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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



129

　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 


