
38

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
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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

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



56

　　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



64

　　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 


