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　基 本 計 画

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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　基 本 計 画

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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　基 本 計 画

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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　基 本 計 画

◆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 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

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 



93

　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



94

◆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、
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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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　基 本 計 画

●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


