「小松島市地域防災計画」等に反映させていきます。

●地域防災計画に定められた、「小松島市業務継続計画（ＢＣＰ）」、「避難所運営マニュアル」及び「災

害時初動マニュアル」に基づき、職員等が災害時に迅速かつ適切に行動できるよう研修等を開催

します。また、万が一の発災時に備え、仮設住宅建設・支援物資等物流拠点としての市内候補地

の事前調査を行うとともに、市内６４箇所の指定避難所をはじめとする防災拠点を強化します。

●大災害時における消防職団員の迅速かつ的確な行動と、公務災害防止のため、消防本部行動マニュ

アル等を見直し、消防本部、消防団、防災関係機関との協力関係をより一層強固なものとするため、

訓練、研修を行います。

災害発生時における迅速な情報収集及び情報伝達体制の強化

●防災行政無線をはじめとする情報伝達機器の適切な維持管理を行い、災害情報等を迅速に市民の皆

さんや企業に伝達するため、緊急地震速報訓練をはじめとした情報伝達訓練を行います。

●民間による情報伝達媒体の有効な活用とともに、報道機関等との連携による情報伝達手段の活用な

どにより、正確な情報を迅速に市民の皆さんに伝達します。

●今後の情報通信分野における新技術の情報収集にあたるとともに、現在の防災行政無線設備の将来

的な再整備計画についても検討します。また、各報道機関やアマチュア無線協会、タクシー会社

などの関係機関とは情報提供協定を締結していますが、引き続き、災害対応に関する様々な協力

協定の締結を進めていきます。

●土砂災害による被害の軽減対策については、徳島県が指定する土砂災害警戒区域等の情報を把握し、

土砂災害避難計画を作成します。

●洪水による被害の軽減対策については、徳島県の被害想定を受けて、土砂災害避難計画と同時期に

洪水避難計画を作成します。両計画を広く市民の皆さんに周知するため、ハザードマップを全世

帯に配布します。

地域防災力の充実強化

●本市では、高齢者、障がい者等を対象として、本人や家族からの申請により、災害時要援護者支援

台帳へ登録するとともに、各々の状況に応じた個別の避難支援プランの作成を行います。

市民の生活を守るインフラ基盤の機能強化

●津波避難困難地区の解消をめざし、平成２９年度から供用開始となった小松島市葬斎場には屋上

避難施設を設けています。また、葬斎場への避難路整備として複数年度で市道幹線月ノ輪金磯線

の狭あい部分の道路拡幅を行います。さらに、高速道路を活用した避難場所・緊急進入路等など、

引き続き、津波避難施設、避難路等の整備を推進します。

●企業、団体等との災害時支援協定の締結を推進するとともに、学校施設等に配置した防災倉庫や防

  その他の取り組み 政
策
①
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災用資機材の適切な維持管理並びに計画的な備蓄食料等の更新、増量を行います。

●大規模災害時の防災拠点としての役割機能を担う市役所本庁舎は、平成２９年度末までに庁舎南棟

の耐震化工事を進めます。

●住宅・建築物の耐震化の普及・啓発活動により、耐震診断及び耐震改修工事を促進し、市民の皆さ

んの生活の安全対策を図ります。

●公民館については、建物の地震に対する強さである構造耐震指標（Ｉｓ値）の結果や、地域の状

況等を勘案しつつ、順次、計画的に耐震補強工事又は改築工事を進め、災害時の避難場所として、

市民の皆さんが安全・安心して利用できる施設とします。

●資産管理（アセットマネジメント※）の手法を用い、送配水管等水道施設における老朽化の状況を

把握し、優先度を踏まえた施設更新・耐震化を実施するとともに、前提となる将来にわたって持

続可能な財政基盤を構築します。

　※アセットマネジメント…施設・管路をいつ頃までにどのくらいの量を更新し、新しい施設等をいつ頃どのくら
い整備しなければならないかを数的に時間軸で把握、分析を行うもの。

市民の生命、財産を守る雨水排水対策

●公共下水道事業においては、川北第２排水区・金磯第２排水区で雨水幹線水路の延伸や枝線水路の

整備を推進し、雨水ポンプ場の集水区域拡大による浸水被害の軽減を図ります。

●小松島航空基地周辺地域の浸水対策については、防衛施設周辺洪水対策事業により、浸水被害の抜

本的な対策に取り組みます。

●河川整備については、徳島県により、治水安全度の強化を目的に実施している二級河川勝浦川の破

堤対策や恩山寺谷川の河川改修工事、県が策定した二級河川立江川水系河川整備計画に沿って実

施している立江川の河川改修工事を、県とともに積極的に推進し、河川の氾濫などの被害の軽減

を図ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●大規模災害を想定した訓練に積極的に参加するなど、「自分の安全は自分で守る」という防災

意識を高めます。

●防災意識を高め、必要な場合には耐震診断及び耐震改修工事を行い、耐震化に努めます。

●日頃から家族で避難経路、避難場所の確認、連絡方法などの取り決めを行います。

●要支援者がいる家庭では、事前に自主防災会や市役所等への情報の提供を行います。

●自主防災組織などの地域の相互協力体制の構築に積極的にかかわっていきます。

●企業や事務所では、災害時の防災訓練を取り入れ、自主防災会とも連携して訓練を行うなど、

地域連携の強化に努めます。

  市民の皆さんなどの役割 
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　基 本 計 画

　　基本目標1　安全・安心なまちづくり

　　　　　1-1 安全・安心な日常生活の確保

火災予防対策の強化

  出火防止対策として、春の全国火災予防週間には、防火防災意識の高揚を図るために消防フェアを

開催しています。年末年始には出火ゼロを目標に、消防団を中心とした歳末警戒巡視などの火災予防

啓発活動を行っています。

　高齢者福祉施設や飲食店など、多数の

人が出入りする建物及び危険物施設等に

おける火災予防対策を推進するため、予

防査察を実施しています。

　また、住宅火災による死者数を減少さ

せるためには、住宅用火災警報器の設置

が有効な手段です。これまでに積極的

な広報活動等を行ってきましたが、平

成２８年６月時点での設置率は72％と

なっています。今後、設置率１００％を

目標に、新たな広報手段を検討する必要

があります。

火災発生件数

年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
件数 15件 11件 27件 15件 15件

消防体制・機能の整備

　消防は、日常の火災・水防出動をはじめ、大規模地震などの自然災害や、武力攻撃事態等の国民保

護事案の対応まで、幅広い活動が求められています。このため、消防職団員の災害対応能力の向上や、

消防車両、消防水利の整備が課題です。

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　1-1-2 消防力の強化

  現況と課題 

消防フェア

政
策
①
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地域消防力の向上

　消防団は、日頃から火災予防

広報、地域の訓練指導等広く防

火防災の地域リーダーとして活

動するとともに、火災等の災害

発生時には、第一線で活動する

重要な任務を有する消防機関で

す。

　近年は、消防団員の減少が進

んでいることから、消防団員の

確保を目的とした入団条件の緩

和や処遇改善をはじめ、消防団

員を雇用する事業所における消

防団協力事業所表示制度の導入などの取り組みを進めています。

　地域消防力の向上のために、今後も、地域消防力の要である消防団員を確保することが必要です。

  重要事項 

◆消防施設の充実強化◆

　「消防施設については、総務省消防庁の『消防力の整備指針』に基づき整備を進めます。時代に即

した消防需要を的確に把握し、施設整備の充実強化を図ります。」

◆住宅防火対策の推進◆

　「火災から命を守るため、住宅用火災警報器の設置と維持管理の徹底を周知するとともに、住宅防

火対策の推進に取り組みます。」

◆消防団員の確保◆

　「消防団員の確保に向けた取り組みとして、潜在的な入団希望者の加入促進を図るため、市広報誌

等による広報媒体の活用とともに、消防フェア、成人式など地域イベント等でのリーフレットの

配布等による広報活動も行います。」

  その他の取り組み 

●消防通信機器の適切な維持管理を行うとともに、発災時の的確な運用を行うため、研修及び訓練を

実施します。

消防団遠距離中継訓練
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　基 本 計 画

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●住宅用火災警報器を設置します。

●地域防災力を高めるため、日頃から地域の防災訓練等に参加し、地域共助の強化に取り組みま

す。

  市民の皆さんなどの役割 

屈折はしご付消防自動車

政
策
①
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　　基本目標1　安全・安心なまちづくり

　　　　　1-1 安全・安心な日常生活の確保

救急救命・救急医療体制の充実

　本市における救急自動車による救急出

動件数は、平成 25 年には過去最高の

1,804 件を記録しました。近年、救急

出動件数は増加傾向にあり、救急自動車

の適正利用が全国的な課題となっていま

す。

　現在、救急業務は、高度化へと移行し

ており、救急救命士の新規養成、並びに

教育訓練による技能向上を図り、救命率

の向上に取り組んでいます。これまで、

高規格救急自動車の計画的な更新や、新

たな制度、技術に対応した高度救命処置

用資器材の整備などを図ってきており、今後においても、時代に即した計画的な整備を推進していく

必要があります。

　また、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の効果的な使用は、傷病者の救命効果を一層向上させること

が明らかとなっており、本市では、定期

的に普通救命講習等を実施し、普及啓発

を推進しています。

　救急医療については、１次救急（休日・

夜間）は小松島市医師会による在宅当番

制により、２次救急は南部Ⅰ医療圏（２

市３町）における病院群輪番制により、

３次救急は徳島赤十字病院に併設されて

いる高度救命救急センターにおいて対応

する体制が確立されています

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　1-1-3 救急・医療体制の充実

  現況と課題 

徳島赤十字病院

AED講習会
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　基 本 計 画

健全で円滑な医療保険制度の運営

　国民健康保険制度においては、近年は、生産年齢人口の減少とともに、退職者や高齢者の加入率が

上昇し、低所得者の割合が高まってきています。一方で、医療費の高額化や高齢者の医療費の増大が

みられ、国民健康保険財政の健全化が大きな課題となっています。

　こうしたなか、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとし、国民皆保険を堅持していくため、

平成３０年度から国民健康保険を市町村と都道府県が共同して運営していくことなどが規定されました｡　　

　後期高齢者医療制度においては、平成20年度から、従来の老人保健制度が後期高齢者医療制度に

変わり、75歳以上の高齢者等は、同制度に加入することになりました。後期高齢者医療制度の運営は、

徳島県内すべての市町村が加入する徳島県後期高齢者医療広域連合が行っています。

◆救急業務の高度化の推進◆

　「救急救命士の養成をはじめ、救急隊員に対する教育訓練の更なる充実、高規格救急自動車及び救

急資器材の計画的整備を行い、関係機関との連携の強化など、救急業務の高度化を図ります。」

　

◆健全で円滑な医療保険制度の運営◆

　「病気になったときに、必要な医療が安心して受けられるよう、国民健康保険制度や後期高齢者医

療制度の着実な運営を行います。」

●緊急性の高い救急要請者への対応のため、

「救急車の適正利用」について、広報等を

通じた理解を求めていきます。

●集団事故等の特殊救急発生時の対応やドク

ターカーとの連携強化を推進し、総合的な

対応力の向上を図ります。

●平成３０年度の国民健康保険制度改革に適切に対応できるよう、情報の収集等により、システム構

築等、遺漏のない対策を行います。

●保険給付等の適正化や保健事業の充実強化を図り、医療保険制度の運営の安定につなげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

  重要事項 

  その他の取り組み 

●救急車の適正利用に努めます。

●AEDがどこに設置されているかを知り、正しく使用できるよう講習会等に積極的に参加します。

  市民の皆さんなどの役割 

　高規格救急自動車

政
策
①
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　　基本目標1　安全・安心なまちづくり

　　　　　1-1 安全・安心な日常生活の確保

交通安全対策

　交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、昭和

４６年より９次にわたり「小松島市交通安全計画」を策定し、

関係機関や各種団体と一体となって交通安全対策を実施する

とともに、交通安全意識の啓発・広報に取り組んできました。

　本市における交通事故の発生件数は減少傾向にあります

が、依然として交通事故により尊い人命が失われています。

　高齢化の進展に伴う高齢者の交通事故増加への対策に加

え、近年は自転車による交通事故防止に向けた、安全で適正な利用の推進も重要視されており、本市

では平成２８年度に策定した「第１０次小松島市交通安全計画」に基づき、交通事故の根絶をめざし

て交通安全意識を高めるための取り組みを進めています。

交通事故発生件数

年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
件数 302件 305件 300件 266件 253件

交通安全教育

　本市の児童生徒が、車との接触により負傷する事故が、

毎年発生しています。小中学生の自転車乗車時のマナー

など、交通ルール遵守への指導が必要です。

　市内各小中学校では、教職員による日々の交通安全指

導のほか、保護者・地域の方や関係機関と協力しての交

通安全教室、危険箇所での点検や指導を行い、児童生徒

の交通安全に対する意識を高めていますが、さらなる徹

底が必要です。

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　1-1-4 交通安全対策の推進

  現況と課題 

全国交通安全運動キャンペーン

交通安全教室
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　基 本 計 画

　こうした中、平成２８年３月、国・県・市・

学校・警察など通学路に関する機関・団体で

構成された小松島市通学路安全推進協議会が

発足し、「小松島市通学路交通安全プログラ

ム」を策定しました。関係機関・団体が連携

を強化し、このプログラムを効果的に推進し

ています。

◆関係機関との連携による交通安全意識の啓発◆

　「各機関・団体と連携しながら交通安全意識の啓発・広報に取り組みます。」

◆段階的かつ体系的な交通安全教育の推進◆

　「年齢段階や社会環境に応じた交通安全教育を推進します。」

　

◆「小松島市通学路交通安全プログラム」の推進◆

　「学校・道路管理者等が連携して、通学時の児童生徒の安全確保を行います。」

●学校・家庭・地域などの意見をもとに、通学路の危険箇所を抽出し、国・県の道路管理者や警察等

と合同点検や対策についての協議を行い、改善を図ります。

●自転車通学の中学生に対する自転車用ヘルメット購入費の補助や、遠距離通学の南小松島小学校

低学年児童に対して行うスクールバス運行事業は、交通安全の観点からも必要なものであるため、

引き続き実施いたします。

●国・県の道路管理者や警察等と協力し、歩道や自転車専用道路の整備、横断歩道や信号機、道路標

識の修繕、ガードレール・カーブミラー等の設置や改修など道路施設、交通安全施設の整備・改

善を行います。また、国の交付金を活用し、効果的・効率的な整備計画を立て、歩行者や自動車・

自転車運転者の安全確保を行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

小松島市通学路安全推進協議会

  重要事項 

  その他の取り組み 

●交通ルールを守り、自分自身が事故に遭わないように気をつけます。

●車を運転するときには、歩行者や自転車に気を配り、余裕を持って、運転します。

●保護者は、子どもの安全に気を配り、家庭でも交通ルールについて話し合います。

  市民の皆さんなどの役割 

政
策
①
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　　基本目標1　安全・安心なまちづくり

　　　　　1-1 安全・安心な日常生活の確保

防犯活動

　本市では、市内各地区の防犯推進会

を中心に小松島市防犯協会を組織し、

防犯活動に取り組んでいます。警察や

消防団など関係機関との連携のもと、

少年非行の防止や健全育成活動、地域

における防犯活動の推進などにより、

安心で安全なまちづくりをめざしてい

ます。

　学校では、警察や地域のスクールガー

ドや保護者と連携し、不審者対応の防

犯教室や避難訓練・集団下校等を行い、

児童生徒の安全を確保しています。

青少年の健全育成

　青少年健全育成センターでは、学校・

警察や補導員・補導協助員と連携しな

がら、補導・相談・広報・環境美化等

の活動を行い、犯罪を未然に防ぐとと

もに、青少年の健全育成をめざして取

り組んでいます。

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　1-1-5 防犯体制の整備

  現況と課題 

児童生徒の安全を見守るスクールガード

青少年健全育成キャンペーン
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　基 本 計 画

◆地域連帯による防犯意識の向上◆

　「防犯活動に取り組む地域コミュニティの維持・強化を推進します。」

◆青少年健全育成に向けての取り組み◆

　「補導・相談・広報・環境美化活動等を強化し、青少年の安全と健全育成を図ります。」

●市内にあるＪＲ四国の４駅で、関係機関と協力して放置自転車の整理や撤去を行うとともに、駐輪

マナーの向上や自転車の盗難に遭わないための防犯対策などの啓発に取り組みます。

●学校・家庭・警察・スクールガード等が不審者情報等を共有し、児童生徒等の安全確保を図るとと

もに、犯罪被害の効果的な未然防止をめざした防犯教室や避難訓練・集団下校等を行います。

●家庭・学校・青少年健全育成センターなど関係機関が連携し、「小松島警察署防犯少年柔剣道大会」

「少年非行防止ポスター・標語募集」等への積極的な参加を通じ、社会環境をより良くするために

地域ぐるみで活動を進めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  重要事項 

  その他の取り組み 

●各防犯団体は、児童や高齢者を対象とする防犯講習会の開催や、独居高齢者への訪問活動を実

施します。

●多様化する犯罪を地域で防ぐため、防犯活動に積極的に参加します。

  市民の皆さんなどの役割 

政
策
①



54

　　基本目標1　安全・安心なまちづくり

　　　　　1-1 安全・安心な日常生活の確保

消費者意識の啓発と消費者保護の体制づくり

　情報通信技術（ＩCＴ）の進展や経済の高度化等により、新たな商品やサービスの提供など、消

費生活の質や豊かさが向上しています。

　一方、商品やサービスの内容等が多様化・複雑化することで関連する情報の専門化・高度化等が進

み、消費者と事業者における情報格差が拡大することにより、消費者の知識不足等につけ込んだ様々

な悪質商法が発生しています。

　近年は、高齢者の消費者被害に関する相談も増加しており、加齢に伴う「健康」や一人暮らしによ

る「孤独」といった高齢者の不安に、悪質な事業者がつけ込むことも多くなっています。

　消費者庁の発足や消費者安全法の成立を契機として、本市では「小松島市消費生活センター」を開

設しており、関係団体と協力しながら、消費生活に関する相談や啓発に取り組んでいます。

消費生活相談件数

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
件数 120件 135件 169件 194件 183件

◆消費者保護の体制強化◆

　「消費生活センターの相談体制の強化を図ります。」

◆消費者教育の推進◆

　「自立した消費者の育成に向けた消費者教育を推進します。」

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　1-1-6 消費生活対策の充実

  現況と課題 

  重要事項 
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　基 本 計 画

●消費生活センターにおける相談業務により、消費生活における様々なトラブルの解決に向けた支援

を行います。また、消費生活に関する広報や啓発活動により、消費者意識の向上を図ります。

●若年層から高齢者までの消費者の特性に配慮し、必要な情報や教育の機会を提供することで、体系

的・効果的な消費者保護に取り組みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  その他の取り組み 

●被害にあわないために、消費者としての自覚を持ち、正しい知識を習得するよう心がけます。

●トラブルに巻き込まれたら、消費生活センターや警察に連絡します。

  市民の皆さんなどの役割 

消費生活センター相談業務

政
策
①
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　　基本目標1　安全・安心なまちづくり

　　　　　1-1 安全・安心な日常生活の確保

マイナンバー制度

　マイナンバー法（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）の施

行により、平成２７年１０月以降住民票を有する全ての方に１２桁のマイナンバー（個人番号）が通

知され、平成２８年１月から社会保障・税・災害対策分野での行政手続において利用が開始されました。

　マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であるということの確認を

行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・

公正な社会を実現するための社会基盤（インフラ）です。

　今後、行政分野だけでなく民間事業者においても幅広く活用されることから、制度が有効に活用さ

れるためにも、マイナンバーカード（個人番号カード）の仕組みをはじめとする制度の利便性が向上

することが重要であり、国・地方・民間が連携して取り組むことが必要です。

　また、平成２９年度からマイナンバーを活用し、国・地方間でのオンライン情報連携（情報提供ネッ

トワークシステムの稼働）が始まるにあたり、急速に複雑・巧妙化しているサイバー攻撃から本市の

情報システムを守るため、情報セキュリティの抜本的強化が必要とされています。

　ネットワーク再構築、二要素認証の導入、操作ログ管理ソフトやデバイス管理ソフトの導入、端末

の一元管理等について、抜本的な情報セキュリティの強化を図ることが課題です。

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　1-1-7 情報化の推進

  現況と課題 

個人番号カード

【おもて面】 【うら面】
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　基 本 計 画

◆マイナンバー制度の活用による市民の利便性の向上◆

　「マイナンバー・マイナンバーカード（個人番号カード）の利活用による新たな行政サービスの実

施に向けた取り組みを推進します。」

　

◆情報セキュリティの強化◆

　「情報の機密性、完全性、可用性を確保することにより、市民の皆さんが安心してマイナンバー制

度を活用できるよう、情報セキュリティの強化を図ります。」

●マイナンバーカード（個人番号カード）は、公的身分証明書として利用できるほか、様々な機能を

搭載した多目的カードとしての要素もあることから、市民の利便性とサービスの向上を図るため、

マイナンバーカード（個人番号カード）の普及促進に取り組みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  重要事項 

  その他の取り組み 

●マイナンバーの取り扱いには充分注意し、利用目的を確認したうえで、正しく利用します。

●個人情報保護やセキュリティ対策など、ネットワーク利用におけるマナーやモラルを守ります。

  市民の皆さんなどの役割 

政
策
①
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基本目標2　快適な暮らしづくり

　　　　　2-1 快適な生活・都市基盤の整備

　豊かな自然環境に恵まれた小松島市では、安全で安心して利用できる観点に立って、生活道路

としての市道整備や魅力ある公園・広場の整備を進めます。また、今後の人口減少社会に向け、

市民生活を守るインフラ基盤としての上下水道の計画的な整備やごみ処理施設などの生活関連施

設の整備をはじめ、利便性・機能性の向上を目的とした地域公共交通網の整備ほか、住宅耐震化

の促進や空き家対策の推進など、快適なまちづくりを進めていきます。

＜重点指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 平成３8年度 備考

本市は住みやすいまちと
感じる割合

％ 58％ 70％ 80％
総合計画
アンケート

本市に愛着を感じる割合 ％ 70％ 75％ 80％
地方創生
アンケート

一般廃棄物（ごみ）
処理量（年間）

トン 14,434トン 13,912トン 13,179トン
一般廃棄物処理
基本計画

最終処分量（年間） トン 1,727トン 1,624トン 1,541トン
一般廃棄物処理
基本計画

＜個別指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 備考

バス無料優待券の
延べ利用者数

人 10万5千人 11万 2千人 総合戦略

市民1人当たりの公園面積 ㎡ ５. ４㎡ ６. ０㎡ 緑の基本計画※

市営住宅管理戸数 戸 923戸 760戸 総合戦略

老朽危険空家除却補助件数 件  3件 8件 総合戦略

※緑の基本計画…緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画

施　策

政策① 安全・安心で快適に暮らせるまちづくり
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　基 本 計 画

　　基本目標2　快適な暮らしづくり

　　　　　 2-1 快適な生活・都市基盤の整備

道路・橋梁の整備

　本市では主要道路が少なく、このことは、渋滞損失時間による経済活動の阻害、交通事故の増加、

排気ガス等による沿道環境の悪化をもたらすほか、緊急輸送や災害時における避難や物資輸送の妨げ

となるなど防災面でも課題となっています。

　また、高度経済成長期に建設された橋梁等は、建設から５０年以上が経過し老朽化が進行していま

す。本市管理の橋梁については、国の指導や「小松島市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、定期点検

や維持補修を行い、橋梁の長寿命化及び効率的な維持管理を行っていますが、引き続き、予防保全の

観点を意識し、計画的かつ適切な維持管理を行わなければ、架け替えや大規模な修繕が必要となり、

将来大きな負担が生じるおそれがあります。

高速交通ネットワークの早期整備

　本市をはじめ、四国東南部には四国横断自動車道のミッシングリンク（高速ネットワーク空白地帯）

が存在し、公共交通ネットワークが充実していないなどにより、移動には車を利用する機会が多くなっ

ているのが実状です。

　このため、国道５５号においては、朝夕の通勤時を中心に慢性的な交通渋滞が発生しています。

　四国８の字ネットワークの一部を形成する「四国横断自動車道」は、国土強靱化や地域の生産性を

向上し、地方創生を実現する礎となる重要な社会資本であり、新直轄方式（無料）で整備されている

「阿南ＩＣ（仮称）～徳島東ＩＣ（仮称）」区間のう

ち「阿南ＩＣ～小松島ＩＣ（仮称）」区間は、用地

取得が概ね完了し、順次、橋梁や函渠工事、盛土工

事などの整備が進められています。

　高速道路におけるネットワークの形成は、地域の

活性化をはじめ、平時の救命救急や災害時の緊急輸

送道路となる「命の道」として、重要な役割を果た

すことが期待されています。

　また、近年、道路交通の円滑な「ながれ」を支え

るための快適な空間や、沿道地域の文化、歴史、名所、

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　2-1-1 道路・交通網の整備

  現況と課題 

建設が進む高速道路

政
策
①
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特産物などの情報を活用した多様で個性豊かなサービスを提供するなど、道路が有する新たな価値の

創造（道の駅）が望まれています。新たな空間を確保することによって、地域の核が形成され、活力

ある地域づくりや道を介した地域連携が促進されるなどの効果も見込まれます。

　高速道路の整備にあたっての周辺対策事業は、地域住民の方々の生活の質の向上と、地域経済・社

会の活性化を図ることを目的として、国や県の補助事業を活用しながら、側道や周辺道路、排水路等

の整備を進めています。

地域公共交通網の整備促進

　昭和２６年の事業開始以降、６４年にわたり市民の足を支えてきた市営バス事業が、平成２７年３

月末をもって廃止されました。民間交通事業者においても、モータリゼーションの進展に伴い、不採

算路線から撤退するなど、公共交通を取り巻く環境は厳しさを増しています。

　一方で、高齢者による交通事故件数が増加しており、自動車等で外出することにより交通事故に遭

遇するリスクを減らすという観点からも、公

共交通の利用環境を整備していくことが必要

となっています。

　本市では、公共交通関係者等からなる小松

島市地域公共交通活性化協議会を組織し、将

来に渡って持続可能な公共交通網の実現をめ

ざすためのマスタープランとなる「小松島市

地域公共交通網形成計画」について検討を行

い、平成２９年３月に計画を策定しました。

◆生活道路網等の整備促進◆

　「主要道路の整備や公共交通機関の整備を国や県、事業主体とともに推進します。」

　
◆交流基盤の整備◆

　「四国横断自動車道の早期完成に向け、国や県と一体となり、事業を推進します。道路の有効活用

による地域活性化のための拠点の整備を推進します。」

◆安全で快適な交通体系の形成◆

　「広域交通ネットワークの連携を推進するため、利用者の利便性の向上を図ります。」

◆生活機能の向上に向けた公共交通ネットワークの形成◆

　「住民が利用しやすい公共交通ネットワークを構築します。」

●道路施設については、道路舗装や路肩の改良をはじめ、道路機能の維持や排水浸水対策のための側

溝清掃のほか、交通安全対策により、歩行者や運転者も安全に通行できるよう取り組みます。

小松島市地域公共交通活性化協議会

  重要事項 

  その他の取り組み 
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　基 本 計 画

●橋梁については、災害時における避難経路の円滑な進行を確保するため、　「小松島市橋梁長寿命化

修繕計画」に基づき、県などの関係機関と協議を行いながら順次修繕工事ができるよう取り組み

ます。

●市街地と高速道路を結ぶ県道小松島港線（小松島港線バイパス）については、四国横断自動車道の

進捗に合わせた整備が必要不可欠であることから、関係機関と連携し、早期完成をめざします。

●高速道路の周辺対策事業として、道路・側道整備・排水路等の整備を進めます。

●地域活性化インターチェンジについては、四国横断自動車道の有効活用と、一般道路の渋滞緩和や

地域の活性化を図るなど、地域資源をいかした将来のまちづくりを展望する上で必要不可欠な社

会基盤であることから、その実現に向け取り組みます。

●都市計画道路などの主要道路の整備推進により、交通の円滑化を図るとともに、救急輸送や災害時

の避難路・輸送路を確保します。

●「小松島市地域公共交通網形成計画」に基づき、鉄道と路線バスの接続性など、市民の皆さんが利

用しやすい公共交通網の整備を図ります。また、計画期間中に公共交通機関の利用状況調査やニー

ズ調査を行い、生活機能の向上に向けた、より良い公共交通網の検討を行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●高速道路が持つ多様な機能を有効活用するため、周辺地域の特性や環境をいかしたにぎわいを

持った「まちづくり」への参画を行います。

●民間交通事業者は、より市民ニーズに沿った公共交通サービスの提供に努めます。

  市民の皆さんなどの役割 

政
策
①
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　　基本目標2　快適な暮らしづくり

　　　　　 2-1 快適な生活・都市基盤の整備

公園・緑地等・交流拠点の整備

　本市には、都市公園である日峯大神

子広域公園をはじめ、小松島ステーショ

ンパーク、しおかぜ公園や立江川親水

公園などの比較的大きな公園、児童遊

園やポケットパークなどの小規模な公

園・緑地などが数多くあり、市民の憩

いや交流の場、また、スポーツやイベ

ントの会場として利用されています。

　公園・緑地等には様々な機能が期待

されており、憩いやレクリエーション

機能をはじめ、災害時の避難場所や復

旧・復興拠点施設としての防災機能、環境との調和による癒し（リラクゼーション）の機能などが見

込まれます。

　

　しかし、公園・緑地等の配置は規模、施設、環境等においても地域間で偏りがあり、地域によって

はニーズに合った機能が十分確保されていない状況です。

　そこで、公園・緑地等の適正配置など、緑化の推進や緑地の保全などを総合的に定める「小松島市

緑の基本計画」を平成２８年度に策定しており、この計画に基づいて配置、機能付与、維持管理等、

市民の皆さんに親しまれる環境づくりを実施していく必要があります。

　その中でも、日峯大神子広域公園（脇谷地区）については開設以後、長期間経過による安全性の問

題が指摘され、早急に解消することが課題となっていたため、地域の交流拠点、また、災害時には防

災活動拠点として利用できるよう、再整備に取り組んでいます。

　また、都市計画決定後、長期間未整備の都市計画公園については、計画決定時との社会情勢の変化

などを踏まえたうえで、あり方の検討が必要となっています。

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　2-1-2 公園・緑地等・交流拠点の整備

  現況と課題 

立江川親水公園
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　基 本 計 画

◆公園・広場・緑地の整備◆

　「今ある緑の利活用を基本的な方針とし、公園・広場・緑地の整備は、地域の状況等を勘案しなが

ら計画的に整備を行います。」

●緑の基本計画に基づき、みどりの保全、緑化の推進、今ある緑の利活用を基本的考え方とし、その

方針のもと公園・緑地等の配置、機能付与、維持管理を適切に行い、特色と魅力ある環境づくり

を行います。

●日峯大神子広域公園（脇谷地区）については、誰もが安全に安心して利用していただけるよう再整

備します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  重要事項 

●緑のまちづくりの主役として、地域の緑化や緑地の保全活動に積極的に参加します。

  市民の皆さんなどの役割 

  その他の取り組み 

政
策
①
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　　基本目標2　快適な暮らしづくり

　　　　　 2-1 快適な生活・都市基盤の整備

空家等対策の推進

　平成２７年５月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家等の所有者又

は管理者が、第一義的な責任を有することを前提としつつ、市町村が、地域の実情に応じた空き家等

に関する対策の実施主体として位置付けられており、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推

進しています。

　空き家が老朽化の結果、倒壊したり、害虫が増殖するなど、付近や周辺に悪影響をもたらすこと、

また、地震発生時には避難経路の妨げになることなどがないよう、早急な空き家対策が必要です。

公営住宅の整備

　平成25年 3月に策定した「小松島市営住宅長寿命化計画」の中で定めているとおり、住宅を長

く利用可能な状態に保つためには、整備あるいは改善を行う段階で十分な品質（性能）を確保し、良

質なストックを形成しておくことが重要です。

　加えて、入居者の安全を確保し、生活環境の整備を図るためにも、中長期的視点に立った計画的な

維持管理が必要です。

◆空家等対策の推進◆

　「住環境の向上に資する空き家等対策を推進します。」　　　　　

　

◆「小松島市営住宅長寿命化計画」に基づく公営住宅の適正な整備◆

　「長寿命化計画に沿って住宅の質の確保、計画的な維持管理及びライフサイクルコストの縮減を図

ります。」

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　2-1-3 住宅・住環境の整備

  現況と課題 

  重要事項 
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　基 本 計 画

●空き家の所在把握の調査を実施し、所有者の特定及び意向把握を行い、最終的に「空家等対策計画」

策定につなげ、計画に基づき、活用や除却の支援体制の整備を実施します。

●地震発生時などに、倒壊等により道路を閉塞するおそれのある空き家等の除却を促進し、地域の防

災性の向上を図ります。

●原則として、建築年の古い建物を除却することで、「小松島市営住宅長寿命化計画」において目標

とした適正な管理戸数に削減し、効率的な維持管理体制をめざすとともに、入居者の安全を確保し、

生活環境の整備を図ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

●空き家の所有者及び相続人は、個人所有の資産として適正な管理を行います。

●地域や市と協働して地域の住環境の維持・保全にかかわっていきます。

  市民の皆さんなどの役割 

  その他の取り組み 政
策
①
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　　基本目標2　快適な暮らしづくり

　　　　　 2-1 快適な生活・都市基盤の整備

安全でおいしい水の安定供給

　本市の水道事業は、昭和２７年の事業認可以来、水源の確保と普及率の向上をめざして３期に及

ぶ拡張事業の末、現在の田浦浄水場による市内全域への給水体制を整備し、普及率９８％、年間約

６７５万トンの水道水を供給しています。

　しかしながら、第３期拡張事業後４０年以上が経過し、市内一円の配水管網、配水池施設等の老朽

化によるにごり・漏水・破損事故の危険性が一段と高まっています。

　こうしたことから、浄水場における

適正な水質検査・管理のみならず、漏

水箇所の早期発見、補修・補強等を行

い、引き続き安全で安心して利用でき

る水道水の提供を図っていく必要があ

ります。

　また、将来の人口減少が水道事業の

収益に影響することは避けられないた

め、持続的な経営に必要とされる財政

基盤の強化も課題となります。

公共下水道、合併処理浄化槽などの整備による汚水処理率の向上

　本市における汚水処理は、「徳島県汚水処理構想」に基づき、公共下水道事業・合併処理浄化槽設

置整備事業により進めています。

　合併処理浄化槽設置整備事業については、専用住居の建て替えや増築、リフォーム等による単独処

理浄化槽又は汲み取り槽から合併処理浄化槽に転換する際に補助金の交付を行っています。

　平成２６年１月に国が策定した「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュ

アル」において、汚水処理施設については１０年程度を目途に汚水処理の概成を図ること（１０年程

度を目標に整備が概ね完了すること）が盛り込まれています。このため、「徳島県汚水処理構想」に

ついても構想の見直しを図り、早期の汚水処理体制の構築を進める必要があります。

　本市においても見直し後の「徳島県汚水処理構想」を踏まえ、より効率的な公共下水道事業の推進

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　2-1-4 上下水道の整備

  現況と課題 

田浦浄水場
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　基 本 計 画

及び合併処理浄化槽の普及促進が必要となります。

◆安心して飲める水道水の供給と持続的な事業運営◆

　「良質な水源の保全、適正な水質管理、管路の維持補修を行うとともに、持続的な事業運営に必要

な組織体制、財政基盤を強化します。」

　

◆汚水処理設備の普及の促進◆

　「公共下水道事業・合併処理浄化槽設置整備事業により、汚水処理施設の普及を促進します。」

●管路の老朽化等による漏水・破断事故を未然に防ぐため、市内一円の漏水調査を計画的に実施し、

地中内の漏水箇所の早期発見、補修・補強等を行います。

●組織体制の見直しを図り、料金収納業務等における包括業務委託の導入など持続可能な事業運営を

推進します。

●安定した財務体質の確保のため、水道料金体系を適切に改定するとともに、市民の皆さんの理解・

協力を得るための広報・周知活動を行います。

●汚水処理の１０年概成に向けた取り組みとして、公共下水道事業による施設整備を促進するととも

に、合併処理浄化槽設置整備事業についても、平成２８年度より単独処理浄化槽の撤去補助費を

増額しており、引き続き、単独処理浄化槽や汲み取り槽の転換・撤去にかかる補助金の見直しの

検討を行うなど、より一層の転換促進を進めます。あわせてホームページや広報等による転換促

進に向けた啓発活動も強化します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  重要事項 

  その他の取り組み 

●水の安定供給について関心を持ち、水道水を大切に使います。

●水は、地球全体の循環資源であることを理解し、水質保全を心がけます。

  市民の皆さんなどの役割 

政
策
①
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　　基本目標2　快適な暮らしづくり

　　　　　 2-1 快適な生活・都市基盤の整備

ごみ処理・し尿処理など生活関連施設の整備

　本市のごみ焼却施設は、昭和５８年

の竣工から３０年以上が経過し、老朽

化による修繕箇所の増加にかかる、費

用の増大が避けられない状態となって

おり、新たな整備を行うことが必要な

状況です。このため、同様の課題を抱

える近隣自治体と広域連携による施設

整備の協議を進めています。

　現時点では、稼働時期などを含めた

事業見通しが不透明な状況ですが、施

設が新たに稼働するまでは、既存施設

の適正運転のため、毎年度整備・更新

工事を行い、安全な施設稼働を行います。

　一般廃棄物最終処分場としては、赤石地区一般廃棄物最終処分場が稼働しています。残余年数が概

ね８年程度となっているため、現在の最終処分場を一日でも長く供用していく必要があります。同時

に、周辺地域にとっては、埋立処分地の環境負荷をより一層低減することが求められています。

一般廃棄物（ごみ）の処理量

年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
処理量 (年間 ) 15,626トン 15,955トン 15,497トン 15,089トン 14,938トン

　し尿処理施設では、小松島市外三町村衛生組合のしらさぎ浄園において、適正なし尿処理を実施し、

構成団体の負担金により運営管理を行っていますが、平成１２年４月の供用開始から１６年以上が経

過し、効率的な施設整備が課題となっています。

　また、葬斎場施設については、昭和４６年の設置後４０余年が経過し、老朽化が進んでいます。今

後、高齢化の進展に伴う火葬件数の増加や、大規模な災害等の発生などに備え、市民のニーズに応え

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　2-1-5 生活関連施設の整備

  現況と課題 

　赤石地区一般廃棄物最終処分場
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　基 本 計 画

ることができる施設を整備しています。

◆ごみ処理施設の適正な管理運営◆

「ごみ発生量を抑制することにより経費の節減を図ります。」

「現施設の適正な運転管理が行えるよう、点検・整備を行います。」

「環境への負荷の少ない安定した施設運営の管理を行います。」

◆広域連携による施設整備◆

　「関係自治体との協議を進め、広域による施設整備に取り組みます。」

◆最終処分場の適正な管理運営◆

　「環境負荷を低減し、適切な施設の維持管理を行います。」

●ホームページや広報などを通じて、ごみ処理費用抑制の関心を高め、ごみの減量・リサイクルに関

する意識啓発を行います。

●最終処分場の水処理施設を安定して稼働させるため、計画的に施設の点検整備等を推進し、法遵守

による周辺環境に配慮した運営を行います。最終処分場に搬入するまでの過程で、ごみ処理時の

資源回収や不燃物の残渣等になる前での資源の抜き取りなど、埋立処分量の削減を図ります。

●し尿処理施設の適切な運転管理業務の推進を図りつつ、運転管理・計画修繕・薬品調達業務を単年

度一括業務委託することにより、経費の削減を図るとともに、今後におけるし尿処理業務の管理

業務については、長期的な包括業務委託及び効果の検証などを実施し、さらなる効率的な運営を

めざします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  重要事項 

  その他の取り組み 

●使い捨てをしない、必要ないものは買わないなど、ごみの減量化に努めます。　

●リサイクルショップ、フリーマーケットなどを活用し、不用品などを必要な人に譲ります。

  市民の皆さんなどの役割 

政
策
①
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　　基本目標2　快適な暮らしづくり

　　　　　 2-1 快適な生活・都市基盤の整備

集約・連携型都市構造の構築に向けたまちづくり

　小松島市は、本市を含む徳島県内５市３町にて構成される「徳島東部都市計画」により、無秩序な

市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市的土地利用を誘導する市街化区域と、自然的土地

利用の保全を図り、自然環境との調和を図ることを目的とする市街化調整区域とに区分されています。

　市街化区域では、住居系、商業系、工業系用途の土地利用区分を明確化し、それぞれの機能に合っ

た都市基盤施設を整備しています。

　今後のまちづくりは、土地利用や都市施設整備に関する基本方針などを定めた「小松島市都市計画

に関する基本方針（都市計画マスタープラン）」に基づき、人口減少及び少子高齢化社会を背景として、

高齢者や子育て世代にとって、健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持

続可能な都市経営を行うことが大きな課題です。

　こうしたことから、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとす

る住民が、公共交通により、これらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含め

た「集約・連携型都市構造」の構築に向けたまちづくりを推進しつつ、近年重要視されている「災害

に強い都市構造」を基本として、徳島東部都市計画で示される「都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針（区域マスタープラン）」と一体的に進めていくことが重要です。

地域の特性にあった市街地環境の形成

　小松島市都市計画マスタープランに掲げる将来都市像を実現するため、地域の合意形成を図りなが

ら、必要に応じて都市計画制度を活用することで、地域の特性にあった良好な市街地環境を形成する

必要があります。

　小松島まちづくり条例に基づいて定めている「金磯地区基本計画」については、開発者等と協力し

て道路や排水路等の施設整備を行い、地域と一体となって住みよいまちづくりの実現に向けて、計画

推進に取り組んでいます。

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　2-1-6 市街地の整備

  現況と課題 
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　基 本 計 画

◆集約・連携型都市構造の構築◆

　「人口減少・少子高齢化社会に対応した都市構造の構築を推進します。」

　

◆災害に強い都市構造の構築◆

　「災害被害に強い都市構造の構築を推進します。」

●市街化区域において、都市施設の整備状況や社会情勢等の変化に対応するため、必要に応じて都市

計画制度の見直しを行うことにより、都市機能がコンパクトに集約されたまちづくりをめざします。

●公園・緑地等の配置等に関する基本方針を定めた「小松島市緑の基本計画」に基づき、防災機能や

レクリエーション機能等を持たせた公園やオープンスペース等の計画的な整備を進めます。

●小松島市まちづくり条例に基づき規定される「金磯地区基本計画」をより一層推進し、開発者等と

の協力のもと、金磯地区における水路・道路・公園等の整備を進めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  重要事項 

  その他の取り組み 

●まちづくりの計画の実現に向け、積極的に参加します。

  市民の皆さんなどの役割 

日峰山頂からの中心市街地

政
策
①
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基本目標3　自然と共生するまちづくり

　　　　　3-1 自然との共生の推進

　豊かな自然に恵まれた小松島市を次世代につなぐため、自然環境との調和を図りつつ、ごみの

発生抑制、再使用、再生利用を進めるなど、環境負荷が少なく、資源を循環させるまちづくりを

めざします。

＜重点指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 平成３8年度 備考

リサイクル率※

（再資源化率）
% 11.8％ 19.1％ 19.3％

一般廃棄物処理
基本計画

※リサイクル率計算方法　（単位：トン）
　（再資源化＜不燃物＞＋資源ごみ＜紙類＞）÷　一般廃棄物＜ごみ＞排出量

＜個別指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 備考

温室効果ガス排出量
（市が行う事業活動によるもの）

％ 100％ 97.5％
基準年度を100
とした場合

巡回環境パトロール件数 件 4件 　12件

児童生徒による校外での環境
保全・エコ活動の回数

件 ２２３件 ２５０件

施　策

政策① 安全・安心で快適に暮らせるまちづくり
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　基 本 計 画

　　基本目標3　自然と共生するまちづくり

　　　　　 3-1 自然との共生の推進

自然環境と共生した魅力あるまちづくり

　本市では、水と緑が豊かな恵まれた自然を維持するため、市民自らの手で生活環境を維持するとと

もに、小松島市衛生組合連合会などの各種団体等、各地域が連携することによりポイ捨てや不法投棄

のないまちづくりを推進しています。市には、雑草の繁茂、野焼き、排水路の悪臭や水質汚濁、近所

からの騒音などの環境被害や、海岸・河川などへの不法投棄に関する苦情が、毎年６０件程度寄せら

れていますが、市民の皆さんの協力や

関係機関との連携のもと、対処・解決

に取り組んでいます。

　川や海などの公共用水域の水環境を

保全するため、汚水処理施設の整備促

進に取り組んでいます。

　地球温暖化防止対策として、「小松

島市地球温暖化対策実行計画」を平成

２１年度に策定し、電気や燃料の効率

的利用による使用量抑制や、環境に配

慮した事務用品等の使用、用紙類の節

減や廃棄時の再資源化などに取り組

んできました。また、市の施設に太陽

光発電設備を導入するなどハード面

での整備も進めています。

　学校では清掃活動などのボラン

ティア活動を繰り広げ、環境美化・省

エネルギー等の活動に取り組んでい

ます。こうした活動が、子どもから大

人へと浸透し、地域に定着していくコ

ミュニティ型の活動を推進すること

が重要となっています。

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　3-1-1 自然環境・景観の保全

  現況と課題 

ミリカホール屋上の太陽光発電

小学校の児童による海岸清掃

政
策
①
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◆環境美化意識の向上◆

　「広報や啓発活動による環境美化意識の向上に取り組みます。」

◆地域とともに取り組む環境教育の推進◆

　「関係機関と連携した環境教育を推進します。」

◆浄化設備の設置推進による水質保全◆

　「生活排水による環境への負荷を軽減して、川や海など公共用水域の水質保全と健全な水環境の回

復、良好な水環境の創造を図ります。」

●海岸や河川などを定期的にパトロールし、不法投棄の防止を図ります。

●事業者の方に対しては、ボイラーをはじめとするばい煙発生設備や、排水設備などの適切な管理に

努めていただくよう啓発を図ります。

●小松島市衛生組合連合会等をはじめとする地域ぐるみによる取り組みを推進し、ごみ処理が市のみ

で実施するよりも効果的、かつ効率的となるよう、啓発を図ります。

●適正かつ確実に合併処理浄化槽の機能が発揮・維持されるよう、平成２８年３月に作成された「徳

島県浄化槽施工マニュアル」に基づく、設置を推進します。

●合併処理浄化槽の保守点検・清掃・法定検査などの維持管理が確実に行われるよう、広報やホーム

ページで啓発活動を行います。

●「小松島市地球温暖化対策実行計画」における温室効果ガスの削減目標についての検証を行い、平

成３１年度以降の次回計画において反映していきます。

●市民の皆さんに対し、身近なことから始められる節電や節水等について啓発を行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  重要事項 

  その他の取り組み 

●家庭での廃食用油を流さないなどの台所対策、節水や洗剤の適正利用など水環境にやさしい生

活を工夫して実践します。

●節電に努めます。

●水や緑に親しみ、自然の役割を理解して環境を守ります。

●自然環境に優しいまちづくりのため、環境美化活動に積極的に参加します。

  市民の皆さんなどの役割 
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　基 本 計 画

　　基本目標3　自然と共生するまちづくり

　　　　　 3-1 自然との共生の推進

環境への負荷の少ない循環型都市の構築

　家庭から排出される可燃ごみの約４割を占める生ごみは、焼却処理施設への負担が大きいことから、

衛生組合を通じて家庭用生ごみ処理機の購入者に対する補助を行い、広報等での啓発活動を通じた生

ごみの減量化を図っています。

　また、容器包装リサイクル法の施行により、金属類（アルミ、スチール）、廃プラスチック類、ペッ

トボトル、びん・ガラス類（白色、茶色、その他）、紙類（段ボール、新聞、雑誌類）についても細

かく分別収集を徹底した結果、紙類とペットボトルについては、ほぼ全収集量を、廃プラスチック類

については約４割を、びん・ガラス類と金属類については約７割を資源化することができ、リサイク

ル率も向上しています。結果、ごみの量が減少したことにより、経費の削減につながり、リサイクル

も進み、最終処分場の延命化にも寄与できましたが、更なるごみの減量化によって、環境への負荷を

減らす必要があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　学校においては、児童・生徒・教職員が一体となった環境保全活動として、節電・ごみ分別・リサ

イクル活動等に継続的に取り組んでいます。その活動を地域に広げ、環境学習の成果を家庭・地域に

波及させることを目的とした「新　学校版環境ＩＳＯ」の認証取得を市内各小中学校において計画的

に推進しています。

政策①　安全・安心で快適に暮らせるまちづくり

施　策

基本方針　3-1-2 循環型社会の実現

  現況と課題 

新　学校版環境ＩＳＯ

政
策
①
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◆循環型社会の構築◆

　「市民・事業者・行政が一体となって、ごみ減量化・リサイクル・ごみ問題等に取り組み、次世代

にも自然を継承できる循環型社会をめざします。」

◆ごみ問題に対する意識啓発◆

　「ごみ問題に対する意識の啓発を図り、地球環境にやさしいまちづくりをめざします。」

●ごみの分別やリサイクルについては、ホームページや広報等を利用して啓発・推進するとともに、

小学生のごみ焼却施設見学の実施や小松島市衛生組合連合会を通じ、ごみの分別啓発などを行い

ます。

●不法投棄防止の看板、ボランティア用ごみ袋の作成提供や美化運動、資源回収運動など環境に関す

る地域活動や市民団体活動について、積極的に支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  重要事項 

  その他の取り組み 

●ごみの減量化と再資源化を図るため、ごみの分別を徹底します。

●事業所は、販売段階で、ごみとなるものを積極的に減量します。

  市民の皆さんなどの役割 
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基本目標4　子育てしやすいまちづくり

　　　　　4-1 少子化対策の推進

　子育て世帯が何を求めているか把握し、子どもを産み育てることの素晴らしさ、楽しさを伝え

ていける地域づくりを進めます。妊娠・出産・子育てまでの切れ目ないサポートを行います。

＜重点指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 平成３8年度 備考

年間出生数 人 261人 　287人 　321人
徳島県人口
移動調査

多子世帯率※ % 3.5% 　4.0% 　4.5% 基準年度
（平成28年度）

子どもを産み育てやすい
環境だと感じる割合

% 26% 　50% 　60% 総合戦略

※多子世帯率…世帯別で１８歳未満の子どもが３人以上いる世帯割合。

＜個別指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 備考

保育所の待機児童数
（１０月１日現在）

人 5人 ０人

就学前子どもの教育・保育施設入所率 % 65.4％ 67.4％ 基準年度
（平成28年度）

地域型保育事業又は企業主導型保育
事業数

箇所 未実施 5箇所 基準年度
（平成28年度）

ハイリスク産婦等※への助産師訪問
実施率

% 未実施 100％ 総合戦略

児童虐待相談件数 件 39件 30件

地域子育て支援センター利用者数 延人 4,335人 5,237人

利用者支援相談件数 件 60件 120件

※ハイリスク産婦等…育児不安感や身体状況などから助産師による専門的な支援が必要とされる産婦。

施　策

政策② ひとりひとりが輝けるまちづくり
政
策
②
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　　基本目標4　子育てしやすいまちづくり

　　　　　 4-1 少子化対策の推進

子育て世帯のニーズに応じた就学前教育 ･保育環境の整備

　すべての子どもと子育て世帯を社会全体で支えるために施行された「子ども・子育て支援新制度」

に基づき、地域の子育て支援に係るニーズに応える「小松島市子ども・子育て支援事業計画」を策定

しています。計画では、幼稚園、保育所、認定こども園など就学前の子どもが利用しやすい施設数を

維持するほか、家庭での保育を手助けする地域子育て支援事業を実施することを目的としています。

また、毎年、各子育て支援事業がニーズに沿って行われているかを検証し、事業が適正に提供できて

いるか、新たな事業を行う必要があるかなど、より一層の子育て支援の充実を図っていくことにして

います。

年間出生数

年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年
人数 343人 269人 267人 289人 238人

　子どもが減少する中で、適切な育ちの環境を確保するため、一体的な教育・保育の提供が可能な認

定こども園を整備することは、集団教育・保育の場を確保するうえで、本市にとっては重要な施策で

す。幼稚園、保育所の段階的な統廃合に合わせて、認定こども園の整備を推進していきます。

就学前教育・保育施設の施設数

年　度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
保育所　箇所数（人） 12（930） 12（960） 12（960） 9（670）
幼稚園　箇所数（人） 10（715） 10（715） 10（715） 8（495）
認定こども園
　　　　箇所数（人）

― ― ― 3（335）

地域の実情に応じた子育て支援事業の拡充

　世代や個人の価値観の違いから、子育て世帯の働くことに対する考え方も年々多様化し、それに伴っ

て様々な保育ニーズに対応したサービスを展開することが強く望まれています。保護者の働き方に応

政策②　ひとりひとりが輝けるまちづくり

施　策

基本方針　4-1-1 子育てを支える環境の充実

  現況と課題 

徳島県保健・衛生統計年報より

※かっこ内は定員数
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じて、放課後児童クラブ、延長保育、病児保育など、必

要な支援を行う必要があります。子育て世帯同士の交流

スペース、育児の不安や悩みを相談する場としての地域

子育て支援拠点事業、急な用事や育児ストレスを解消す

るための一時預かりなど、在宅での子育て支援事業の拡

充も図る必要があります。

放課後児童クラブ利用児童数

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
利用児童数 210人 188人 189人 198人 223人

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）につ

いては、本市では働く場所や賃金、非正規雇用対策など、

職場環境の整備や働き方改革がまだまだ十分でなく、子

育て支援に大きくウエイトがかかっています。子育ての

時間が、十分に持てる働き方の仕組みを考える必要があ

ります。

　公園など外で遊べる施設が少ないと、アンケート調査

で意見が多く寄せられています。本市にはその地域の住

宅地にある小規模の遊具公園があり、利用状況を見なが

ら、安全で快適に利用できるよう遊具の維持管理を適切に行います。

◆子育て支援策の推進◆

「子育て支援にかかる施策の充実を図るため、『小松島市子ども・子育て支援事業計画』を見直し、

各種事業を実施していきます。」

◆就学前教育・保育の一体的利用の推進◆

「集団での幼児教育、保育が提供できるよう認定こども園の整備を推進します。」

◆放課後児童健全育成事業の推進◆

　「共働き家庭等のニーズに配慮して、放課後児童クラブの整備を推進します。」　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆施設の安全管理の徹底◆

　「子どもたちやその保護者が安心して遊んだり、交流できるよう遊具等の安全管理を徹底します。」

地域子育て支援センターでの遊びを通じた交流

児童遊園の遊具

  重要事項 

政
策
②
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●将来児童数を予測し、施設の休所、休園や認定こども園の整備計画を周知するため、「小松島市の

就学前教育・保育のあり方について」を改訂し、方向性を公表します。

●市民一人ひとりが、性別にかかわらず、仕事と生活の調和のとれた豊かな暮らしを送ることができ

るよう、仕事と子育ての両立に向けた、労働環境の整備に関する啓発・男女共同参画による子育

て意識の啓発を行います。

●全国的な保育士不足により、施設の運営上必要な保育士を確保できず、保育所入所待機児童が発生

している状況から、短時間勤務制度の導入、私立施設に対する保育士の確保にかかる補助金を導

入する等により、待機児童の解消を図ります。

●放課後子ども総合プランに基づき、放課後子ども教室と放課後児童クラブが小学校敷地内で一体的

に利用できるよう、各小学校での設置をめざします。

●「遊具の安全に関する基準」を遵守し、事故の未然防止のため、定期的な安全点検を実施し、遊具

等の修繕箇所を把握し、計画的な改修を実施します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  その他の取り組み 

●保護者は、子どもを愛情と責任を持って育てるとともに、地域や保護者同士のつながりを大切

にしていきます。

●事業者は、保護者のニーズに留意し、育児の孤立を防ぐとともに、安全で快適な子育て支援サー

ビスの利用ができるようなサポート体制を充実します。

●企業、事業所は、育児休業、短時間勤務など個人の置かれた状況に応じた柔軟な働き方の必要

性を意識し、働きやすい職場づくりに努めます。

  市民の皆さんなどの役割 

認定こども園 園庭での親子の交流
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9～ 10か月児健診

　　基本目標4　子育てしやすいまちづくり

　　　　　 4-1 少子化対策の推進

子育て世帯への経済的負担の軽減

　子育て世帯にとって保育所など施設の利用料や、医療を受ける際の経済的負担は、家計に与える影

響が大きく、子どもを産み育てることをためらう一因ともなっています。医療費助成等により子育て

世帯の経済的な負担を軽減し、子どもの健康維持と福祉の増進を図ります。

　また、多子世帯になるほど子育てにかかる費用は増大することから、負担軽減を充実し、安心して

働ける体制づくりが必要となります。子育て世帯で、低所得層世帯や、ひとり親世帯など経済的支援

を必要とする家庭も多く、安定的な家庭生活や、自立に向けた支援も必要になってきています。

妊娠・出産・子育てまでの切れ目ない支援

　核家族化や地域のつながりの希薄化により、地域において妊産婦やその家族を支える力が弱くなっ

てきており、その世帯だけで子育ての悩みを抱え込んだり、育児や子どもを産むこと自体への不安な

どにつながる場合があります。

　子育てについての情報提供、問題解決のための関係機関との連携など、切れ目ない支援を実施する

ことが重要となっています。

妊娠時の相談者数

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
人数 300人 320人 269人 275人 290人

政策②　ひとりひとりが輝けるまちづくり

施　策

基本方針　4-1-2 出産・子育ての希望が実現できる育児支援

  現況と課題 

政
策
②
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　本市では、妊娠の届出や乳幼児健診等により、悩みを抱える妊産婦の早期発見や、妊娠中・産後の

母親の育児不安等を解消し、安全なお産と赤ちゃんの健やかな育ち、母親の心身の健康の保持増進を

支援するために子育て世代包括支援センターの設立も視野に入れ、平成28年度より産前 ･産後ママ

サポート事業を行っています。

　近年、結婚年齢（平均初婚年齢）の上昇や晩産化等に伴い、特定不妊治療を受ける方が増加してい

ます。特定不妊治療については保険が適用されず、医療費が高額であることから経済的負担が大きい

ため、本市において平成２８年度より小松島市こうのとりサポート事業（不妊治療費助成事業）を開

始しています。

地域や関係機関との連携による子育て支援の展開

　子育て世帯それぞれが個別に必要とする教育・保育施設や、さまざまな地域子育て支援事業の利用

にあたって、情報の提供やアドバイス、利用にかかる援助を行うため、利用者支援員を福祉事務所の

窓口に配置しています。総合的な利用者支援

を実施するとともに、教育・保育施設や関係

機関との連携調整を行っています。

　今後は、利用者支援員を地域子育て支援セ

ンター等にも配置するほか、利用ニーズを基

に、地域に応じた子育て支援活動を展開する

ため、子育て支援サークルや団体の育成が必

要と考えられます。

　また、子どもが、虐待などでつらい思いをすることがないよう、各関係機関とネットワークを構成し、

即応可能な情報の共有化を図り、虐待等の未然防止、早期発見を促進します。こんにちは赤ちゃん事

業（乳児家庭全戸訪問事業）の実施により、母親の育児不安の解消と赤ちゃんの健やかな育ち、母親

の健康保持、増進に向けた支援も行い、虐待の未然防止を図ります。

◆就学前教育・保育施設の利用にかかる負担の軽減◆

　「多子世帯やひとり親等世帯の保育料等を軽減し、子育て世帯の経済的負担を軽減します。」

◆子どもはぐくみ医療費助成制度の拡大◆

　「子どもはぐくみ医療費助成制度の対象年齢を引き上げ、子育て世帯の経済的負担を軽減します。」

◆妊娠・出産・子育てまでの切れ目ない支援◆

　「子どもを安心して産み育てることができるよう、妊娠期から就学前までの継続的な子育て支援サー

ビスの充実を図ります。」

保育室での保育の様子

  重要事項 
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◆子育て世帯に対する情報の提供◆

　「子育て支援についての情報提供を推進します。」

◆子どもの健康・安全に配慮した育児環境の整備◆

　「安心して健やかな子どもを産み育てることができるように、家庭での安全で健やかな成長発達に

つながる育児環境の支援に取り組みます。」

◆児童虐待防止対策の充実◆　

　「要支援、要保護児童に対する支援を強化し、児童虐待の未然防止を図ります。」

●妊娠届出時に保健師、助産師による個別面接を行い、個々に応じた保健指導や支援を行うことで、

妊娠・出産に対する不安の軽減を図ります。また、産前産後の心身の負担や育児不安の生じやす

い時期に、継続した支援を行うことにより、妊娠・出産・育児に関するトラブルや不安を早期に

解消します。

●新生児訪問、乳幼児健診、乳幼児相談等において、安心して主体的に子育てができるよう、個々に

応じた育児支援を継続的に行います。

●妊婦健康診査事業として、妊娠全期間を通じて健康診査費を助成することにより、妊婦の健康管理

の充実及び経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠出産ができる体制を確保します。

●地域の子育てについての課題の発見や対応のため、子育てサークル等、人材の育成や団体の整備に

取り組みます。

●特定不妊治療に要する費用の一部を助成し、経済的負担を軽減することにより、子どもを望まれる

夫婦が安心して妊娠・出産できる体制を構築します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●家庭での育児を大切にします。

●社会全体で子育てするという意識を持って、市民一人ひとりが主体的に子育てに関わり、子育

て家庭を応援します。

●子育てに関して、不安や悩みがあるときは、気軽に専門の窓口に相談します。

●子どもの健やかな育ちを守るため、虐待等の未然防止、早期発見に努めます。

  その他の取り組み 

  市民の皆さんなどの役割 

政
策
②
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基本目標5　健やかな暮らしづくり

　　　　　5-1 健康づくりの推進

　自分の健康は自分で守ることを基本とし、乳幼児から高齢者までそれぞれのライフステージに

合わせ、市民一人ひとりの健康づくりを地域ぐるみで支援します。

＜個別指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 備考

がん検診受診率
(40歳以上 69
歳以下 ) 

胃がん

%

8.7％

50.0％
保健事業の概要及び
健康こまつしま21
第2次計画

肺がん 11.3％

大腸がん 15.2％

子宮頸がん※1 22.6％

乳がん 30.1％

成果指標の名称 単位 基準年度
（平成26年度） 平成３３年度 備考

運動習慣者の割合※2 %
男性 :42.7%

女性 :36.1%

男性 :50.0％

女性 :40.0％

保健事業の概要及び
健康こまつしま21
第2次計画

高血圧の改善（Ⅱ度高血圧※3 以上
者の割合の減少）

% 6.7% 5.8%

メタボリックシンドロームの
該当者及び予備群の減少

% 32.5% 29.7%

特定健診受診率
（国民健康保険のみ）

% 41.7% 60.0%

特定保健指導実施率 % 80.5% 90.0%

ヘリコバクター・ピロリ抗体検
査受診率

% 未実施 50.0％

※1子宮頸がん…対象は20歳以上。
※2運動習慣者…1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している者。
※3Ⅱ度高血圧…血圧の分類で、収縮期血圧が160以上179以下または拡張期血圧が100以上109以下をさす。

施　策

政策② ひとりひとりが輝けるまちづくり
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　　基本目標5　健やかな暮らしづくり

　　　　　 5-1 健康づくりの推進

地域ぐるみの健康づくり支援

　保健センターでは、健康情報の発信、乳幼児から高齢者までの健康づくりの拠点として、総合的な

保健サービスを展開しています。市民の皆さんがそれぞれの健康や生活習慣を見直し、自分に合った

健康法を身につけ、実践できることを目的とした健康相談を公民館等で行い、地域での健康づくりを

支援しています。地域の実情に合った健康づくりを、市民の皆さんと一緒になって考え、取り組んで

いく必要があります。

　また、市内医療機関と連携を図りながら、生活習慣病の発症予防、重症化予防に取り組んでいます。

身体活動量を増やし、運動を実施することは個人の健康の改善につながります。運動の必要性を周知

するとともに、多くの市民が気軽に運動に取り組むことができる運動教室等を推進します。

　乳幼児期には、母子保健推進員が母子保健事業への協力を行うことにより、保護者が安心し、ゆっ

くりと相談できる環境づくりを行っています。

　現在では生活習慣病の増加が大きな問題となり、その原因は日頃の食生活に深い関係があるとされ

ています。市民の皆さんへの食に関する情報提供などの普及啓発活動等を行う食生活改善推進員は、

「私たちの健康は私たちの手で」をスローガンに、地域をはじめ家庭や自らの健康づくりを推進する

ため、食に関するボランティア活動を行っています。

　地域で健康づくりに取り組むボランティアを養成し、一緒に健康づくりの輪を広げ、市民の皆さん

が健康づくりに取り組むことのできる仕組みづくりが必要です。

◆地域ぐるみの健康づくり支援◆

　「市民一人ひとりの健康づくりを地域全体で支援できるようなまちづくりをめざします。」

◆地域に根ざした健康づくり運動の推進◆

「食生活改善推進員（ヘルスメイト）や母子保健推進員などの健康づくりボランティアの育成と活

動の支援を行い、地域に根ざした健康づくり運動を推進します。」

政策②　ひとりひとりが輝けるまちづくり

施　策

基本方針　5-1-1 地域による健康づくり支援

  現況と課題 

  重要事項 

政
策
②
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●地域の医療機関と連携を図り、生活習慣病の発症予防、重症化予防に取り組みます。

●乳幼児から高齢者までのライフステージに応じた健康づくりに対する効果的な保健サービスを提供

し、一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組めるよう、医療機関や学校、地区組織などと連携

し地域全体で健康づくり支援が行えるような体制づくりを進めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●自分の年齢や健康状態に応じた運動を日常生活の中に取り入れます。

●ライフステージに応じた適正な食習慣や栄養に関する知識の習得に努めます。

●住んでいる地域の健康情報や健康づくりに関心をもちます。

  その他の取り組み 

  市民の皆さんなどの役割 
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　基 本 計 画

　　基本目標5　健やかな暮らしづくり

　　　　　 5-1 健康づくりの推進

健康づくり環境の整備

　健康の保持増進を図るためには、検診による早期発見や重症化予防を視野に入れた健康づくり対策

が重要です。本市では、「生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底」、「市民が自ら健康づくりに取

り組む」を基本的な方向とした「健康こまつしま２１第２次計画」を策定し、健康づくり対策を推進

しています。

　本市の課題であるメタボリックシンドローム、高血圧予防等の生活習慣病対策の充実、強化に取り

組んでいます。また、母子保健事業を通じて乳幼児期からのライフステージに応じた健康増進の取り

組みを推進しています。

健康講座実施状況

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
回数 10回 10回 7回 16回 17回
参加人数 467人 434人 247人 696人 688人

◆「健康こまつしま２１第２次計画」の推進◆

「『健康こまつしま２１第２次計画』に基づき、市民一人ひとりが自らの健康づくりに取り組める

よう、保健サービスの充実を図ります。」

●若年者に対する胃がん予防対策として、若年者の将来に向けた胃がん予防とともに、その保護者自

身の胃がん予防の意識づけとがん検診受診行動につなぐため、１６歳に達する市民に対して、ヘ

リコバクター・ピロリ抗体検査を実施し、ピロリ菌感染確定者に対して除菌費用の一部を助成し

ます。

●がん検診の受診勧奨や休日検診、特定健診との同時実施など、受診しやすい体制づくりを推進し、

政策②　ひとりひとりが輝けるまちづくり

施　策

基本方針　5-1-2 健康づくり環境の整備

  現況と課題 

  重要事項 

  その他の取り組み 

政
策
②
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がん検診の受診率向上を図ります。また、生活習慣病の発症予防と重症化予防のための保健指導

の充実を図ります。

●特定健診未受診者に対し、保健師が家庭訪問等による個別受診勧奨を行い、受診率向上を図ります。

●感染のおそれのある疾病の発生及び予防を目的に実施している、予防接種法に基づく乳幼児、児童・

生徒、高齢者の定期予防接種を医療機関に委託して実施し、接種率向上を図ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●定期的な健康診査を受けることにより健康状態を把握します。

●生活習慣病の予防のために、食事や運動習慣、喫煙、飲酒が関連していることを理解し、自ら

の生活の見直しや改善をおこないます。

●特定健診やがん検診などを受診し、疾病の早期発見に努めます。

  市民の皆さんなどの役割 

健康講座
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　基 本 計 画

基本目標5　健やかな暮らしづくり

　　　　　5-2 地域福祉の充実

　高齢者や障がい者も含め、地域に住む人が、その人らしい生活を安心して送れるよう地域のネッ

トワークを強化します。また、担い手としてのボランティアの育成への支援を進めるとともに、

援護を必要とする人への自立援助を行います。

＜重点指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 平成３8年度 備考

近所づき合いの程度につ
いてよく付き合っている
と思う人の割合

％ 11.6% 13.0% 15.0%
地域福祉計画
アンケート

地域住民の助け合いや支
え合いによる自治活動等
が行われていると思う人
の割合

％ 5.6% 7.0% 9.0%
地域福祉計画
アンケート

ボランティア活動に参加
している人の割合

％ 8.5% 10.0% 12.0%
地域福祉計画
アンケート

＜個別指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 備考

友愛訪問活動件数 件 2,784件 3,000件

認知症サポーター登録者数 人 2,392人 2,500人

障がい者相談支援事業所への相談件数 件 1,582件 1,800件

福祉的就労から一般企業への就職者数 人 3人 5人

生活困窮者自立相談支援事業の相談の
内、支援プランを作成した割合

％ 21.3％ 50.0％

施　策

政策② ひとりひとりが輝けるまちづくり
政
策
②
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　　基本目標5　健やかな暮らしづくり

　　　　　 5-2 地域福祉の充実

介護予防の推進と介護保険制度の円滑な運用

　高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして創設された介護保険制度では、高齢者が要介護状態

等にならないように、また、要介護状態等になったとしてもその状態の軽減や悪化を防止することを

目的として、介護予防を施策の重要な柱に据え、様々な事業を実施しています。

要支援・要介護認定者の推移（各年３月末現在）

年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
人数 2,028人 2,177人 2,146人 2,178人 2,250人

　平成２７年度の制度改正では、医療や介護、生活支援サービスなどを切れ目なく提供する地域包括

ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実が目標に掲げられ、在宅医療・介護連携の推進、認

知症施策の強化等が求められています。特に、認知症施策に関しては、高齢化の進行とともに認知症

高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の不安を取り除き、生活の安定と家族の負担軽減

を図っていくことが重要な課題となっています。

　また、介護保険事業を将来にわたり安定的に持続可能とするために、保険給付適正化体制の構築や

低所得者対策などの取り組みの推進が求められています。

政策②　ひとりひとりが輝けるまちづくり

施　策

基本方針　5-2-1 高齢者福祉の充実

  現況と課題 

地域福祉計画より

認知症サポーター養成講座
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　基 本 計 画

  重要事項 

生きがいづくり・社会参加の促進

　高齢者一人ひとりが多様で多彩な社会経験を持っていることから、それらの経験を社会活動などを

通じて地域に還元することにより、結果として生きがいや介護予防につながる仕組みづくりを進める

とともに、就労や地域行事への参画、また生涯学習としての文化活動、レクリエーション活動、ボラ

ンティア活動など、高齢者が社会参加できる場を提供していく必要があります

地域における安心な生活の確保

　高齢者の誰もが健康を保ちながら、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを送るためには、福祉サー

ビスの充実と、地域全体で支え合うような社会の構築が求められており、見守りや成年後見、虐待防

止など、高齢者の権利を守る施策を充実し、日常生活の安心を確保していく必要があります。

　本市では、急病や災害等の迅速かつ適切な対応を図るため、ひとり暮らしの高齢者などへ緊急通報

装置を貸与し、２４時間３６５日、消防への通報や協力者等への連絡を行う「緊急通報体制等整備事

業」を実施しています。

　また、「高齢者緊急時一時預かり事業」を実施し、虐待事案発生に適切な対応が行える体制を構築

しており、高齢者虐待防止を図っています。

◆地域包括ケアシステムの構築◆

　「高齢者が、介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを送り続けること

ができるようにするため、医療や介護予防、生活支援、住まいを包括的に提供するための地域包

括ケアシステムを構築していきます。」

◆介護予防の推進と介護保険制度の円滑な運用◆

　「介護予防の推進と介護保険制度の円滑な運用に取り組みます。」

◆認知症施策の推進◆

　「各医療機関、事業所、地域住民の身近な見守り体制と連携しながら、認知症高齢者の支援体制の

充実を図ります。」

◆高齢者がいきいきとしたまちづくりの推進◆

　「高齢者のライフスタイルやニーズの多様化に対応した生きがいづくり、社会参加、社会貢献、就

労などの活動を推進し、いきいきとしたまちづくりをめざします。」

◆安心な生活の確保◆

　「全ての高齢者が地域において住み続けることができるように、安心して暮らしていける体制の構

築をめざします。」

政
策
②
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●高齢者やその家族を対象にした成年後見制度の利用を支援したり、施設利用者の権利擁護とサービ

スの充実を図るために介護相談員を派遣するなど、高齢者の方の状況に応じて工夫した取り組み

を推進し、高齢者の方が地域で日常生活が行えるよう、引き続き支援を行います。

●働くことを望む高齢者が就業できるよう、シルバー人材センターなどと連携しながら、高齢者の経

験をいかすことができる就労機会の確保を図ります。

●全ての高齢者が地域の中で見守られ、支え合いながら、安心して暮らしていけるように、「小松島

市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、引き続き「緊急通報体制等整備事業」などの

各事業に取り組みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●高齢者は、自ら介護予防に取り組むとともに、介護保険サービスの適正な利用に努めます。

●自分の知識と経験をいかし、ボランティアや地域行事などへ積極的に参加します。

●老人クラブによる友愛訪問活動の実施などを行い、高齢になっても元気で生きがいのある生活

を続けるよう心がけます。

●支援をしてほしいことや困っていることなどを、遠慮せず地域の人に必要な支援を受けたり、

相談したりします。

  その他の取り組み 

  市民の皆さんなどの役割 
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　基 本 計 画

　　基本目標5　健やかな暮らしづくり

　　　　　 5-2 地域福祉の充実

障がい者福祉の充実

　障がいの有無や程度にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあい、社会を構成する一

員として暮らすことができる共生社会の実現が求められています。一方で、障がい者の実質的な自立

と社会参加を実現するためには、障がい者自身やその家族が、自立と社会参加に向けた意識を持ち、

有益な情報を確実に収集するとともに、必要なサービスを利用しながら社会との関係を構築すること

も必要となります。

　また、障がい者が住み慣れたまちで、安心して自立した生活を送ることができるためには、乳幼児

期から成人後に至るまで、あらゆるライフステージに応じた福祉サービスの充実が望まれます。

　本市では障がい者支援の中核機関として、阿南市、那賀町との広域で障がい者自立支援協議会を組

織し、特別支援学校等の教育機関、医療機関、保健所、児童相談所、ハローワーク、相談支援事業所

等の専門機関と県・市町の福祉行政が一体となり、障がい者のトータルサポートに取り組んでいます。

　この協議会では、常にその時々の課題を模索しつつ、その解決に向けた協議を進めるとともに、効

果的な情報の発信や協議会組織の充実・強化を図っています。

◆障がい者理解への啓発活動◆

「障がいのある人もない人もお互いを認めあい、地域社会を構成する一員として役割を担うことで、

日常的なふれあいや支えあいがより活発に進められるような、ともに暮らし、働き、学び、憩え

るまちづくりをめざします。」　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆障がい者の社会参加の促進◆

「障がいのある人が基本的人権を持つ一人の人間として、自らの生き方を主体的に選択・決定し、

社会活動に積極的に参加するなど、その有する能力を十分に発揮できる環境づくりを進め、地域

社会の中で自立した質の高い生活を送るとともに、社会参加を通じて自己実現を図れるまちづく

りを推進します。」

政策②　ひとりひとりが輝けるまちづくり

施　策

基本方針　5-2-2 障がい者福祉の充実

  現況と課題 

  重要事項 

政
策
②
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◆障がい者を支援する制度・サービスの充実◆

「障がいのある人を取り巻く様々な障壁を取り除くとともに、障がいのある人個々のおかれた状況

やライフステージなどに応じて、多様な制度・サービスから最も適した支援を選択できるよう、生

活基盤や支援の一層の充実を図り、誰もが住みやすく地域社会で安心して暮らせるまちづくりを

めざします。」

●社会福祉憲章条例に基づく手当等の支給により、障がい者やその家族への経済的支援に取り組むと

ともに、「小松島市障がい者プラン」や「小松島市障がい福祉計画」に基づき、障がい福祉サービ

ス等の充実を図ります。

●福祉的就労から一般就労へつながるようなサービス内容の充実を図り、障がい者の社会参加を促進

するとともに、本市の職員採用において、今後も引き続き障がい者を対象とした採用試験を実施し、

障がい者雇用を推進します。また、障がい者が採用試験の受験に際して障壁となることや、市役

所で働くにあたり支障となることについて調査・確認を行い、必要に応じて合理的配慮に基づく

改善を図ります。

●障がい者虐待防止センターを設置し、２４時間３６５日対応可能な相談窓口を開設するとともに、

障がい者及び養護者に対して相談、指導及び助言等の支援を行います。

●複雑化・多様化する障がい者支援に対応するため、従事者のスキルアップを図ることを目的として、

南部Ⅰ障がい者自立支援協議会において、外部講師を招いて従事者研修を行うとともに、同協議

会の下部組織として居住専門部会等を設置し、生活の核となる居住支援を実施するなど、組織の

充実・強化を図ります。

●対象となる重度心身障がい者の医療費を助成することで、経済的負担の軽減及び保健福祉の向上を

図ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  その他の取り組み 

●障がいや障がいのある人への理解を深め、人格と個性を尊重します。

●障がい福祉の充実に向けた各々の役割を認識し、地域社会を構成する一員としての自覚を持っ

て、共生社会の実現に取り組みます。

  市民の皆さんなどの役割 

障がい者体育大会 施設での就労支援
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　基 本 計 画

　　基本目標5　健やかな暮らしづくり

　　　　　 5-2 地域福祉の充実

自立支援の推進
　本市での生活保護世帯数は、全国的な高齢化の進展により、高齢者世帯が半数以上を占めるように

なっており、今後その割合は増加することが十分に考えられます。また、社会情勢等による失業など

により無職・無収入となる世帯は、今後増えることも予想されます。

　こうした状況の中、受給者の年齢や健康状態に応じた就労支援や、世帯の構成にあった指導や相談

体制に取り組んでおり、今後も自立に向けての相談・支援体制の充実が必要です。

　また、平成27年度から新たに施行された「生活困窮者自立支援法」により、生活保護に至る前の

段階の自立支援策の強化を図っており、生活困窮者に対し、相談内容に応じた支援や住居確保などを

行い、対象者が自立できるよう支援していくことが大切です。

生活保護世帯数（各年度末現在）

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
世帯数 602世帯 617世帯 610世帯 615世帯 601世帯

◆生活自立等への支援◆

「生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者住居確保給付金給付事業の適切な運用を図ります。」

●生活保護の受給世帯については、高齢者世帯割合の増加に伴う医療費の増大が予想されることから、

関係機関との連携を強化し、ジェネリック医薬品推進に向けた計画を策定、実施していきます。

●被保護者の自立につなげるため、ハローワークの巡回相談や就労支援員による相談、訪問等、被保

護者の状態に応じた就労指導・支援に引き続き取り組みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政策②　ひとりひとりが輝けるまちづくり

施　策

基本方針　5-2-3 自立支援の推進

  現況と課題 

  重要事項 

  その他の取り組み 

  市民の皆さんなどの役割 

●ハローワークの巡回相談や就労支援相談を積極的に活用し、自立に向けて取り組みます。

政
策
②
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基本目標6　心豊かなひとづくり

　　　　　6-1 教育の充実と文化の振興

　人が心豊かに成長するためには、一人ひとりの個性をいかした主体的な教育が必要となります。

自分を大切に思い、他人も同じように大切に思う心を育む人権教育の推進、学ぶことを楽しいと

感じられる教育内容の充実を図るとともに、生きる力をしっかりと身につけられるよう、家庭や

地域との協力体制を強化します。

　また、生涯を通じ、学びたいときに学べる学習環境の充実と、身近な場所でスポーツを楽しめ

る環境づくりを行います。

＜個別指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 備考

「学校は楽しい」と考える
小学校児童の割合 

% 91％ 93％
学校評価
アンケート

特色ある教育活動（体験）が充実
していると感じる市民の割合

% 31% 60% 総合戦略

規則正しく（毎日）朝食を食べる
割合（全小中学校児童・生徒）

% 89％ 100%
食育推進委員会
アンケート

人権教育振興協議会主催の事業・
研修会への参加人教

人 1,656人  1,800人

各審議会の女性委員の割合 ％ 19.3% 35%
こまつしま女

ひと
と男
ひと
の

ハーモニープラン2

小松島市職員の女性管理職割合 ％ 22.1％  25％以上
小松島市女性活躍推進
法に基づく行動計画

生涯学習施設利用者数
（年間延べ利用者数）

人 164,449人 172,000人 総合戦略

公民館年間延べ利用者数 人 45,830人   49,800人

施　策

政策② ひとりひとりが輝けるまちづくり
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　　基本目標6　心豊かなひとづくり

　　　　　 6-1 教育の充実と文化の振興

就学前教育・保育の充実

　ライフスタイルの多様化など、子どもを取り巻く環境の変化に伴い、就学前教育・保育のニーズも

大きく変化しています。保護者が第一義的に子育ての責任を有するとしながらも、子育ての時間が十

分に取れない等の現状から、しつけ等の面で支援を必要とする世帯が増えてきています。幼児期には、

基本的生活習慣の習得や集団生活への適応などの面で、子どもの発達に応じた指導が必要です。また、

友達と遊ぶことを通して、豊かな創造力を養い、他人と自分の違いに気付くことによって感情の抑制

や表現力を養うなど、自己を形成する上でも大切な時期でもあります。

　このことから、乳児から小学校就学直前の時期まで、連続性がある幼児教育と保育ができるための

教育 ･保育課程や指導計画の策定が必要となっています。

　また、友達づくりができるための集団規模が保てる幼稚園、保育所としての機能を有することや、

両施設の機能を併せ持った認定こども園の整備が重要となってきており、満３歳児に対する幼児教育

を実施するなど、就学前教育の充実を図っていくことが大切となっています。

学校教育の充実

　小中学校では、学習指導・生徒指導・人権教育・道徳教育・

特別支援教育等の充実を図り、児童・生徒の「生きる力」を

育む教育を推進しています。今後は、グローバル化・情報通

信技術の進展等、社会の急激な変化に対応した教育の推進が

一層求められることになります。

　小学校の「外国語活動」では、外国語指導助手（ＡＬＴ）

が全ての小学校を巡回し、ＡＬＴの英語の発音や基本的な表

現に慣れ親しませ、中学校における英語学習へとつながるコミュニケーション能力を育成することを

めざしています。

　平成２８年度には、市内のすべての小中学校にタブレット端末が導入され、児童生徒の学習への興

味・関心を高めるとともに、理解力や自分の考えをまとめたり人に伝えたりする力の向上が期待され

ています。

政策②　ひとりひとりが輝けるまちづくり

施　策

基本方針　6-1-1 就学前・学校教育の充実

  現況と課題 

ＡＬＴによる外国語活動

政
策
②
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パソコン設置台数

年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
児童生徒数 2,961人 2,878人 2,827人 2,762人
教育用パソコン台数 599台 556台 558台 711台
タブレット端末導入校 ー ー 5校 7校

　学校・家庭・地域・関係機関等が連携し、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進す

るため、平成27年度に「小松島市いじめ防止基本方針」を策定し、それに基づいた基本方針が各小

中学校においても作成されるなど、いじめの防止・早期発見・解決に向けた取り組みを推進しています。

家庭教育の充実と地域との連携

　子どもの生き生きとした遊び・学習

活動を生み出す基本的な生活習慣とし

ての「早寝・早起き・朝ごはん」、好ま

しい人間関係を築くための第一歩とな

る「あいさつ」、豊かな知識・情操を育

てる本との出会いなど、家庭での教育

に関心が向けられています。学校等（小

中学校、幼稚園、認定こども園、保育

所）と家庭の間では、連絡ノートや個

人懇談・三者面談、送り迎えの際の情

報交換など様々な機会をとらえて、進路や子育てについての相談などが行われています。また、ＰＴ

Ａ等の活動は学校等の教育活動を支援するとともに、保護者のあり方を学ぶ場となっています。さら

に、地域の行事に参加することや地域ボランティアの方々と連携した活動は、学校等での教育活動を

多彩なものにしています。

　放課後や休日においても、家庭と地域が協力して安全な居場所づくりをめざし、放課後子ども教室

や学習・スポーツ・文化活動等のボランティア活動などの様々な取り組みが行われています。

放課後子ども教室　　※開設校区：芝田小学校、千代小学校（千代小学校は平成27年度から実施）

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
登録児童数 48人 57人 57人 55人 90人

運動や食育を通じた健やかな体の育成

　社会・環境・生活の変化による子どもたちの運動の機会の減少や体力の低下が全国的に危惧されて

います。身体活動は、心身の健全な発育のために重要であり、身体活動を通じて社会性の発達が期待

でき、特に、小児期は健康のために良い習慣を定着させる重要な時期でもありますが、夜型を中心と

した生活習慣などの環境変化を要因とした、肥満や生活習慣病の予防への対策が必要とされています。

　また、小中学校の時期というのは成長期であり、味覚・嗜好の形成期でもあります。この時期に正

校庭で元気に遊ぶ児童
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しい食習慣を身につけることや食を通じて地域等を

理解すること、食文化の継承を図ることは重要なこ

とです。

　学校給食においては、地産地消をはじめとする地

域の特性をいかした学校給食を実施するとともに、

子どもたちの生涯にわたる健康づくりのため、正し

い食習慣を身につけることができるよう、学校を中

心に、家庭・地域が連携を図りながら、食育及び健

康教育を推進していくことが必要です。

学校給食における地場産物活用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳島県教育委員会より　　　　　　　　　
年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

県平均活用率（％） 47％ 48％ 47％ 48％
小松島市活用率（％） 50％ 55％ 52％ 55％

就学前教育・保育の充実

◆豊かな学びと確かな育ちの保障◆

「幼児教育・保育が一体的に行えるよう、教育・保育課程等を策定し、将来の就学前教育・保育の

指針とします。」

◆小学校との連携◆

「幼稚園・認定こども園・保育所と小学校との連携を図り、発達や学びに連続性のある教育・保育

活動を進めます。」

学校教育の充実

◆「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進◆

　「児童生徒一人ひとりの『確かな学力』『豊かな心』『健やかな体』の育成を図ります。」

◆いじめ根絶をめざした取り組み◆

　「いじめを許さず、子どもが安心して生活できる仲間づくりを進めます。」

家庭教育の充実と地域との連携

◆家庭教育力向上への支援◆

　「家庭での教育のあり方を考える機会をつくり支援します。」

地元食材を使った学校給食

  重要事項 

政
策
②
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  その他の取り組み 

◆学校等・家庭・地域との連携の強化◆

　「学校等・家庭・地域の相互連携を図ることで、子どもをより理解し効果的な指導を行います。」

運動や食育を通じた健やかな体の育成

◆児童生徒の体力向上、健康の保持増進◆

　「児童生徒の体力づくりや、生活習慣病予防を支援します。」

◆「小松島市教育大綱」に基づく施策の推進◆

「平成27年度に策定した『小松島市教育大綱』の重点目標である「生きる力」を育むため、食育

の充実を通して、子どもたち自らが健康に関心を持ち、生涯にわたって健やかに生き抜く力を育

成します。」

就学前教育・保育の充実

●就学前教育・保育と、小学校との連携・接続を強化すべく、発達や学びの連続性がある教育活動を

展開するとともに、家庭、地域社会の教育機能の充実を図ります。

学校教育の充実

●小中学校では、タブレット端末を効果的に活用した授業やＡＬＴの英語にふれる授業などにより、

グローバルな場で活躍できる様々な力を育成します。

●人権教育・道徳教育を中心に、教育活動全体を通して、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他

人を思いやる心や感動する心などを育みます。

家庭教育の充実と地域との連携

●市と教育委員会は、ＰＴＡ等の団体が、学校等を支える様々な活動や、団体間で連携して行う活動

を支援し、教育・保育の環境の充実を図ります。

●地域の優れた人材をさらに活用することで、学校での学習活動や、放課後子ども教室、学習・スポー

ツ・文化活動等のボランティア活動などの充実を図ります。

運動や食育を通じた健やかな体の育成

●小松島市学校食育推進委員会は、研究テーマを設けるなかで、食にかかる課題の解決を図るととも

に、幼稚園・小学校・中学校の各段階が連携した指導や取り組みにより、情報の共有化を図るなど、

効果的な食育の推進を実施します。

●学校給食は、地域の生産者や団体と連携を図り、地場産物の導入促進を図るとともに、学校給食を

家庭に普及していくため、学校・地域・家庭が連携した食文化の継承や、生涯にわたり健やかに

生き抜く力の育成を行います。

●「第2次小松島市食育推進計画」に基づき、子どもの基本的な生活習慣形成のための保健指導、



101

　基 本 計 画

乳幼児への栄養指導など、母子保健事業において「食育」の重要性を周知し、乳幼児期からの食

育の推進を図ります。

●小松島市食育推進実務者会議を定期的に開催し、保健センター、学校等関係機関が共通理解を図り、

ライフステージに応じた食育を推進します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●子どもに、早寝、早起き、あいさつなどの基本的生活習慣が身につくよう育ちを支えます。

●家庭では、体を動かすことの楽しさ、栄養バランスのとれた食事や規則正しい食生活の大切さ

などを伝え、子どもの頃からの食育を進めます。

●地域では、学校等と連携しながら子育てについて理解を深め、子ども一人ひとりの健康で心豊

かな育ちを支えます。

●ＰＴＡ等の団体は、学校等を支える様々な活動や団体間で連携して行う活動を支援し、保育・

教育の環境の充実を図ります。

●学校や各関係機関等と協力して、いじめなどの早期解決に取り組みます。

  市民の皆さんなどの役割 

政
策
②
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　　基本目標6　心豊かなひとづくり

　　　　　 6-1 教育の充実と文化の振興

人権教育・啓発の推進

　人権とは、人間の尊厳に基づいて国民すべての人が持っている固有の権利であり、社会を構成する

すべての人々が、個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために、欠かす

ことのできない権利です。

　基本的人権は、すべての国民に保障されるべき権利ですが、今日の社会において、あらゆる場面で、

その権利が侵害される事象が起きているのが現状です。生まれたところや、女性・子ども・高齢者だ

から、外国人だから、障がい者だからというような、昔ながらの因習的な偏見に起因する人権問題が、

現在も根強く存在しています。

　さらに、社会状況の複雑化や経済状況の格差、東日本大震災の結果、発生した原発事故による様々

な風評被害、個人の価値観の多様化が進む一方で、物質的な豊かさを追い求め、自己の「人権」のみ

を主張し、他人の「人権」を軽視する傾向もみられます。

　小松島市では、これまでも同和問題をはじめとする人権問題に対する取り組みにより、市民の人権

問題についての正しい理解と認識も深まり、個人の尊厳と基本的人権尊重の精神も高まりつつありま

す。

　しかし、高度な情報社会への加速度的な変化に伴うインターネット等を利用した個人情報の漏えい

や個人への誹謗・中傷、差別的書き込みなどの人権侵害が後を絶たない現状があります。また、一部

の国、民族を排除する差別的言動がみられるなど、誤った社会認識や差別観念が現存し、個人の尊厳

が軽視されることを見逃すことはできません。

　こうした現状を厳しく受け止め、小松島市

人権教育振興協議会では、これまで実践して

きた教育・啓発に更なる広がりと深まりを持

たせ、人権問題の解決を図るため、行政・学校・

地域・関係諸団体と連携を深めながら、あら

ゆる差別を許さない環境づくりや人づくりに

一層取り組んでいます。

　また、人権教育・啓発推進者層の拡充を図

るため、人権教育・啓発推進者研修会、人権

政策②　ひとりひとりが輝けるまちづくり

施　策

基本方針　6-1-2 人権教育・啓発の推進

  現況と課題 

こまつしま市民人権のつどい
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問題講演会、人権教育学級、こまつしま市民人権のつどい、小松島人権教育・啓発研修大会等、様々

な観点からの人権推進に向けた取り組みを積極的に展開します。

　未だ人権問題が根強く存在している現在、私たちの力で基本的人権が真に保障される社会を築いて

いくためには、偏見・差別・人権侵害等の現実をみつめ、再点検していくことが必要です。また、人

権尊重の精神や豊かな人権文化を育てていくため、市民一人ひとりが、人権尊重について「自ら考え」、

「理解と認識を深め」、「自分の生き方の基本として身につけ」、日常生活のなかで「行動化（実践）」

していくことが求められています。

人権教育振興協議会主催の事業・研修会への参加人数　　

年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
人数 1,663人 1,615人 1,714人 1,440人 1,582人

◆人権問題を自らの問題として捉え、考え、行動する活動の推進◆

「基本的人権が真に保障される社会を築いていくために、偏見・差別・人権侵害等の現実を見つめ、

市民一人ひとりが人権問題を自己課題として正しく理解するとともに、認識を深めるための活動

を引き続き推進します。」

◆人権尊重の精神や豊かな人権文化の育成◆

　「人権尊重の精神や豊かな人権文化を育成します。」

●市民全体が人権を遵守する担い手であると認識し、毎月11日の「人権の日」や「広報こまつしま」

「松明」などの機関誌を発行し、啓発・広報活動を推進します。

●すべての人の基本的人権を尊重していくために、人権教育・啓発を推進し、広く豊かな活動を展開

していきます。

●男女共同参画に関する意識の普及と定着のためには、男女共同参画の意義について家庭、地域、職

場等あらゆる分野において継続的に啓発していくことが必要となります。そのため、関係機関と

連携を行い、広報誌や情報誌等、各種の啓発事業を進め、男女共同参画の意識づくりを進めてい

きます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  重要事項 

  その他の取り組み 

●偏見・差別・人権侵害等の現実を見つめ、一人ひとりが人権問題を自己課題として正しく理解

していきます。

●偏見・差別・人権侵害等の認識を深めるための活動に参加します。

  市民の皆さんなどの役割 

政
策
②
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　　基本目標6　心豊かなひとづくり

　　　　　 6-1 教育の充実と文化の振興

生涯学習の推進

　ゆとりや生きがいのある人生を送るため、

生涯学習の必要性は一層高まっています。本

市では、市民の幅広い学習ニーズに応えるた

め、各公民館や中央会館、図書館等を拠点に、

生涯の各期に応じた様々な講座、教室等を開

催しているほか、学習情報の提供や広報・啓

発活動の推進、社会教育団体の育成・支援に

努めています。しかし、少子高齢化、国際化、

情報化の一層の進展、環境や安心・安全への

意識の高まりなど、社会経済情勢の急速な変

化に伴い、生涯の各期における学習課題がますます多様化・高度化しています。

　このため、関連施設の整備充実をはじめ、関係部門、関係機関・団体が一体となった生涯学習推進

体制の整備に努めるとともに、市民の皆さんの学習ニーズを常に把握しながら、多彩な生涯学習プロ

グラムの検討や学習情報の提供等を行い、総合的な学習環境づくりを進めていく必要があります。

スポーツの振興

　近年、健康・体力づくりに対する関心がま

すます高まる中、市民のスポーツニーズは増

大・多様化の傾向にあり、生涯にわたってそ

れぞれの体力・年齢・目的等に応じて、だれ

でも、どこでもスポーツに親しむことができ

る環境づくりが一層求められています。本市

の社会体育施設としては、市民の皆さんの体

力向上と健康で文化的な生活に寄与するため

に、平成２８年３月末で閉校した立江及び坂

野中学校の運動場と体育館の利用を開始して

政策②　ひとりひとりが輝けるまちづくり

施　策

基本方針　6-1-3 生涯学習・スポーツの推進

  現況と課題 

中央会館　成人講座

市立武道館
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　基 本 計 画

います。

　今後は、地域とも連携を図る中で、これら施設の有効利用を推進し、市全体のスポーツの振興につ

なげていく必要があります。

◆生涯学習の推進◆

　「生涯を通じた学習機会を提供する生涯学習体制を推進します。」

◆「小松島市教育大綱」に基づく施策の推進◆

「『小松島市教育大綱』の重点目標である生涯学習文化の創造におけるスポーツの振興を図るため、

社会体育施設等の環境づくりを推進します。」

●社会教育施設の多様な学習情報の収集・発信を行い、各種広報誌やインターネットなどを活用しま

す。

●生涯学習の拠点としての機能を果たすために市立図書館は、市民の皆さんのニーズに沿いながら、

図書の充実、資料の収集・整備を行います。

●スポーツ団体の活動を支援し、職場や地域での市民の皆さんの自主的なスポーツ活動の充実を促進

します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  重要事項 

  その他の取り組み 

●豊かな人生を送るため、生涯学習、生涯スポーツ、芸術文化にかかわる活動に取り組みます。

●地域の活性化のためにも、学んだ知識をまちづくりにいかすよう心がけます。

  市民の皆さんなどの役割 

政
策
②
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　　基本目標6　心豊かなひとづくり

　　　　　 6-1 教育の充実と文化の振興

伝統文化の継承と芸術の振興

　平成２８年６月に、阿波遍路道（恩

山寺道・立江寺道）の国史跡への追

加指定が、文部科学大臣へ答申され、

１０月に指定となりました。国史跡は

本市では初となるもので、恩山寺（１８

番札所）や立江寺（１９番札所）を含

む「四国八十八箇所霊場と遍路道」の

世界遺産への登録申請に向け、四国4

県並びに関係57市町村と連携して取

り組みを進めていくこととなります。

　また、中央会館では、市民の皆さん

の文化意識の高揚を図るため、各種芸術文化団体活動への支援を行い、若い世代のニーズに沿った講

座を含め、華道・書道・民踊などの講座を毎年約30講座開設しています。生涯学習センターにおい

ても、ふるさと講座や高齢者教室を開催し、参加者を集めています。

　ミリカホールでは、映画上映、自主事業などを通じて、音楽や演劇等に直接触れる機会を提供でき

るよう、コンサートや演劇等の事業を他自治体の文化施設と連携をとりながら実施しています。

◆芸術・文化活動の充実◆

「市民の皆さんが、日常生活の中で、豊かな伝統と文化に触れ、それらを楽しみ、いかすことがで

きるまちづくりを推進します。」

政策②　ひとりひとりが輝けるまちづくり

施　策

基本方針　6-1-4 芸術・文化活動の充実

  現況と課題 

阿波遍路道（立江寺道）

  重要事項 
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●埋蔵文化財保護体制の充実を図るとともに、文化財保護法により、開発への対応・遺跡の発掘調査・

調査研究を進め、適切に保存します。

●文化財の継承と保護のため、防火訓練など防災活動を行います。また、文化財の管理者や所有者に

対して、耐震への備えを啓発します。

●各種芸術・文化団体の自主的な芸術・文化活動を支援し、豊かな創造性と市民の皆さんの文化意識

の高揚を図ります。

●ミリカホールにおいて、市民の皆さんが気軽に参加できるミニコンサート等の開催や映画上映など

を実施し、他の文化施設と連携を取りながら、市民の皆さんが身近に音楽や演芸等を鑑賞できる

機会を提供します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  その他の取り組み 

●地域に伝わる民俗文化財等の保存・継承に努めます。

●文化財の歴史的意味と価値を理解し、指定文化財の保護に努め、貴重な文化財を後世へと伝え

ていきます。

●地域の活性化のためにも、学んだ知識をまちづくりにいかすよう心がけます。

  市民の皆さんなどの役割 

政
策
②
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基本目標7　活気あふれるまちづくり

　　　　　7-1 産業の振興とブランド産品育成

　農産物、水産物を小松島市の誇れるブランドとしてさらに推奨し、担い手の人材育成を図りな

がら、担い手が、いきいきとやりがいを持てる農林水産業の振興を図ります。また、本市の雇用

の大部分を支える中小企業への支援を継続します。さらには、中心市街地の活性化に取り組み、

空き店舗の有効活用を図るとともに、活性化イベントの開催などを通じた交流人口の増加をめざ

します。

＜個別指標＞
成果指標の名称 単位 平成29年度から平成33年度累計 備考

新規雇用者数（5か年度累計） 人 200人  総合戦略

新規事業所設立数（5か年度累計） 件 5件  総合戦略

成果指標の名称 単位 基準年度
（平成27年度） 平成３３年度 備考

６次産業化商品化件数 件 4件 28件  総合戦略

新規就農者数 人 1人 7人  総合戦略

多面的機能支払交付金事業活動面積 ha 870 ha 980 ha

認定農業者数 経営体 81経営体 93経営体

有機農業に取り組む農業者数 人 46人 60人

農地集積面積 ha 81ha 415ha

施　策

政策③ 未来への活力を育むまちづくり
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　　基本目標7　活気あふれるまちづくり

　　　　　 7-1 産業の振興とブランド産品育成

ブランド産品育成　地産地消及び6次産業化の推進

　本格的な人口減少社会の到来により、今後、とりわけ地方の衰退が加速することが懸念されている

ことや、グローバル化や情報化の進展に伴う経済環境の変化を受け、「食料・農業・農村基本計画」

が策定され、国産農産物の消費拡大を目的に、関係府省が連携した地産地消の更なる推進が図られて

います。

　本市では、輸入産物、競合産地に打ち勝つ産地供給体制づくりを進めつつ、市、農協、漁協で組織

するこまつしまブランド戦略推進協議会を中心とした6次産業化促進に向けた支援をはじめ、国内

外に誇れる安全・安心な小松島産農林畜水産物を情報発信し、関西のみならず、首都圏や海外などの

新規市場を開拓する為、知名度や信頼性を高めるべく、「こまつしまブランド」の確立に向けた取り

組みが課題となっています。

次代を担う人材育成・支援

　農業を取り巻く社会・経済情勢は、農業従事者の高齢化と担い手の減少、耕作放棄地の増加、グロー

バル化による国際的な農産物の競争激化、食に対する消費者の信頼性低下など多くの問題が顕在化し、

厳しい環境に直面しています。

政策③　未来への活力を育むまちづくり

施　策

基本方針　7-1-1 農林水産・商工業の振興

  現況と課題 

台湾百貨店での農林水産物のＰＲ 東京での物産イベントの参加

政
策
③
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耕作放棄地面積　　

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
面積（ha） 28 ha 29.2 ha 24.9 ha 27 ha 28.5 ha

　国では、「人・農地プラン」の策定や農地中間管理機構の新設による担い手の確保や農地集積を加

速化させる施策が実施され、地域農業の担い手として位置づけられた認定農業者への期待が高まって

います。

　こうした施策に対応するため、認定農業者が地域農業のリーダーとしての自覚と自信が持てるよう

資質向上に努め、県、農協など関係機関・団体等と連携し、農業経営の改善や担い手の育成・確保な

どを一層推進するとともに、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営を行うプロの農業者を育

成していくことなどが課題となっています。

環境に配慮した農林水産業の推進

　本市に広がる田園地域は、身近な自然環境であり、

多様な野生生物が生息・生育する生物多様性の豊かな

空間です。しかし、農薬や肥料の不適切な使用は、田

園地域の自然環境だけでなく、河川等を通じて水質を

悪化させ、漁場環境へも悪影響を与えるなど、生物多

様性への広範な影響が懸念されます。

　こうしたことから、地域における生物多様性の保全、

安全・安心な農産物の生産及び持続可能な農業の実現

をめざすことを目的に、小松島市生物多様性農業推進

協議会を設立し、生物多様性農業の推進に関する各種事業に取り組んでいます。

「田んぼの生きもの調査」回数　　

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
回数 7回 5回 5回 5回 9回

　また、平成２７年度には、自然循環機能の増進や環境への負荷の大幅な低減、生

物多様性の保全等といった有機農業の有する多面的機能をいかしていく取り組みを

幅広く支援するため、小松島市有機農業推進計画（第２期）を策定し、高品質で多

収穫な有機農産物づくりを推進するとともに、徳島県と連携し、「とくしま安 ²GAP

農産物」※1 や「エコファーマー」※2 の認証の推進を図っています。

※1とくしま安 ²GAP農産物…「食品安全」に加え、「環境保全」や「労働安全」にも配慮した、優れた農業生産・
品質管理体制を認定するもの。　

※2エコファーマー…土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う「環境にやさしい農業」の実践
者のこと。

田んぼの生きもの調査
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エコファーマー認証件数　　

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
認証件数 52件 71件 82件 84件 78件

生産基盤の整備及び保全

　本市南部においては、那賀川水系の利水により水稲を中心に、ブロッコリー、きゅうり等を組合わ

せた農業経営が展開され、地理的な条件をいかして、京阪神への生鮮食料供給基地の役割を担ってい

ます。しかし、都市化・混住化が進み生活雑排水が地区内の水路に流入してくることで農業用水の水

質が悪化し、水稲栽培に支障が生じています。

　農業・農村は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能を有

しており、その維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援が必要です。また、意欲ある農業

者が農業を継続できる環境を整えるために、農地・農業水利施設等の整備を実施し、生産効率の向上

を図っています。

魅力ある農山漁村づくり

　農林水産業・農山漁村を取り巻く情勢は、過疎・高齢化の進行による生産力や担い手不足、経済の

グローバル化の進展に伴う輸入産物の増加による農林水産物価格の低迷、消費者の食の安全・安心の

確保、環境に対する意識の高まり、価値観、ライフスタイルの変化への対応など様々な課題に直面し

ています。今後とも農林水産業・農山漁村の持続的発展を図るためには、こうした社会、経済状況の

変化に的確に対応していくことが何よりも重要です。　

　本市の魅力ある農山漁村づくりには、

都市圏からのグリーンツーリズムなどの

農業体験や新規就農者への支援をはじ

め、例年11月に開催される「こまつし

ま・うまいもん祭り」や、毎月定期的に

開催される「みなと海鮮朝市」における

水産品販売促進に向けた交流イベントな

ど、小松島に魅力を感じていただけるよ

うな農山漁村の振興や、活性化に資する

取り組みの推進なども必要です。

中小企業の振興及び企業誘致の推進

　事業所のほとんどが小規模企業で構成されている本市では、中小企業が経済の基盤として、雇用の

大部分を支え、市民生活の中で重要な役割を果たしています。しかし、経済のグローバル化や急速な

少子高齢化の進展と総人口が減少局面に入る等、中小企業の経営環境は一層厳しさを増しています。

本市の雇用の大部分を支える中小企業の実態把握に努め、中小企業の振興に関わる市民・企業・団体

など様々な主体とともに、地域社会における中小企業の重要性について認識を共有しながら、社会全

こまつしま・うまいもん祭り

政
策
③



112

体で連携・協働し中小企業を支援していくことが必要です。

　また、新たなブランド産品の開発支援や６次産業化を推進し、地場産業の育成支援を行うことも必

要です。中心市街地の活性化を図る点からも、空き店舗の有効利用促進を図りつつ、本市での創業希

望者に対する支援を行うことも重要です。

事業所数・従業者数及び製造品出荷額等  （4人以上の事業所）  　　

年 事業所数（所） 従業者数（人） 製造品出荷額等 (万円 )

平成 22年 96 2,314 5,222,435

平成23年 87 2,089 5,014,961

平成24年 88 1,967 5,014,372

平成25年 88 1,894 4,847,171

平成26年 81 1,863 4,903,246
資料：県統計戦略課「徳島県の工業」、経済産業省「工業統計調査（市区町村編）」

ブランド産品育成　地産地消及び6次産業化の推進

◆ブランド化を促進する取り組み◆

　「小松島産農林畜水産物のブランド化を加速化させていきます。」

◆水田農業の振興◆

「水田をフルに活用し、飼料用米など新規需要米や戦略作物の作付拡大に取り組み、水田農業の経

営安定を図ります。また、消費者のニーズに応える売れるコメづくりを推進します。」

◆地産地消を促進する取り組み◆

「地産地消を推進し、産直施設等への支援や学校・病院・福祉施設、市内飲食店等での地元食材の

利用拡大を図ります。」

◆６次産業化を促進する取り組み◆

「農林漁業者と商工業者等とのネットワークづくりや、地域資源を活用した新たな商品開発、販路

開拓など６次産業化に取り組みます。」

次代を担う人材育成・支援

◆多様な担い手の育成◆

「若者・女性など次代を担う多様な担い手の確保・育成を図るとともに、新規就業者の受け皿とな

る生産組合など法人組織等への支援を行います。」

  重要事項 
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　基 本 計 画

◆担い手への農地集積・集約化の推進◆

「担い手への農地集積と集約化を進め、規模拡大による生産コストの低減を図るなど、担い手の体

質強化と経営の安定化を図ります。」

環境に配慮した農林水産業の推進

◆安全・安心な農林水産物等の生産に向けた支援◆

　「安全で安心な特色ある地域農林水産物等の産地育成・ブランド化に取り組みます。」

◆生物多様性農業の推進◆

　「生物多様性の保全や環境に配慮した、持続可能な農業の取り組みを応援します。」

生産基盤の整備及び保全

◆農林畜水産業の振興◆

　「農林畜水産業の振興を図るため、優良な生産基盤の整備を推進します。」

◆優良農地の確保と耕作放棄地の防止◆

　「優良農地の確保や耕作放棄地の防止を図ります。」

◆漁場環境等の保全◆

　「漁場環境の保全や森林の有する公益的機能の維持等を図ります。」

魅力ある農山漁村づくり

◆魅力ある住みやすい農山漁村づくり◆

　「地域資源をいかした集落の活性化や、都市住民等との交流、集落への移住・定住促進を図ります。」

◆放置竹林解消による里山の再生◆

　「竹を使用した新たな製品開発等を支援することにより、里山の再生に取り組みます。」

中小企業の振興及び企業誘致の推進

◆中小企業の多様で活力ある成長発展◆

　「中小企業の実態を把握し、社会経済情勢の変化に適切に対応します。」

◆新たな産業の育成と企業誘致の促進◆

「地場産業の強みをいかしつつ新たな産業を育成し、港湾施設等地域資源を活用した企業誘致を促

進します。」　

政
策
③
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◆魅力ある商店街づくり◆

　「商店街のイメージアップにつながる景観づくりや、商店連盟等への支援を行います。」

◆中心市街地の活性化◆

　「にぎわいのある魅力的な中心市街地づくりを促進します。」

ブランド産品育成　地産地消及び6次産業化の推進

●ブランド産品の育成及び産地化を図るため、生産・流通施設等の導入支援を行います。

●生産者や関係団体等と連携し、京阪神や首都圏、海外等に向けてのマーケティングやＰＲ活動を展

開し、販売力の強化と「こまつしまブランド」の確立に向けた取り組みを推進します。

●情報誌やインターネットなど各種メディアを通じて、消費者に産地情報やイベント等の情報を発信

します。

●農林水産業体験や地元食材を使った料理体験、食のイベント等を通じて、食育の推進を図ります。

●小松島市ふるさと応援寄附の返礼品として、平成２６年度からは「いのち育むたんぼ米」を、また、

平成２８年度からは、本市推奨の魚・鱧を期間限定で追加するなど、ブランド産品の魅力発信に

向け、引き続き取り組みを推進します。

次代を担う人材育成・支援

●「人・農地プラン」等の作成・見直しなど地域の合意形成に向けた支援や、地域の中心となる経営

体による農地集積など規模拡大に向けた支援を行います。

　　また、認定農業者など担い手への重点支援を行うことにより、経営改善や６次産業化に取り組み、

地域農業を担い先導する経営体や、優れた技術と管理能力を有する農業者を育成します。

●農地中間管理機構を通じて、農地の利用集積が促進されるよう、関係機関等と連携し、農地の出し

手と受け手となる担い手との利用調整や営農支援に取り組みます。

●青年・女性農林漁業者や新規就業者及び就業希望者等に対して、生産技術や経営管理能力の向上等

に向けた支援を行うことにより、地域の農林水

産業の担い手を育成・確保するとともに、Ｕ・Ｉ・

Ｊターン者の受入促進を図ります。

環境に配慮した農林水産業の推進

●「小松島市有機農業推進計画」に基づき、高品質

で多収穫な有機農産物の生産拡大と有機農業者

の育成を図るとともに、エコファーマーの認証

を推進します。

●有機農業の普及を図るため、ＮＰＯ法人とくしま

  その他の取り組み 

技術講習会
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　基 本 計 画

有機農業サポートセンター等と連携し、栽培技術講習会の開催や、有機ＪＡＳ認証の取得に向け

た支援を行います。

●小松島市生物多様性農業推進協議会を中心に、「田んぼの生きもの調査」や生き物を育む取り組み

を実施し、農村地域の多様な生き物についての理解の促進や自然と共生する地域づくりをめざし

ます。

●地域資源を活用した「椎茸廃菌床たい肥」、「ミミズたい肥」など、地域内における安全で安心な農

産物を生産、普及するための資材開発や仕組みづくりに取り組みます。

●有機農産物等の販売促進を図るため、ホームページ等による予約販売や「オーガニック・フェスタ」

などイベント等でのＰＲ活動を展開します。

●関係機関等と連携し、高病原性鳥インフルエンザなど家畜伝染病の発生予防やまん延防止に向けた

危機管理体制の強化を図ります。

●横須・金磯海岸、和田島海岸などの海岸清掃及び漁協組合による海洋ごみの回収等により漁場の環

境改善を図ります。

生産基盤の整備及び保全

●国営総合農地防災事業により、幹線水路の改修など農業水利施設の整備を行い、農業生産の維持及

び農業経営の安定化を図ります。また、関連事業等により、ほ場整備や末端の用水路等の改修を

行います。

●「日本型直接支払制度」を活用し、多面的機能の維持・発揮や耕作放棄地の発生防止など、集落ぐ

るみで地域農業を支える取り組みを支援します。

魅力ある農山漁村づくり

●地域住民とともに、課題を共有し、

調査等を実施することで、農地や森

林、漁場など農林水産業の持つ多面

的機能への理解を深めます。

●鳥獣による農作物等の被害を防止す

るため、集落や猟友会、行政等で組

織する小松島市有害鳥獣捕獲対策

協議会を中心に、集落での防護・捕

獲対策の強化や侵入防止柵の設置な

ど、総合的な対策を強化します。

●都市化や混住化が進行する農村地域

において、安定的な農業経営や安全・安心な暮らしを実現するため、ハード・ソフト対策を組み

合わせた防災・減災対策を推進します。

●里山は、水源かん養（水資源を蓄え、育み、守っている働き）・防災、生活環境の保全等の機能を

有しており、それらの機能を維持していくため、産官学連携等により未利用資源等を活用したバ

イオマスエネルギーの有効利用を検討します。

阿南工業高等専門学校との地域連携協定

政
策
③
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中小企業の振興及び企業誘致の推進

●地場産業・既存企業と連携し、連絡相談体制の充実を図ります。市は、中小企業の実態把握に努め、

国・県等と連携しながら適時適切な対応を行います。

　　また、時代に即応した各種融資・補助金制度の活用斡旋を行い、経営基盤の強化と製造品出荷額

の増加をめざします。

●市、商工会議所、企業をはじめ、国・県と連携を図りながら、起業家、ベンチャー企業の技術力や

経営を支援する体制を整備し、新たな産業の育成を図ります。

●徳島小松島港赤石地区の遊休地等への企業立地を図るための情報発信を行い、県や国との連携によ

る情報共有化を進め、企業ニーズに対応した積極的かつ戦略的な企業誘致活動を推進します。進

出後も事業者が企業活動しやすいようフォローアップ体制を充実し、進出企業が安心できる環境

づくりをめざします。

●商店主、住民、ＮＰＯ、商工会議所、行政等による中心市街地活性化検討会を中心に、住民と一体

となって「まちの顔」となる中心市街地の活性化を促進します。

●まちのにぎわい創出や活性化を目的に、中心市街地の空き店舗対策と小松島市での創業支援対策を

推進します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●地元の小売店や朝市、直販等での安全な農水産物による地産地消を心がけます。

●生産者は、安全・安心で良質な農林水産物の生産に努めます。

●農山漁村の風土・魅力をいかし、小松島市の魅力を発信します。

●仕事を始める人たちを、市民も支援します。

  市民の皆さんなどの役割 
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　基 本 計 画

　　基本目標7　活気あふれるまちづくり

　　　　　 7-1 産業の振興とブランド産品育成

雇用の場の創出と労働環境の向上

　本市の雇用状況として、有効求人倍

率は回復傾向にはありますが、正規雇

用者よりも非正規雇用者率が高く、企

業が求める人材と求職者が求める仕事

環境にミスマッチが生じています。非

正規雇用の増加は、将来の不安につな

がり、ひいては未婚化にもつながるこ

とから、雇用関係が安定的に継続し、

労働条件が改善、向上することが課題

となっています。

　また、近年、地方を中心にＵ・Ｉ・

Ｊターンの促進が図られており、人口減少が続く本市においても、都会へ流出した人材の呼び戻しや、

都市部からの人材の取り込みも重要となっています。そのためには働く場の確保が重要であり、市内

企業での雇用機会の創出・拡大を図っていくことが今後の課題です。女性や若者の多様な生活や働き

方に対応した雇用環境の向上、グローバル化、ＩCＴ化など、中小企業を巡る環境は日々刻々と変

化しており、それらに対応するために支援を進めていく必要があります。

合同就職面接会参加者数

年度 参加者数 （うち事業所体験者） 就職内定者数

平成26年度 126人 未実施 25人

平成27年度 122人 42人 28人

      

高齢者雇用の創出

　本市では、団塊の世代のすべてが６５歳を迎えたことにより、高齢化率が３０％を超えています。

知識、経験が豊富な高齢者をいかす雇用を創出していくことは、高齢者の生活基盤の経済的安定に寄

政策③　未来への活力を育むまちづくり

施　策

基本方針　7-1-2 新規雇用の場の確保

  現況と課題 

小松島合同就職面接会

政
策
③
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与し、介護予防の観点からも生きがいの向上や健康の増進等につながるとともに、市全体への活気を

もたらすことになります。

　生きがいや健康づくりのために仕事を続ける、あるいは、今後も仕事を続けたいという高齢者が増

えており、現在はシルバー人材センター等がその役割を担っていますが、今後更なる高齢者が活躍で

きる場の創出が求められています。

シルバー人材センター会員数

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
会員数 144人 127人 121人 125人 129人

◆安定した雇用関係の維持と労働環境の向上◆

　「雇用関係が安定的に継続されるとともに、労働条件が改善、向上するように支援します。」　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆新規雇用創出に向けた環境整備◆

「ハローワーク・県・商工団体等と連携しながら雇用機会の創出を図り、企業が求める人材と求職

者の求める仕事環境のミスマッチを是正していくことで、長期的な雇用を図ります。また、工場

などの企業誘致は新規雇用創出効果が大きいため、情報発信を強化するなど、促進を図ります。」

　

◆高齢者雇用創出に向けた環境整備◆

　「高齢者雇用創出に向けた環境整備に取り組みます。」

●市内事業所への就業を促進するため、市内事業所が一同に集まり、事業説明から、面接まで一貫

して行う小松島合同就職面接会

をハローワークと共同で開催し、

市内就業者の増加をめざします。

●雇用のミスマッチによる就業機会

の喪失や短期での離職を避ける

ため、面接前に事業所の仕事や

雰囲気を体験する事業所見学バ

スツアーの開催など、長期安定

的な雇用をめざします。

●関係機関が実施するＵ・Ｉ・Ｊター

ンフェアなどに参加し、県外か

らの就業者増加をめざします。

  重要事項 

  その他の取り組み 

事業所見学
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　基 本 計 画

●企業立地促進法に基づく国・県の施策や市の企業誘致関連施策等により企業誘致を推進することで、

市内での雇用機会創出を図ります。

●安定した雇用関係を維持するため、商工会議所等を通じて、中小企業者の経営に関する相談に応じ

るための中小企業診断士等の専門家を中小企業へ派遣し、アドバイスや指導を実施します。

●就業規則や賃金、解雇の問題やサービス残業などの労働個別相談等の実施により、雇用・労働問題

に関する意識啓発及び雇用環境の向上を図ります。

●シルバー人材センターにコーディネーターを配置し、企業等が求める人材と高齢者が求める仕事内

容をマッチングさせ高齢者の雇用創出をめざします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●自分の知識や経験、技能を活用し、積極的に就労の機会を求めていきます。

  市民の皆さんなどの役割 

政
策
③
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基本目標7　活気あふれるまちづくり

　　　　　7-2 観光交流によるにぎわい創出

　豊かな自然や歴史、港など地域資源を最大限にいかした体験型観光を行い、小松島市ならでは

の魅力発信を図ります。貴重な自然や歴史を感じるまちの景観の保全を図り、交流人口、定住人

口の増加につなげます。

＜個別指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 備考

観光案内所年間利用数 人 3,615人 4,500人  総合戦略

日本遺産登録施設年間訪問者数（立江寺） 人 約8万人 約8万3千人  総合戦略

移住者数 人 １５人 ５０人  総合戦略

年間観光客入込数

（港まつり・客船入港・あいさい広場等）
人 77万7千人 80万 5千人  総合戦略

施　策

政策③ 未来への活力を育むまちづくり

赤石岸壁に入港したダイヤモンド・プリンセス号
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　基 本 計 画

　　基本目標7　活気あふれるまちづくり

　　　　　 7-2 観光交流によるにぎわい創出

にぎわい創出のまちづくり

　本市では、夏の風物詩として盛大に開催されている「小松島港まつり」の花火大会をはじめ、「は

ちはち狸まつり」や、食の祭典としての「こまつしま・うまいもん祭り」、「義経ドリームロード」を

利用した地元有志による義経夢想祭など、

家族連れで楽しめるイベントが数多く開

催されています。

　阿波踊り期間中は、毎日客船が寄港し、

小松島港のお盆の風景として定着してお

り、お盆期間中以外にも客船寄港や海外

からの寄港もあります。今後は、乗客の

小松島市内での観光や買い物などの滞在

時間の増加や海外からの客船寄港回数の

増加が課題です。  

地域資源をいかした観光振興

　四国霊場８８ヶ所の１８番札所恩山寺、１９番札所立江寺をはじめ、金磯弁天山、源義経ゆかりの

地として「義経ドリームロード」や「旗山義経騎馬像」などが本市の観光資源です。民話「阿波狸合

戦」にまつわる狸の像は市内各地にあり、な

かでもステーションパークには、世界一大き

な銅像もあり、遊歩道に並ぶ愛嬌のある狸の

石像とともに、訪れる人の目を楽しませてく

れます。また、四国最大級の産直市「あいさ

い広場」は、１年を通して新鮮で安全・安心

な商品が多く取りそろえられ、県内外から多

くの観光客を集めています。さらに、本市は

地下水が豊富に湧出しており、上質の飲料水

として知られている所もあります。

政策③　未来への活力を育むまちづくり

施　策

基本方針　7-2-1 観光の振興

  現況と課題 

義経夢想祭

たぬき広場のたぬき像

政
策
③



122

　このような、身近な観光地や特産品などをＰＲする小

松島市観光案内所を、ＪＲ南小松島駅舎内に開設してい

ます。

　今後は、本市の魅力を体験してもらうために、本市の

豊かな自然や歴史、港など地域資源を積極的に PRし、

観光資源として活用していくことが課題です。

移住・定住促進に向けた情報発信

  人口減少を克服し、地方創生を推進するには、地方から

大都市への人口流出に歯止めをかけ、地方への新しい人

の流れを生み出すことが重要です。

　そのためには、地方への移住を検討するうえで

の不安・懸念となる、地域における雇用・就労、

居住環境、生活の利便性や、地方移住に係る情報

の提供が必要です。特に将来における人口減少抑

止や社会経済活動を担う若者や子育て世帯など、

都会から地方への移住定住を促す施策の体系的・

一体的な推進が必要です。

　また、都市部の人材を地域の新たな担い手とし

て受け入れ、若者の定住や地域の活性化などを促進することも重要です。本市では、平成２７年１０

月に小松島市地域おこし協力隊員として３名を任命し、農林水産・商工・観光の振興、中心市街地の

活性化などの活動に取り組んでいます。

◆観光資源の多様な活用◆

　「四国遍路をいかした観光資源づくりや地域ガイドによる多様な観光体験などを実施します。」

◆移住・定住促進に向けた情報発信◆

　「都市圏等における移住希望者等への情報発信を強化し、情報提供・相談対応等にも取り組みます。」

●豪華客船の乗客に対しては、観光ボランティアガイドを活用した地元ツアーを推進し、免税店の開

設等利便性の向上に取り組みます。

●小松島市観光案内所を起点とした徒歩での世界一の狸の銅像ガイドツアーなどの充実を図ります。

●特産品を国内外へＰＲするとともに、積極的に県内外でのイベントに参加し、特産品の魅力を伝え

ます。

●客船寄港時には、港に臨時観光案内所などを開設し、観光案内や特産品のＰＲを推進します。

小松島市観光案内所

地域おこし協力隊員による竹灯篭の展示

  重要事項 

  その他の取り組み 
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　基 本 計 画

●マスコットキャラクター「こまポン」を活用した観光ＰＲを推進します。

●「全国移住ナビ」や「住んでみんで徳島で！」等の移住・交流ウェブサイトにおいて、プロモーショ

ン動画や移住体験等、コンテンツの更なる充実を図り、小松島の魅力を全国に発信するとともに、

移住・定住促進に向けた情報の提供等を行い、Ｕ・Ｉ・Ｊターンによる小松島市への居住を支援

します。

●高速道路の整備等、環境の変化に即応できるよう関係団体と協調し、魅力ある観光振興を戦略的に

進めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●小松島市の魅力を、積極的にアピールします。

●観光客には、お接待の心でもてなします。

  市民の皆さんなどの役割 

政
策
③
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基本目標8　市民参画・協働のまちづくり

　　　　　8-1 市民参画と協働の推進

　より多くの市民の皆さんにまちづくりに対して関心を持っていただくために、情報の共有化を

図るとともに、市と連携して公共サービスを担う組織の支援を行います。

＜重点指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 平成３8年度 備　考

まちづくりへの市民参加
の意向

% 35% 50% 60%
総合計画
アンケート

＜個別指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成27年度） 平成３３年度 備考

フェイスブック アクセス数（平均）※ 件 745件 800件

※フェイスブック アクセス数（平均）計算方法
　年間延べアクセス総数÷フェイスブックに掲載した年間お知らせ数（項目）

施　策

政策④ みんなで創るまちづくり
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　基 本 計 画

　　基本目標8　市民参画・協働のまちづくり

　　　　　 8-1 市民参画と協働の推進

市民の自主的な活動支援と公共サービスを担う多様な主体の育成

　近年、住民のライフスタイルや価値観等の多様化が見られるとともに、地域社会における人と人と

のつながりの希薄化が広まりつつあります。しかし、その様な中でも、自らが暮らす地域のために、

自らが活動することに生きがいを見出す人々が増加していることも事実です。衛生組合、消防団や自

主防災組織はもとより、子育て、介護など、年々多様化する地域課題に対して、市民活動団体等が積

極的に取り組みを進めています。  

ボランティアを主目的とする登録グループ数　  　　　　　　　　　　　　　　　　　当該年度2月時点
年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

グループ数 22団体 22団体 23団体 27団体 26団体
人数 602人 454人 534人 601人 602人

　住民の交流や観光情報の発信の拠点となる県内初の「まちの駅」の認定、観光ボランティアガイド

の育成など、市民の皆さんの柔軟な発想で、自主的、主体的に社会に貢献しようとする取り組みが評

価されています。このような市民主導の自主的な組織による、地域の魅力あるまちづくりについては、

行政との役割分担と協働による活動の充実が今後も期待できます。また、活動を担う団体の自主性を

尊重し、協働して市民サービスの充実

を図るとともに、地域づくり活動を行

う団体等の育成・支援を行うことも大

切です。

市民との情報共有化の推進

　市民参画と協働を推進するため、行

政情報等を積極的に提供・開示し、広

く市民の皆さんのご意見等を聴きなが

らコミュニケーションを図り、情報共

有化を進めています。

政策④　みんなで創るまちづくり

施　策

基本方針　8-1-1 市民活動への支援

  現況と課題 

県内初の認定となるまちの駅

政
策
④
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　広報誌やホームページをはじめ、新

聞やラジオ等のメディア活用のほか、

本市の行政・観光情報などを掲載した

「暮らしの便利帳」を官民協働により発

行するなど、情報発信を行っています。

　また、市民アンケートにおいて、広

報媒体の利用頻度や満足度が低いこと

から、今後、広報媒体のさらなる周知

及び浸透を図ることが求められます。

◆自主的な活動支援と多様な主体の育成◆

「地域の特性をいかした市民の皆さんの自主的な活動支援を行うとともに、地域人材の発掘・育成

に向けた取り組みや地域社会を構成する多様な主体との協働によるまちづくりを推進します。」

◆市民の皆さんと共に進めるまちづくりのための情報共有◆

「行政情報等の提供や開示を積極的に行うとともに、市民の皆さんとのコミュニケーションを図り、

情報共有化を進めます。」

●情報発信手段である広報誌及びホームページの充実を図るとともに、新聞、テレビ、ラジオ、イン

ターネットなどの多様なメディアを活用し、様々な市政情報を積極的に提供・発信します。また、

平成２７年３月から新たな広報媒体として運用を開始したフェイスブックをはじめ、広報媒体の

認知度・利用度向上に向けた取り組みを進めます。

●広報誌等で市内の各種団体や地域主催の行事、イベント等の周知を図るなど、情報発信の支援を行

います。

●「声の広報」をボランティア団体と協力して発行するほか、広報誌等でユニバーサルデザインフォ

ント（誰にでも読みやすいような書体デザイン）を使用するなど、情報バリアフリーの取り組み

を進めます。

●「ふれあい行政出前講座」や重要施策に関する住民説明会の開催などを通じて、市と市民の皆さん

との対話の機会を増やし、開かれた市政運営に取り組みます。

●「市政モニター制度」や「私の一言箱」を活用し、市民の皆さんのご意見等を市政へ反映できるよ

うにします。

●市の基本計画等、重要な事項を審議する附属機関等については、「小松島市附属機関等の設置及び

運営指針」に基づいて、委員の公募実施や女性を積極的に選任するなど、政策形成過程への市民

参加を促進します。

ふれあい行政出前講座

  その他の取り組み 

  重要事項 
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　基 本 計 画

●「小松島市パブリックコメント手続要綱」に基づいてパブリックコメントを実施し、市の基本計画

等の策定にあたり、その内容を開示するとともに、市民の皆さんの声を反映できる機会を確保し

ます。

●市の保有する公文書の適切な保存・管理を行うとともに、市民の皆さんが情報公開制度を利用しや

すいように制度の周知を推進します。

●市は、マイナンバーをはじめ、市民の皆さんの大切な個人情報を取り扱うことから、「小松島市個

人情報保護条例」に基づいて、個人情報を適切に管理します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●地域の特性をいかしながら、自主的組織が力を発揮することで活力あるまちづくりの実現をめ

ざします。

●広報等行政の情報から、市の取り組みをキャッチし、地域の取り組みに積極的にかかわってい

きます。

  市民の皆さんなどの役割 

政
策
④
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基本目標8　市民参画・協働のまちづくり

　　　　　8-2 人口減少社会における行政運営

　人口減少社会における自治体のサービス提供体制の重要性は、ますます高まり、持続可能なも

のとしていくことが必要です。自治体の担うべき役割を踏まえ、市町村間の広域連携など、生活

機能性の向上につながる効率的なまちづくりをめざします。

＜個別指標＞
成果指標の名称 単位 基準年度

（平成26年度） 平成３３年度 備考

広域行政連携事業

（定住自立圏）※
事業 15事業 16事業 総合戦略

※定住自立圏…中心市と近隣市町村が１対１の協定を締結し、形成される圏域のこと。
徳島市を中心市とする１２市町村（徳島市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、
松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町）で「徳島東部地域定住自立圏」を構成し、連携して事
業を推進している。

施　策

政策④ みんなで創るまちづくり

板野町

藍住町上板町

石井町

神山町

上勝町

勝浦町

徳島市
（中心市）

小松島市
佐那河内村

北島町
松茂町

徳島県
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　基 本 計 画

　　基本目標8　市民参画・協働のまちづくり

　　　　　 8-2 人口減少社会における行政運営

持続可能な財政構造の確立及び効率的な行財政運営

　小松島市の財政状況の推移については、平成１６年度普通会計決算で実質赤字が発生したことを受

け、平成１７年度からの小松島市行政改革「集中改革プラン」及び平成２２年度からの小松島市行政

改革「集中改革プラン（第二幕）」において、市民の皆さんのご理解をいただきながら、歳入歳出に

わたる各取り組み項目の着実な推進を図った結果、平成２３年度決算において、８年振りに累積赤字

を解消しました。

　その後、現在に至るまで、市民生活の安全、安心を確保すべく、「防災・減災対策」、「学校施設等

耐震化対策」、「浸水排水対策」をはじめ、地方創生に向けた「地域活性化・地域振興策」などへの取

り組みを推進するとともに、近年は、第３子以降に係る保育所・幼稚園保育料の無償化などの子育て

世帯への経済的負担軽減策をはじめ、赤字財政下では、先送りせざるを得なかった大型建設事業など

への政策的課題にも着手しています。

　行財政改革については、プラン（第二幕）の基本目標の一つであり、平成27年度からの「小松島

市行政改革プラン2015」にも継承された人口減少社会においても持続可能な行財政システムの確

立に向けて、行財政改革への取り組みを推進しています。

　今後は、これまでのプランのような即効的かつ経常的な行政改革効果を上げていくことは、困難な

状況にあることから、各項目の進行状況の把握を行うとともに、人口減少社会を見据えた効率的、か

つ、将来における長期的な観点に立った構造的改革を中心に推進していく必要があります。

人材育成に向けた取り組み

　超高齢化と超少子化の併進する人口減少社会が到来し、ＩＣＴが飛躍的に発展するなどの社会情勢

の変化を背景に、行政サービスへのニーズは急速に多様化・複雑化しています。また、地方分権の推

進や地方創生への取り組みが図られるなか、地方自治体には、「自らが政策を立案・遂行する能力」

を向上させることが求められています。

　こうしたことから、本市では、平成２７年３月に「小松島市人材育成基本方針」の改定を行いまし

た。また、平成２８年度からは、地方公務員法の改正にあわせ、従前より実施してきた能力評価に業

績評価を加えた新たな人事評価制度を実施することとしております。これらの取り組みをはじめ、職

政策④　みんなで創るまちづくり

施　策

基本方針　8-2-1 効率的な行財政運営

  現況と課題 

政
策
④
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員の資質向上、能力開発を進めることで、自治体として政策の立案・遂行能力を高めていくことが必

要です。

◆持続可能な財政基盤の構築◆

　「長期的な財政見通しに立った予算編成と執行管理を行います。」

◆「小松島市行政改革プラン２０１５」の推進◆

「人口減少社会にも持続可能な行財政システムの確立のため、『小松島市行政改革プラン２０１５』

の取り組みを推進します。」

◆職員の資質向上◆

「『小松島市人材育成基本方針』に連動した職員研修を実施し、職員の意識改革や資質の向上を図

ります。」

●市の財政状況について、市民の皆さんにわかりやすく知っていただくため、財務諸表の公表ととも

に、平成２９年度末までに移行となる新公会計基準への適切な対応を行います。

●ごみ収集業務では、平成２７年度から実施しているビン・ガラス以外の一般廃棄物収集運搬業務の

段階的な民間委託に取り組みます。

●学校給食調理業務では、平成２８年度から市内全小学校において民間委託を実施しております。今

後、小学校再編を見据える中で、学校給食調理業務の効率的な運営を推進します。

●未収金の回収では、市営住宅使用料については、収入未申告者や不適正入居者に対する適正化の取

り組みを推進しつつ、住宅家賃の支払い訴訟や住宅明け渡し訴訟も視野に入れた法的・実務的検

討を行い、また、債権放棄への検討なども含めた債権の適正管理を行います。

　　住宅新築資金等貸付事業については、「小松島市債権管理マニュアル」に基づき、未償還額の縮

減を図るとともに、法的措置の検討も行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  その他の取り組み 

  重要事項 

●人口減少社会を踏まえた行財政改革へ関心をもちます。

  市民の皆さんなどの役割 
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　基 本 計 画

　　基本目標8　市民参画・協働のまちづくり

　　　　　 8-2 人口減少社会における行政運営

公共施設の効率的な運営・見直し

　全国的に高度経済成長期の人口増加に伴って集中投資された公共施設等の老朽化対策が問題となっ

ていますが、本市においても、多くの公共施設が今後更新時期を迎えることから、税収減に加え、社

会保障費の増大が見込まれる中、更新・修繕費用の確保が課題となっています。

　また、少子高齢化により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想され、早急に公共施設等

の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことに

より、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっ

ています。

　このような状況を踏まえ、国が策定した「インフラ長寿命化基本計画」及び「公共施設等総合管理

計画の策定にあたっての指針」に基づき、「小松島市行政改革プラン２０１５」における取組事項で

ある公共施設等適正管理に向けて、平成２８年度に「小松島市公共施設等総合管理計画」※を策定し

ています。

※小松島市公共施設等総合管理計画…現在の公共施設等の状況及び将来の人口や財政状況の見通しを踏まえた、公
共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画。公共施設やイン
フラの個別施設計画策定に向けた基本方針を定めている。

◆公共施設等の個別施設計画策定の推進◆

「『小松島市公共施設等総合管理計画』に定めた公共施設等の管理の基本方針に基づいた個別施設

計画の策定を推進します。」

政策④　みんなで創るまちづくり

施　策

基本方針　8-2-2 公共施設等の適正な管理運営

  現況と課題 

  重要事項 

政
策
④
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  その他の取り組み 

●固定資産台帳管理システムを活用し、公共施設等の現状把握を行います。

●小学校については、中学校再編の検証とともに、施設、設備等の検討を行うなかで、現行の小学校

再編計画の具現化についても検討を行い、地域、保護者等の合意形成の前段となる条件整備に努

めます。

●保育所及び幼稚園については、「小松島市の就学前教育・保育のあり方」の方針に沿った幼保再編

や認定こども園への移行等を推進し、少子化を踏まえた最適な配置をめざし、就学前教育・保育

への支援、充実を図ることとします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●今後における施設の利用需要の変化なども踏まえ、人口減少社会に適合した公共施設最適化に

向けた取り組みへの理解を深めます。

  市民の皆さんなどの役割 
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　基 本 計 画

　　基本目標8　市民参画・協働のまちづくり

　　　　　 8-2 人口減少社会における行政運営

行政運営における効率的・効果的なＩＣＴの活用

　昭和５５年度のホストコンピューターの導入から３０年以上が経過していたことから、行政事務の

効率化とシステム経費の削減を図るために情報システムの最適化方針を作成し、平成２３年度に住民

情報などの基幹業務システムを再構築しています。また、市役所内に庁内ＬＡＮを整備し、国の施策

に基づく住基ネットワークシステムやＬＧＷＡＮが導入されています。平成２９年度からは県のセ

キュリティクラウドと連携し、より高い水準のセキュリティ対策を講じます。

　税の電子申告システムの導入を平成２２年度から進めており、税務行政の効率化が図られ、納税者

の利便性の向上にも役立っています。

◆ＩＣＴの活用◆

「効率的・効果的な行政運営を行うため電算処理システムの維持・構築を図るとともに、インター

ネットの双方向性の利用による情報発信や市民の皆さんからの情報収集などを通じた行政情報化・

地域情報化を促進します。」

●急速に複雑・巧妙化しているサイバー攻撃から本市の情報、システムを守り、業務の安定化を図る

ため、情報セキュリティの抜本的強化に取り組みます。

●国税並びに地方税電子申告システムについては、全国的にも普及が進んでおり、今後、更に利用勧

奨に取り組みます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政策④　みんなで創るまちづくり

施　策

基本方針　8-2-3 行政情報化の促進

  現況と課題 

  重要事項 

  その他の取り組み 

政
策
④

●利便性が高く快適な生活を実現するため、セキュリティに配慮し、ICTを活用します。

  市民の皆さんなどの役割 
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　　基本目標8　市民参画・協働のまちづくり

　　　　　 8-2 人口減少社会における行政運営

地域連携による経済・生活圏の形成

　広域連携における取り組みとして、中心市である徳島市と周辺１１市町村が徳島東部地域定住自立

圏推進協議会を設立し、平成２３年度から５か年にわたる「徳島東部地域定住自立圏共生ビジョン」

を策定し、圏域マネジメント能力・生活機能・結びつきやネットワークの強化を図るため、ともに連

携事業に取り組んできました。また、平成２７年度には「火葬場整備・利用促進事業」を新たな取組

事業として追加し、圏域住民の快適で衛生的な生活環境を図るため事業を推進しています。平成２８

年度からは「第２次徳島東部地域定住自立圏共生ビジョン」を策定し、圏域全体のさらなる活性化と

魅力ある地域の形成を図っています。

　一方で、加速度的な人口減少は、地域活力の低下を招き、雇用の場や生活関連サービスの水準を維

持していくことが困難となることが予想されるため、人口減少に適応したまちづくりを進めるととも

に、社会を支える世代の定住を促進させることが課題となります。

◆周辺の市町村との協力◆

「広域行政については、行政の効率的な運営と市民サービスの維持を考え、国の方針を見定めなが

ら、近隣市町村との連携を進めます。」

●人口減少社会を見据え、広域行政圏域内における定住自立圏への継続的な取り組みを推進し、生活

利便性の向上や地域経済への好循環をもたらす活力ある経済・生活圏の形成に向けた地域連携を

図ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政策④　みんなで創るまちづくり

施　策

基本方針　8-2-4 広域連携の推進

  現況と課題 

  重要事項 

  その他の取り組み 

●近隣自治体との広域行政圏への取り組み（観光振興・ブランド化、スポーツイベント等）に参

加協力します。

  市民の皆さんなどの役割 
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小松島市基本構想等審議会　委員名簿

会　長 松 村　豊 大 徳島文理大学総合政策学部　教授

副会長 稲 田　米 昭 小松島市社会福祉協議会　会長

委　員 宮 城　弘 明 小松島商工会議所　副会頭

〃 岡 久　 　正 特定非営利活動法人小松島市観光ボランティアガイド協力会　理事長

〃 末 岐　仁 人 東とくしま農業協同組合　常務理事

〃 三 原　秀 之 小松島漁業協同組合　参事

〃 佐 野　正 佳 国土交通省四国地方整備局小松島港湾・空港整備事務所　所長

〃 大 木 元　繁 徳島県東部保健福祉局徳島保健所　所長

〃 大 和　忠 広 徳島県保育事業連合会　会長

〃 東 根　 　米 小松島市教育委員会　教育長職務代理者

〃 山 本　 　純 小松島市PTA連合会　会長

〃 岡 田　恭 信 阿波銀行小松島支店　支店長　

〃 市 岡　通 裕 市岡製菓株式会社　代表取締役社長

〃 藤 野　和 也 一般社団法人小松島市医師会　会長

〃 松 本　真 樹 一般社団法人ＣＳ阿波地域再生まちづくり　代表理事

〃 前 田　 　久 小松島市自主防災連合会　会長

〃 喜 多　操 子 小松島市消費者協会　会長

〃 井 上　浩 子 小松島市人権擁護委員

〃 金 西　　 章 小松島市衛生組合連合会　会長

〃 畠 山 ツミ子 小松島市連合婦人会　会長

〃 加賀谷 利 彦 小松島市体育協会　会長

〃 津 田　上 生 公募委員
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　資　　料

審 議 の 経 過

回 日　　時 場　　所 テーマ

第１回 ５月１８日 (水 ) 
１３：３０～ ミリカホール

・会長・副会長の選任について 

・諮問書の提出について（市長⇒会長） 

・基本構想（序章）について 
  （アンケート結果・政策施策体系の承認等）

第２回 ６月２９日 (水 ) 
１３：３０～ ミリカホール

・基本構想
  （キャッチフレーズ・まちづくりの目標・施策等） 

・基本計画

第３回 ８月３日 (水 ) 
１３：３０～ ミリカホール

・基本構想（素案）承認 

・基本計画

第４回 １０月１９日 (水 ) 
９：００～ 勤労青少年ホーム ・基本計画（素案）提示

第５回 １１月１６日 (水 ) 
１３：３０～ 勤労青少年ホーム

・基本計画（素案）承認 

・答申（案）について
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昭和47年7月1日
条例第15号

　( 設置 )
第 1条　地方自治法 ( 昭和 22年法律第67号 ) 第 138条の 4第 3項の規定に基づき，小松島市基本構
想等審議会 (以下「審議会」という。)を置く。

　(任務 )
第 2条　審議会は，市長の諮問に応じて基本構想及び基本計画に関する事項について調査し，審議する。

　(組織 )
第 3条　審議会は，委員25人以内で組織する。
2　委員は，次の各号に掲げる者のうちから，市長が委嘱する。
　　(1)　関係団体を代表する者
　　(2)　学識経験を有する者
　　(3)　その他市長が必要と認める者

　(委員の任期 )
第 4条　委員は，当該諮問に係る審議が終了したときは，解任されるものとする。
2　委員のうち役職により委嘱された委員が前条第2項各号に掲げる職を失った場合には，委員の職を失う。

　(会長及び副会長 )
第 5条　審議会に会長及び副会長を置く。
2　会長及び副会長は，委員の互選により定める。
3　会長は，会務を総理し，審議会を代表する。
4　副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。

　(会議 )
第 6条　審議会は，必要に応じ，会長が招集する。
2　審議会は，委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3　審議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長が決するところによる。
4　審議会には，専門的知識を有する者の出席を求め，その意見を聴することができる。

　(専門部会 )
第 7条　会長が必要と認めるときは，審議会に専門的事項を分掌させるため専門部会を置くことができる。
2　専門部会は，会長が指名する委員で組織する。
3　専門部会に部会長を置き，専門部会に属する委員の互選による。

　(庶務 )
第 8条　審議会の庶務は，総合計画担当課において処理する。

　(委任 )
第 9条　この条例に定めるもののほか，審議会の運営について必要な事項は，市長が定める。

　　附　則
この条例は，公布の日から施行する。
附　則 (昭和48年条例第24号 )
この条例は，公布の日から施行する。
附　則 (平成12年条例第19号 )
この条例は，公布の日から施行する。
附　則 (平成17年条例第18号 )
この条例は，公布の日から施行し，平成17年4月1日から適用する。
附　則 (平成24年条例第22号 )
この条例は，公布の日から施行する。

小松島市基本構想等審議会条例
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