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第５次総合計画の策定にあたり

　バブル崩壊後の90年代、国・地方はこぞって景気対策に奔走し、その結果、国・
地方をあわせた債務残高は急速に膨らみ、財政の悪化を招きました。
　このため、国では、行財政改革を進める一方、地方分権を推し進め、「地方にで

きることは地方に、民でできることは民で行う」
ということが、基本的な認識となっております。
　こうした状況を受けて行われた国庫補助負担金
の削減、地方交付税の見直し、税源移譲の三者を
同時に進める「三位一体改革」では、地方に対し大
きな痛みを強いるとともに、地方の自立と自己決
定、自己責任が厳しく問われております。

　本市においては、これまで昭和47年を初年とする第1次総合計画を皮切りに、恵
まれた自然環境を背景に、地域の特性を生かしながら、長期的、総合的視点から市
政運営を推進すべく、市政運営の指針となる基本構想を4度策定してまいりました。
しかし、近年の国の動向や市民ニーズなど本市を取り巻く環境は、第4次総合計画
の策定に着手した平成11年当時と比べ、急速かつ急激に変化しております。
　私は、こうした本市を取り巻く環境が激変する中で、今こそ将来の姿を展望し、
示していく必要があるとの考えに立ち、今回、本市の未来に向けた次なる道標とな
る新たな総合計画を策定しました。

　今回の総合計画の策定に当たっては、市民の皆さまと手を携えてまちづくりに取
り組むべく、市の各方面においてご活躍されておられる方々等にお願いして小松島
市基本構想等審議会委員会にご就任いただき、市民アンケートの結果を基本にワー
クショップの手法を用いて、白紙の状態から「安全・安心・信頼」をキーワードに保
健福祉・防災・産業振興など多岐に渡ってご審議いただき、取りまとめていただき
ました。
　市民の皆さまにおかれましては、この計画の実現に向けて、今後もより一層のご
指導とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　最後になりましたが、本計画の策定にあたり、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をはじめ、関係
者各位に心から厚くお礼申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松島市長
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１．総合計画策定の背景と目的
　�　小松島市では、平成22年を目標年次とする第４次総合計画を平成12年に策
定し、21世紀初頭の都市像を「優（YOU）・愛（I）タウン小松島　風と光のハー
モニーが聞こえる未来（あした）へ」と定め、人権尊重の理念のもと、美しい、
豊かな自然環境のなかで、市民が芸術・文化にふれあい、うるおいと安らぎ
や豊かさを実感し、生活環境と産業の活力が調和した優しさとふれ愛にあふ
れたまちづくりをめざして取り組んできました。
　�　この間、国においては、平成15年６月に経済財政諮問会議より ｢経済財政
運営と構造改革に関する基本方針2003｣、いわゆる「骨太方針」が出され、
その中では国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲を含む税源配分のあり方
を一体的に改革する「三位一体の改革の具体的な改革行程」が示され、以後、
これに添う形で改革が進み、地方財政に大きな影響を与えました。また、平
成17年には、３度にわたり期限延長を行ってきた市町村合併特例法が期限を
迎え失効し、その結果、平成11年３月に3,232あった市町村は、平成20年11
月には1,784団体と、44.8%も減少することになりました。小松島市におい
ても平成14年度、平成16年度と２度にわたり周辺市町村との合併への取り組
みを行いましたが、成果を得られるまでには至りませんでした。
　�　小松島市は、平成17年３月に財政非常事態を宣言する事態となり、平成16
年度決算においては普通会計で約１億２千万円の赤字となりました。こうし
た状況の解消をめざし、翌年の平成18年１月には、市民の皆さんや議会から
ご意見をいただき、小松島市行政改革「集中改革プラン」を策定し、現在こ
れに基づき、構造改革に取り組んでおります。
　�　一方で、この間にも徳島赤十字病院の移転改築に伴う中心市街地の整備や
小松島雨水ポンプ場の完成など市民の生活に直結する社会資本整備を進めて
まいりました。
　�　今後も、小松島市においては、鳴門から県南へと伸びる高速道路・四国横
断自動車道の整備促進や公共下水道事業の推進など取り組むべき課題は山積
しています。また、国においては、内閣府において地方分権改革推進委員会
が設けられ、更なる分権型社会をめざし、自己決定・自己責任、受益と負担
の明確化などを掲げ平成22年３月に新分権一括法を提出すべく議論がなされ
ています。
　�　小松島市では、こうした変化を踏まえ、自主自立のまちづくりをめざし、
平成28年度までの効果的・戦略的なまちづくりを展開していくため、小松島
市第5次総合計画を策定するものです。

Ⅰ 総合計画の策定にあたって
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２．総合計画の性格と役割
　�　総合計画は、小松島市の行政の総合的かつ計画的な運営を図るために策定
する計画で、次のような特徴を持ちます。

３．総合計画の構成と期間
　�　総合計画は、基本構想（８年計画）、基本計画（４年計画）及び行動計画（３
年計画）よりなります。それぞれの役割は次のとおりです。

　　
　�　地方自治法（昭和22年法律第67号）第２条第４項の規定に基づき定める
小松島市政の長期にわたる根幹的な施策に関する構想で、計画期間は平成
21(2009)年４月１日～平成29(2017)年３月31日の８年間です。

　�　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、
事案が複雑に入り組む各部門ごとの施策・取り組みを組織化及び体系化して
策定した計画です。
　�　計画期間は基本構想の期間を前期と後期に分け、前期を平成21(2009)年４
月１日～平成25(2013)年３月31日の４年間とします。

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。

市民の皆さんへのアカウンタビリティ（説明責任）と協働
　市民の皆さんや市内の事業者の方に対し、小松島市の行政運営の方向性を
示し、アカウンタビリティ（説明責任）を果たすとともに、理解と協力を得て、
小松島市の行政との協働や連携をより促進する役割を果たすものです。

広域的行政への調整と本市の要請
　国・県及び広域圏などの諸計画との整合性を図るとともに、今後の小松島
市の行政運営の方向性について意思表示を行うことで、計画実現へ向けた協
力を要請する手がかりとなるものです。

基本構想

基本計画



4

　�　基本計画に基づき具体的な事務、事業の実施に関する計画をいいます。計
画は計画立案(Plan)→実施(Do)→評価(Check)→改善(Action)を１サイク
ルとし、１サイクル３年間とします。

平成21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 平成27年度 平成28年度

　 　 　 　 　 　 　 　

基本構想（平成21年度～平成28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
計画期間は平成21(2009)年４月１日～平成29(2017)年３月31日の８年間

　 　 　 　 　 　 　 　

前期基本計画（平成21年度～平成24年度） 後期基本計画（平成25年度～平成28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、事案が複雑に入り
組む各部門ごとの施策、手段を組織化及び体系化して策定した計画。前期・後期に分かれる。

行 動 計 画 　 　 　

基本計画に基づき具体的な事務、
事業の実施に関する計画。
期間は３年間。

　 　 　

計画 実施 評価

　 　 　　改善 　 　

　 　

　 　 計画 実施 評価 　 　 　

　 　 　 　 　　改善

　 　 　

　 　 　 　 計画 実施 評価 　

　 　 　 　 　 　 ������改善

　

　 　 　 　 　 　 計画 実施

行動計画
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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45.30㎢�あり、埋め立てに伴い現在も少しずつ増えています。
中心部は、勝浦川の沖積による小松島平野と那賀川の沖積による立江・坂野
平野が広がり、これらを取り囲むように、北には日峰山があり北西部にかけ
て県都徳島市と接しており、西部は四国山系東端の丘陵地帯で勝浦町と接し、
南部は勝浦町境の稜線からの丘陵が東南の肥沃な平野部に向かってのびてお
り、阿南市と接しています。

　（２）こまつしまの沿革
　 ①こまつしまの成り立ちと発展
　�　市の歴史は、土器の出土や史跡などにより、弥生時代にはこの地に人が住
みはじめたものと考えられ、まちが形成されたのは西暦700年から800年代
の奈良時代から平安時代にかけてであると考えられています。
　�　四国の東端に位置し紀伊水道に面した静穏で深い水域をもつことから、古
くから天然の良港として、四国と京阪神を結ぶ海上交通の要衝のまちとして、
また、物流の港湾都市として歩み続けてきました。
　�　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４月１日に
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９月30日には那賀郡坂野町と合併し、現在の
小松島市の形となりました。

　 ②こまつしまの転機
　�　昭和37年に新産業都市建設促進法による指定を受けると、金磯地区の鉄工
団地などへの工場進出が進み、工業が発展しましたが、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ました。市域の中央部を通る
バイパスは、新たな市域拡大の可能性を秘める一方、市域を分断し、また、

Ⅱ　小松島市を取り巻く環境
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便利になったがゆえに主要都市に人や物が吸い取られる「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、小松島は通過されやすいま
ちとなりました。
　�　さらに、平成10年４月の明石海峡大橋が開通し神戸淡路鳴門自動車道の全
線開通によって、本州と地続きになりました。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ることになりました。
　�　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。

　③こまつしまの今
　�　現在、平成18年５月に東洋紡績小松島工場跡地に徳島赤十字病院が移転改
築されたことに伴い、その周辺の整備が進み、かつて港湾都市の顔として賑
わっていた商業ゾーンは、健康・福祉ゾーンとして生まれ変わりつつありま
す。また、港湾都市としての機能も、徳島小松島港赤石地区に大型公共埠頭
が整備されるとともに、かつて旅客で賑わった本港地区についても国土交通
省より港オアシスとして認定されるなど新たな局面を迎えています。
　�　平成19年10月には、昭和43年から操業を続けてきた日本製紙小松島工場
が平成20年９月をもって紙事業から撤退するということが日本製紙グループ
本社から発表されましたが、翌月の平成20年10月には、その跡地に、阿波製
紙株式会社の進出が決定するなど、市を取り巻く状況はめまぐるしく変化し
ています。

●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45.30㎢
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２．国・地方を通した新しい流れ

　・少子・高齢化
　�　我が国では、現在、出生数が減る一方、平均寿命が延びて高齢者が増加し
た結果、少子高齢化が進行しています。我が国の人口構成を人口ピラミッド
で見ると、第１次ベビーブームとされ「団塊の世代」と呼ばれる昭和22 ～
24（1947 ～ 1949）年生まれと第2次ベビーブームとされる昭和46年～ 49
（1971 ～ 1974）年生まれの２つの世代に膨らみがあり、出生数の減少で若
い世代の裾が狭まっています。また、「団塊の世代」の人達が、もうすぐ高
齢者の仲間入りをすると、高齢化はさらに進みます。
　�　将来的には平成17（2005）年と比べると、平成32（2020）年には総人口
は１割ほどしか減らないのに対し、70歳以上の高齢者はほぼ倍に増え、社会
的負担が急増することが懸念されます。
　�　こうした高齢化社会の進行は、労働力人口の減少や社会保障制度における
現役世代の負担増加のほか、地域社会の担い手不足などが懸念され、少子高
齢化が進行しても持続可能な仕組みづくりが求められています。

　・防災、減災への取り組み
　�　平成７年１月17日午前５時46分に発生した阪神・淡路大震災では死者が
6,434人におよび、その死因のほとんどが家屋の倒壊や家具などの転倒によ
る圧迫死で、しかも、その９割以上の死亡推定時刻が当日６時までとなって
いることからも、かなりの方が即死状態であったとされています。�1この事実
は、災害発生後の救助や救出の体制をいかに整備しても救えない命がある、
ということを示しています。
　�　こうしたことからも、最大の危機管理は、危機が生じた時にいかに対応す
るかではなく、いかに「危機を予防」するかであり、したがって、地震の発
生を防ぐことはできないにしても、被災しないような建物づくりや防災まち
づくりを普段から推進することが、危機管理における最も大切なこととして
求められています。

1 内閣府のホームページトップより「内閣府の政策」の「防災」から「共通情報」の「災害教
訓」「阪神・淡路大震災教訓情報資料集」より。http://www.bousai.go.jp/1info/kyoukun/
hanshin_awaji/data/detail/1-1-2.html
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　・循環型社会
　�　これまでの私たちの「大量生産・大量消費・大量廃棄」といったライフス
タイルは、二酸化炭素などの温室効果ガスの増加による地球の温暖化や、酸
性雨問題といった地球規模での環境問題を引き起こしました。こうしたこと
から、現在の生活様式を見直し、自然にやさしく環境への負荷が少ない「循
環型社会」を形成し、環境負荷の減少に向けた取り組みが求められています。
　�　さらに、将来にわたって、穏やかで美しい自然の中でうるおいのある生活
を維持できるよう、山や河川、海などの自然とふれあう機会を通じて、現在
の自然環境を保全する取り組みが求められています。　

　・ITコミュニケーション
　�　携帯電話の普及やインターネットの飛躍的な発展は、「IT革命」と呼ばれる
ほど社会の様々な分野において影響を与え、一人ひとりの生活や社会に対す
るかかわり方を大きく変えてしまいました。ITの普及によって、大人も子ど
もも、お年寄りや体の不自由な人も、どんな人でも平等に情報を得ることが
可能となり、自らも日本国内はもちろん、世界中の人に向けて自由に情報が
発信できる社会になりました。
　�　こうしたITの普及にともない、一人ひとりがどのようにIT社会にかかわっ
ていくかがとても大切なことになってきています。また、情報をただ受け取
るのではなく、それぞれの人がその情報をどのように判断し活用するのか、
そしてどのように社会やくらしに役立てていくかが重要になってきていま
す。

　・地方分権
　�　明治維新、戦後改革に次ぐ「第三の改革」とも位置づけられる「地方分権」
は、平成12年４月に施行された「地方分権の推進を図るための関係法律の整
備等に関する法律」、いわゆる「地方分権一括法」により、国及び地方公共
団体が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性・自立性を高め、
個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現することを基本として推進されまし
た。
　�　地方分権の推進により、地域のことは地域の住民が決定し、その責任も地
域の住民が負う「自己決定・自己責任」という地方自治本来の姿の実現に向
けた改革が進められています。平成19年４月には「地方分権改革推進法」が
施行され、内閣府には地方分権改革推進委員会が設けられ、平成22年３月に
『新分権一括法』を提出すべく検討がなされています。
　�　そこでは社会がめざすべき方向性として、｢分権型社会への転換｣ ｢地方の
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活力を高め、強い地方を創出｣ ｢地方の税財政基盤の確立｣ ｢簡素で効率的な筋
肉質の行財政システム｣ ｢自己決定・自己責任・受益と負担の明確化により地
方を主役に｣ といったことが掲げられています。こうした新たな地方分権型
の行政システムへの転換に対応するため、地方自治体には、新たな役割を担
うにふさわしい地方行政体制を整備するとともに、地域づくりの主体として
積極的な行政を展開していくために必要な行政能力を強化していくことが求
められています。
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３．市民ニーズの動向

　�　第５次総合計画を策定するにあたり、平成19年７月から９月にかけて、市
民2,500人(無作為抽出)、中学３年生350人、市役所職員150人を対象にアン
ケート調査を実施しました。回収率については、それぞれ市民43.6%、中学
３年生90.9%、市役所職員67.3%でした。
　　以下には、そのアンケート結果の抜粋をお示しします。

　①小松島のイメージ (中学生のみ)（それぞれ１つ選択）
　�　中学生がもつ小松島のイメージは、ほぼ全ての質問で「普通」が多数でした
が、認知度の質問については「知られていない」が56.3%で過半数を占めてい
ます。また、「美しい」17.3%と「美しくない」18.5%、｢明るい｣ 16.4%と�
｢暗い｣ 13.8%の２つの質問が僅差である一方、｢新しい｣ 3.5%と ｢古い｣�
42.8%、｢活気がある｣ 6.0%と ｢活気がない｣ 36.5%では否定的な意見が多
く、｢開放的｣ 25.1%と ｢閉鎖的｣ 12.9%、｢住みやすい｣ 35.2%と ｢住みにく
い｣ 10.7%では肯定的な意見が多くなっています。

新しい
3.5%

普通
52.8%

古い
42.8%

無回答
0.9%(1)

明るい
16.4%

普通
67.9%

暗い
13.8%

無回答
1.9%

(2)

開放的
25.1%

普通
60.1%

閉鎖的
12.9%

無回答
1.9%

(3)

活気がある
6.0% 普通

55.6%
活気がない

36.5%
無回答

1.9%
(4)

美しい
17.3%

普通
62.3%

美しくない
18.5%

無回答
1.9%

(5)

よく知られている
4.4% 普通

38.0%
知られていない

56.3%
無回答

1.3%
(6)

住みやすい
35.2%

普通
51.9%

住みにくい
10.7%

無回答
2.2%

(7)
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②小松島の魅力(中学生のみ)（３つまで選択）
　�　中学生が小松島の魅力と感じているものとしては、「港まつり、岬フェス
ティバルといったイベント」がもっとも多く49.1%、以下「海産物・海産加
工物」29.2%、「海や海岸」23.9%、｢農産物｣ 14.2%、「山」と「市の施設」
11.6%、｢源義経｣ 10.1%などと続いています。
　�　中学生は、小松島の魅力を海や山といった豊かな自然と、それらから得ら
れる海産物・海産加工物や農産物であると捉えていることが分かります。�
� � � � � � � � � � � �
� �
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③現在の小松島市の取組（１つ選択）と今後の取組（３つ選択）
　�　現在の小松島市の取組に対する市民の満足度については、｢不満である｣�
｢やや不満である｣ が多数を占めています。なかでも ｢産業の振興｣ ｢居住環
境の整備｣ ｢交流基盤の整備｣ は ｢不満である｣ の割合がそれぞれ、32.3%、
30.7%、30.5%と30%を超えて高い数値となっています。
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　�　また、今後の限られた財源で重点的に取り組むべき政策として、市民は�
｢福祉の充実｣ 34.4%、｢健全な財政基盤の確立｣ 31.8%、｢居住環境の整備｣�
29.7%、｢保健・医療の環境整備｣ 28.7%、｢交流基盤の整備｣ 27.0%などと
回答しています。
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　�　この結果を基にさらに詳細に今後、重点的に取り組むべき施策について、
市民に１人５つまで尋ねたところ、全回答数は4,675で１人平均4.28個回答
しています。回答の多かったものとしては、市民では ｢社会保障｣ 33.2%、�
｢高齢者福祉｣ 31.0%、｢中心市街地の活性化｣ 30.3%、｢上・下水道の整備｣�
25.5%、｢生活道路の整備｣ 21.6%、｢防災対策｣ 21.1%、｢ごみの減量化、
再利用・資源化｣ 20.8%などの回答が続いています。
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　�　さらに、市民が希望する施策を限りある財源の中で重点的に取り組むため
に、縮小、または我慢することが可能と考える施策について市民に1人５つ
までで尋ねたところ、全回答数は3,824で１人平均3.51個答えています。こ
れは、重点的に取り組むべき施策に比べて１人あたり0.77個少ない回答と
なっています。
　�　回答の内容について検証すると、市民が縮小、または我慢することが可能
と考える施策として多かったものとしては、｢高速道路網の整備｣ 39.8%、�
｢人権教育の推進｣ 26.1%、｢港湾の整備｣ 25.7%、｢公園や広場等の整備｣
と ｢生涯学習の充実｣ が共に21.4%、｢観光の振興｣ 21.2%などと続いてい
ます。
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④小松島の将来像（３つまで選択）
　�　市民に10年後の小松島市の将来像について尋ねたところ、第４次総合計画
策定時には２番目に多かった「高齢者・障害者が安心して暮らせるまち」が今
回は34.0%（38.3%。前回調査時。以下同じ。）と最も多く、以下２番目として、
前回４番目に多かった「保健・医療の充実したまち」33.5% (25.2% )が､�
３番目に、前回５番目に多かった ｢若者が住み、交流し、活躍できるまち｣�
30.8% (20.9% )が､ そして４番目に前回６番目に多かった ｢安全で災害に
強いまち｣ 28.0%�(19.4% )が続いています。そして５番目に、前回調査時
には最も多かった「下水道や道路、公園・広場などの居住環境の整ったまち」
が25.5% (37.0% )で続き、６番目として、前回３番目に多かった ｢豊かな美
しい自然環境のまち｣ が24.7% (37.0% )などと続いています。� � �
� � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � �
� � �
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⑤今後のまちづくりの方向性（それぞれ１つ選択）
　�　今後のまちづくりの方向について、２者択一で回答を求めたところ、｢保
全｣ 58.1%、｢市街地改善｣ 60.5%、｢ゆとり｣ 56.9%、｢活動重視｣ 52.1%、
｢重点的｣ 40.4%、｢市民主導｣ 63.8%、｢生活重視｣ 63.1%など�は多数の意
見となっていますが、｢平均的｣ 39.0%と ｢個性的｣ 38.3%、｢農林水産業｣�
36.3%と ｢商工観光業｣ 32.6%は、前者が高いものの、差はそれほど大きく
ありません。� � � � � � � � � �
� � � � �
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⑥ 今後の保健福祉政策 (3つまで選択）、超高齢社会対策 (3つまで選択）、少子
化対策 (3つまで選択）       
　�　限られた財源の中で取り組むべき保健・福祉政策について市民に尋ねたと
ころ、もっとも多かったのは ｢健康づくりの推進｣ で37.9%、以下 ｢子育て
支援の充実｣ 37.5%、｢医療の充実｣ 36.2%、｢高齢者福祉・介護サービスの
充実｣ 36.0%などと続いています。
　�　さらに具体的に超高齢社会対策と少子化対策を市民に尋ねたところ、超高
齢社会を迎えるにあたり取り組むべき対策については、｢年金、手当の充実な
ど老後の保障｣ 52.5%がもっとも多く、以下 ｢高齢者の医療費負担の軽減｣�
45.1%、｢寝たきりや一人暮らし高齢者への在宅福祉の充実｣ 35.6%、｢老人
ホームなどの福祉施設の充実｣ 22.3%などと続いています。
　�　少子化対策については、｢家計における経済的な安定の確保｣ 52.2%がもっ
とも多く、以下 ｢若者の定着促進｣ 40.1%、｢職場環境の整備｣ 30.1%、｢経
済的負担の軽減｣ 28.7%などとなっています。
� � � � � � � � � � � �
� �
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⑦ 地域活動や行政活動への参加について（１つ選択）、参加を希望する政策過
程について（あてはまるものすべて選択）、参加を希望する分野について（あ
てはまるものすべて選択）      
　�　住民の皆さんと行政が、パートナーとして力を合わせ、一緒に考え、意見
を出し合い、よりよい地域づくりの実現を目指して進んでいくことを「協働」
といいます。一方が提案し、もう一方が受け手になるという関係ではなく、
同じ方向を見て、ともに積極的に関わるという、このような地域活動や行政
活動への参加について、市民に尋ねたところ、もっとも多かったのは ｢関心
はあるが、事情があって参加できない｣ で22.2%、以下 ｢地域にかかわらず、
内容（テーマ）によって行政活動に参加したい｣ 21.5%、｢町内会など地域
コミュニティのことに参加したい｣ 17.0%などと続いています。
　�　さらに ｢内容（テーマ）にかかわらず、地域の行政活動に参加したい｣ ｢地
域にかかわらず、内容（テーマ）によって行政活動に参加したい｣ ｢行政活動
には参加したくないが、町内会など地域コミュニティのことに参加したい｣
と答えた人に、政策の立案、意見聴取の機会、実施のどの過程に参加したい
か尋ねたところ、｢住民説明会やパブリックコメントなど、政策への意見聴
取機会への参加｣ がもっとも多く41.1%でした。ついで２番目と３番目は僅
かな差でしたが、｢消防団への参加や、公園や道路の美化参加や、公園や道
路の美化といった政策の実施段階への参加｣ が31.3%、｢ワークショップ（参
加者が専門家の助言を得ながら問題解決のために行う研究集会）や、公募委
員への参加など政策立案段階への参加｣ 31.2%などと続いています。
　�　また、どういった分野に参加したいか尋ねたところ、｢まちづくり全般｣�
がもっとも多く38.9%、以下 ｢環境・ごみ｣ 34.1%、｢イベントや祭り｣�
29.8%、｢高齢者｣ 29.4%、｢子どもの遊び・教育｣ 23.6%などと続いています。
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⑧ 市民意見の市政への反映について（１つ選択）、住民参画のあり方について
（１つ選択）
　�　市民意見の市政への反映について市民に尋ねたところ、｢わからない｣ が
38.0%、でもっとも多く、以下 ｢どちらとも言えない｣ 21.3%、｢あまり反
映されていない｣ 18.0%などと続いています。
　�　さらに、今後の住民参画のあり方について市民に尋ねたところ、わずかな
差でしたが、｢懇話会や意識調査、モニター制度など市民の意見を聞く機会や
場の創出｣ が25.2%でもっとも多く、以下 ｢情報公開制度の充実｣ 24.6%、
｢わからない｣ 16.5%、｢自治会やボランティア団体などと行政との連携の強
化｣ 15.4%などと続いています。
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⑨近隣市町村との関係について（１つ選択）
　�　今後10年の近隣市町村との関係について市民に尋ねたところ、｢現在の広
域連携を続けながら、介護保険、ごみ処理など、さらに連携を強め、個性的
で魅力的なまちづくりを進める｣ が37.3%でもっとも多く、以下 ｢周辺の市
町村と合併し、自治権の拡大を図り、効果的なまちづくりを進める｣ 31.2%、
｢自立をさらに強め、個性的で魅力的なまちづくりを進める｣ 13.2%などと
続いています。
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⑩ 行政改革への取組について（１つ選択）、行政サービスの受益と負担につい
て（１つ選択）         
　�　現在、本市が行っている ｢集中改革プラン｣ にもとづく行政改革について
市民に尋ねたところ、｢公と民の役割を見直して、市役所の職員の数を見直
す｣ が54.0%と半数以上を占め、以下 ｢施設の数を減らし、市役所の組織を
見直すべき｣ 14.2%、｢現在行われている公共事業の見直し｣ 10.9%などと
続いています。�
　�　さらに、小松島市行政改革「集中改革プラン」に取り組んでなお、外的要
因などにより、財政が好転しない場合、行政サービスの水準と市民負担のバ
ランスについて市民に尋ねたところ、｢行政サービスの種類によっては、サー
ビスを受ける人が一部費用を負担し、税など市民全体の負担は増やすべきで
はない｣ が55.8%と半数以上を占めており、以下 ｢行政サービスが低下して
も市民全体の負担は増やすべきではない｣ 19.9%、｢行政サービスの維持・
充実のため、市民全体の負担が増えることもやむをえない｣ 5.9%などと続
いています。
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⑪自主自立のまちづくりにおける市役所像 (3つまで選択）    
　�　自主自立のまちづくりにおける市役所像について市民に尋ねたところ、�
｢ムダを徹底的に省き、事業・事務の効率化を図る｣ が56.8%でもっとも多く、
以下 ｢職員のやる気をもっと高め、工夫をこらした小松島市ならではの個性
的なまちづくりを進める｣43.3%、｢業務委託などの民間活力の導入を進めて、
組織をスリム化(簡素化)し、職員定員の減員を図る｣ 40.1%、｢企業誘致や起
業化を積極的に推進し、自主財源を増やす｣ 32.7%などと続いています。
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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自然と調和し、景観を考慮した開発
　�　小松島市内の中学生へのアンケート結果では、「小松島の自然をいかし
たまちづくり」への希望が顕著に見受けられました。小松島市には、海や
山が身近にあり、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
時間と労力を必要とします。また、豊かな自然がはぐくむ農作物や水産物
は小松島の自慢でもあります。こうした自然を大切に保護するため、循環
型社会を構築する必要があります。また今後、開発を進めるにあたっては、
環境アセスメントなどを適切に行い、環境負荷の少ない自然に配慮した開
発を行っていくことが求められます。

　�　また、本市が古くから港町として栄えてきたことを活かし、特色あるまち
づくりを進めるために、その歴史を彷彿とさせる場所や普段の生活から感じ
るまちの雰囲気、文化の香り、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を整備していくことが求められています。�

　②産業の振興
　�　小松島市では、ここ数年、企業の撤退や倒産が相次いでいますが、その
一方で新規着工マンション向け内装ドアで全国一のシェアを占める企業が
東証2部に上場したり、ベニヤ合板用プレス機械の生産で日本一を誇る企業
があったりと、独自の技術力などによって全国的な規模で活躍している企
業が市内に存在しています。こうした企業にならって独自のノウハウを持
つ企業を支援することで雇用の場を確保し、若い世代の定住を促進するこ
とが求められています。

　�　農作物や水産物については、昨今の食品偽装にともない、食品の安全性
が声高に叫ばれており、集出荷直売施設のような消費者から生産者が見え
ることによる「モノ」を通した安心という「心」の交流を進め、これまで
進めてきたブランド化事業をさらに推進し、生産物の付加価値を高め産地
の差別化を図ることで消費の拡大につなげることが求められます。

　�　さらに、これまでは、農水産業、工業、商業とそれぞれが個々に経済活
動を行っていたものを、原料を供給する農林水産業と、それを加工する製
造業、さらにはそれを販売する商業というように、垣根を越えた連携をす
ることにより、新たな付加価値を生み出し、地域間競争に勝ち抜ける競争
力をつけることが求められています。
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　③人づくり　～健康づくりと学べる環境～
　�　市民アンケートにおいて、超高齢社会を迎えるにあたっての老後の不安
について市民に尋ねたところ、｢健康のこと｣ が76.8%でもっとも多くなっ
ています。健康であることは、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。

　�　小松島市では、市民の皆さんと行政、学校や企業、関係機関が一体となっ
た取り組みを基本理念とする ｢健康こまつしま21｣ を策定し、ライフステー
ジに応じた健康づくりのための役割を取り決めています。今後は、さらに
市民の皆さんに「健康づくりの主体は自分である」という意識を持っても
らい、生活習慣病のもととなるメタボリックシンドローム対策など、日々
の生活の中で予防や生活習慣の改善ができるような知識や技術の普及を行
うことが求められます。

　�　また、各種検診の実施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のできる環境を築くことが求められています。

　�　生涯にわたって心豊かな生活を送るために、多様な文化活動やスポーツ
活動に取り組み、生活を楽しむという要望が高まっています。生涯を通じて、
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。

　�　学校教育においては情報化や国際化に伴い、これらに対応する能力の向
上が求められています。家庭や地域が一体となって児童・生徒を育てる学
校教育における環境の整備が求められています。

　④少子・高齢化
　�　少子高齢化の進行は、労働力人口の減少や社会保障費の負担の増加など
社会全般に大きな影響を及ぼすことが予想されます。

　�　こうしたことから、若い世代の人たちが、仕事と家庭の両立を図り、子
供を産み育てやすくするため、家計の安定と経済的な不安を解消するとと
もに、核家族化の進行などにより育児に過度な負担がかからないようにす
る子育て支援の取り組みが求められています。

　�　また、高齢者に対しては、安心して日々を過ごせるよう医療・福祉のサー
ビスの充実を必要とする一方、国民健康保険などの保険制度のなかで、相
応の負担も求められます。さらに、高齢者が生きがいを持って暮らせるよ
うな対策も必要とされています。

　�　少子高齢化社会、人口減少社会においては、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、一人でも多く、経済活動に参加しうる社
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会システムが必要となっています。

⑤安全なまちづくり
　�　今世紀前半にも発生することが危惧されている南海地震は、今後30年以内
の発生確率が50％程度と予想されています。この南海地震が発生した場合、
徳島県の地震動被害想定調査によれば、小松島市内で、全建物25,570棟のう
ち、揺れや液状化によって3,300棟あまりが全壊し、さらにその後の火災に
よって200棟程度が全壊し、その結果、半壊する建物と合わせると実に建物
の半数にあたる12,250棟が被災すると想定されており、被害の防止に向けた
対策が急がれます。特に、災害発生時における避難所として指定されている
学校など公共の建物については、いざというときにその役割を果たすことが
できるよう計画的に施設の更新を含めた整備を行う必要があります。

　�　また、地震だけでなく台風を中心とした風水害などの自然災害、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身を守り、安
全で安心した日常生活を送る仕組みづくりを行う必要があります。

　
⑥住民協働
　�　価値観の多様化は住民のニーズの多様化を促し、これまでは市民の皆さ
んに満足していただいていた公共サービスについても、今後は満足してい
ただけないといったケースも想定されます。一方で、国、地方自治体を取
り巻く財政状況は厳しいものがあり、新たな事業を容易に展開することは
難しい状況です。

　�　平成17年３月に総務省より出された「地方公共団体における行政改革の推
進のための新たな指針」の中では「新しい公共空間」という考え方が紹介さ
れています。それによれば、「これまで行政が主として提供してきた公共サー
ビスについても、今後は、地域において住民団体をはじめNPOや企業等の多
様な主体が提供する多元的な仕組みを整えていく必要がある。これからの地
方公共団体は、地域のさまざまな力を結集し、｢新しい公共空間｣ を形成す
るための戦略本部となり、行政自らが担う役割を重点化していくことが求め
られている。」とあります。　

　�　長い間、行政が主導で行ってきたことを急に、住民団体やNPOなどが行
うということに、慣れない面はあるでしょうが、団塊の世代の大量退職を
うけ、地域がその受け皿となることで、高齢者などが自らの地域づくりの
主役としてイニシアティブをとり、その能力や地域資源を活かしながら地
域の活性化や地域づくりを行い、行政はその支援、協力を行う、そうした
体制づくりを行う必要があります。
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１．目標とする都市像

　①キャッチフレーズ・テーマ

　
　�　「人間の安全保障」とは、20世紀の冷戦時代が国家を通じた「安全保障」をす
すめた時代であったことに対して、国民・市民一人ひとりが、生命の安全を脅
かされることが無いようにするという考え方です。テロや犯罪の被害にあわな
いというだけでなく、災害、病気や環境破壊から人間の生命が「安全」である状
態が維持されることが必要であるという21世紀の安全保障を意味しています。
　�　「安心」とは、物理的に災害、病気や環境破壊から守られているというだけ
でなく、精神的にも安全な状態が維持されていることを意味します。失業、
病気と言った万一の事態は、誰にでもおこりうる可能性があります。その可
能性を減少させ、精神的な支えがあってこそ、はじめて「安心」が生まれます。
　�　「信頼」は、市の行政と市民との間で、あるいは市民相互で、コミュニケー
ションが取れていることで生まれます。市の行政にすべて「押し付け」てしま
うのでなく、市民が自らの手でできることは何か、市の行政は常に何をして
いるのか、「情報」が「共有」できてこそ、信頼が生まれ、協働することで、真
の「住民自治」が実現すると考えます。

　②　目標人口
　�　国立社会保障・人口問題研究所が、平成15年12月に公表している、平成
12(2000)年の国勢調査にコーホート要因法を用い、人口動態率や移動率な
どの仮定値を当てはめて平成12(2000)年～平成42(2030)年における５年
ごとの市区町村別の将来人口を計算した推計によれば、本市の人口は、平
成17(2005)年で42,637人、平成22(2010)年41,971人、平成27(2015)年
41,067人と推移し、平成32(2020)年には40,000人を割り込んで39,752
人となり、その後、平成37(2025)年には38,079人、平成42(2030)年には
36,243人になると推計されています。1

　

Ⅲ　まちづくりの基本的方向

安 全 ・ 安 心 ・ 信 頼 の   こまつしま

1 基本構想等審議会時点における推計です。その後、国立社会保障・人口問題研究所からは、
平成20(2008)年12月に、平成17(2005)年の国勢調査を元にした人口推計が発表されていま
す。それによれば、本市の人口は、平成22(2010)年 40,814人、平成27(2015)年 39,302人、
平成32（2020)年 37,481人、平成37(2025)年 35,443人、平成42(2030)年 33,288人、平成
47(2035)年 31,068人と推移すると推計されています。
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　�　同様に、財団法人徳島経済研究所においても、徳島県の将来人口推計を行っ
ていますが、その中では、国立社会保障・人口問題研究所よりも速いスピー
ドで人口減少が進むという予想がされており、平成17(2005)年42,389人、
平成22(2010)年40,274人と推移し、こちらでは国立社会保障・人口問題研
究所よりも５年早い平成27(2015)年には39,432人と40,000人を割り込み、
以後平成32(2020)年38,025人、平成37(2025)年35,420人、平成42(2030)
年32,971人、平成47(2035)年31,311人などと推計されています。
　�　実際には、平成17(2005)年の国勢調査における本市の人口は42,117人
であり、国立社会保障・人口問題研究所の42,637人、財団法人徳島経済研
究所の42,389人よりもさらに少ない人口となっており、このまま推移すれ
ば、財団法人徳島経済研究所の推計による平成27(2015)年よりも早く平成
22(2010)年で40,000人を割り込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、道路や下水道の整備といった社会資
本を整備し、子育てや医療といった福祉分野などにおけるソフト事業を充実
させることで、魅力ある居住環境を形成し、現在市内に在住する者の市外へ
の転出を減少させ、加えて地理的条件を活かし、徳島市や阿南市への通勤者
が本市に居住することを促すことで、現在の人口水準42,000人を維持するこ
とを目標とします。
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２．まちづくりの目標と政策
　�　目標とする都市像の実現に向けて、これからのまちづくりを牽引する主導
的な３つの重点目標及び政策を設定するとともに、各分野における施策を体
系的に整理し、効果的・効率的な施策の展開を図るため基本目標及び政策を
次のとおり定め、事務事業の展開を図ります。

　�　これからのまちづくりを牽引する重点目標として「安全」のまちづくり、「安
心」のまちづくり、「信頼」のまちづくりの３つを掲げ、次のような政策を行
います。

　｢安全｣のまちづくり
　�　市民の皆さん自身やその家族、共同体などの組織、公共の所有物に損傷や
損害がないと客観的に判断される状態である安全を確保することをめざし
て、災害被害の減少と市民の皆さんの安全な日常生活の確保を目標にまちづ
くりを行います。具体的には、いざというときに慌てないよう、普段から過
去の災害の体験を語り継いだり、自然災害などによる災害被害を減少させる
ための、雨水対策をはじめ、地震・津波対策など減災のまちづくりを進めた
りすることで、物心両面からの備えを行います。また、災害の発生にあたっ
ては、市民の皆さんへの情報提供が適切に行えるよう様々な情報伝達手段を
整備するほか、災害から一日も早く元の生活が取り戻せるように早期復旧を
容易に行えるまちづくりを進めます。
　�　さらに、普段の日常生活においては、交通事故や犯罪による被害を防ぐと
ともに、日々の消費生活活動が安心して送れるようなまちづくりを進めます。

　｢安心｣のまちづくり
　�　安心については個人の主観的な判断に大きく依存するものですが、いざと
いうときの対応体制を整備し維持することを目標にまちづくりを進めます。
具体的には、市民の皆さんの生活の安定と向上を図ることで、若い世代が安
心して出産・子育てができ、子供たちが健やかに生まれ育ち、高齢者や障害
者が生きがいを持って暮らすことができるよう、その人がその人らしく住め
る地域社会を目標に、生涯福祉を推進します。また、救急救命体制や救急医
療体制の充実を図り、国民健康保険や後期高齢者医療制度を適正に運営する
ことで、いざというときに頼りにできる医療環境の整備を行います。さらに
は、生活環境への阻害要因を減少させるために、環境への負荷の少ない循環

重点目標
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型社会の構築と、豊かな自然を保護し共生するまちづくりを推進していきま
す。

　「信頼」のまちづくり
　�　安全を確保し、そのことをいくら市民の皆さんに伝えても、市民の皆さん
の行政に対する信頼がなければ、安心することは困難です。そこで、信頼に
よって、安全を安心へつなげられる社会を目標にまちづくりを進めます。具
体的には、市民の皆さんと共にすすめるまちづくりとして、地域の青年団体
などと連携することにより今後の地域づくりの担い手を育成し、様々な団体
と協働することで地域ニーズにあった社会サービスが提供できるような環境
を整備します。また、そのために、行政による情報提供や情報公開による市
民の皆さんとの情報共有を促進します。
　�　加えて、効率的な行政運営を目標に、現在も取り組んでいる行政改革を推
進するとともに、周辺市町村との広域行政について検討を行います。

　�　重点目標以外の各分野における施策を体系的に整理し、効果的・効率的な
施策の展開を図るため、基本目標として、「人が輝く」、「日（いとなみ）が輝く」、
「街が輝く」の３つを掲げ、次のような政策を行います。

　｢人が輝く｣
　�　いつの時代においても、まちの主役は「人」です。市民の皆さん一人ひとり
が、個人として尊重され、人間性豊かに暮らせるまちづくりを進めます。具
体的には、市民の皆さんや職員が人権について理解と意識を深め、実践する
ことで、性別や年齢などに関わりなくその個性と能力を発揮できる社会の構
築をめざす人権尊重のまちづくりを基本とします。また、年齢や健康状態に
応じた保健サービスの提供を受けることができたり、市民の皆さん自らが健
康づくりを行いやすい環境を整備したりすることで、生涯健康づくりを推進
します。さらに、生きがいとうるおいのある生活が送れるようライフステー
ジに応じた生涯学習活動を支援し、教育環境の向上と子どもや青少年の健全
な育成のため、生涯を通して学べる環境づくりを行います。

　｢日（いとなみ）が輝く｣
　�　古くからの日々のいとなみの中で、はぐくみ伝えられてきた文化や産業は、

基本目標
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本市の個性であり、市民の皆さんの愛着や誇りの基礎になるとともに、まち
づくりの大切な財産です。こうした日々のいとなみを大切にし、後世につな
げるまちづくりを進めます。具体的には、伝統文化の継承を行うと共に、新
しい文化をはぐくむため市民文化や芸術、スポーツの振興を行います。ま
た、地域経済を支え、豊かで安定した市民生活の基盤となる産業の振興のた
め、市民の皆さんに新鮮で安全な農林水産物を供給する農業や漁業、暮らし
のニーズに応える商業、さらには地域経済の基軸である工業の振興を行いま
す。加えて、働く意欲のある人がその能力に応じて就労することができるよ
う就業機会の確保や拡大に取り組むとともに、勤労者が安心していきいきと
働き、ゆとりある生活を送ることができるように、働きたい人が働ける環境
づくりを行います。

　｢街が輝く｣
　�　住み、働き、学び、憩う場としての都市機能が調和し、やすらぎを感じる
快適な居住環境を提供するとともに、人や物の様々な交流・連携を支え、ま
ちのにぎわいを創出するまちづくりを進めます。具体的には、市民の皆さん
の移動を円滑にする生活道路や市民の皆さんに親しまれる公園・緑地などを
整備するとともに、安全・安価でおいしい水道水の安定供給や生活関連施設
の整備など市民の皆さんが快適に暮らせる生活基盤の整備を行います。また、
都市機能の調和を図り、適正な土地利用を進め、にぎわいと活力を生み出す
市街地や港湾地区の整備と、現在行われている高速道路に代表される交流基
盤の整備を行い、さらには、高度情報化への対応を進めることで、人、モノ、
情報の活発な交流が行われるよう魅力ある都市基盤の整備を行います。
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３．土地利用の基本構想　都市計画
　
　（１）徳島県の都市計画
　�　小松島市は、面積45.30㎢�の市域を持っています。市全域は、徳島県によ
り「徳島東部都市計画区域」として指定1されています。
�

　�　「徳島東部都市計画区域」は、小松島市、徳島市、鳴門市をふくむ徳島東部
地域を一体として整備・開発・保全することを目的とし指定されたもので、
県内７つの「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（通称：都市計画区域
マスタープラン）」の都市計画の案は、平成16年３月24日に開催された「第96
回徳島県都市計画審議会」で審議され、国土交通大臣の同意、県報告示を経て、
平成16年５月14日付けで都市計画決定されました2。

  

1 都市計画法第５条第１項の規定による。指定をうけると、地域地区の指定（都市計画法第８条）
容積率の制限などをうける。
2 徳島県庁県土整備部のサイトで閲覧可能　http://doboku.pref.tokushima.jp/20division/
toshikeikaku/10maspla/96審徳島東部MP.pdf
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　（２）小松島市の都市計画
　�　小松島市は、徳島県の「徳島東部都市計画区域」に指定され、市の面積の約
20％にあたる9.09㎢�が「市街化区域」、残りの約80％の35.80㎢�が「市街化
調整区域」とされています3。
　�　市街化区域には、「住居地域」「商業地域」「工業地域」などの種類が定められ
ています。

�
�

（３）土地利用の基本構想
　�　こまつしまの土地利用の基本構想も、「徳島県東部都市計画」との整合性を
とりながら、構想していく必要があります。
　�　小松島市は、�清流や緑豊かな山林また美しく穏やかな海浜など自然環境に
恵まれたなか、�古くは港を中心として栄えたまちでした。そこで育まれた街
並みや歴史・文化、そして人のいとなみや風土は、�様々な要因が織り成して
築き上げられた貴重な財産です。これらの歴史と特性を継承しながら、都市

3 都市計画法第７条　市街化区域とは、すでに市街が形成されている区域とおおむね10年以内
に優先して市街化を図るべき区域、「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域。

小松島市の都市計画図(抜粋)
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像である「安全・安心・信頼のこまつしま」を実現していくため、基本的な土
地利用の方向性を示した「こまつしまの土地利用の方針」を定め、こまつしま
のー体的な発展を目指します。

こまつしまの土地利用の方針

　①都市計画に沿った土地利用の方針
　ⅰ ）居住ゾーン　　市街化区域内の「第一種低層住宅専用地域」「第一種中高層
住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域」

��　�　居住ゾーンについては、�道路や下水道等の計画的な整備を促進し、市民
のみなさんの協力を得て沿道の緑化や良好な景観づくりを進め、�安全で快
適な住環境の向上を図ります。

��　�　新規住宅地については、市民の皆さんの安全かつ快適な生活環境を確保
することが重要であり、安全性・快適性及び周辺環境との調和に配慮した
適切な開発を誘導し、無秩序な開発は抑制します。

　ⅱ ）田園ゾーン　　市街化調整区域のうち主に平地部
��　�　勝浦川と那賀川が育んできた肥沃な田園地域で、�田園の持つ保水機能や
美しい景観など、�自然が育む環境を大切にしながら、�農業生産活動の向上に
向けた基盤整備を進めるとともに自然環境と共生可能な田園居住地として
の環境整備を推進します。

　ⅲ）山林ゾーン　　市街化調整区域のうち主に山地部
��　�　山林ゾーンについては、�市民に安らぎを与えると共に、�治水、�水質浄化、�
気候調整機能など多面的機能を活かし、地球環境保全の観点から、�これら
を健全な状態で次の世代へ引き継ぐため、良好な自然環境の維持、保全を
推進します。

　ⅳ ）商業ゾーン　市街化区域のうち「商業地域」「近隣商業地域」市街化調整区
域のうち主要道路沿いの商業集積地

��　�　既存商店街については、�地域の特性や周辺の居住環境に配慮した整備を
誘導します。郊外型の商業、業務機能の集積が進んでいる地域では、�中心
市街地との回遊性を高めるなど有機的な連携を図り、計画的で良好な土地
利用を進めるための適正な誘導を図ります。

　ⅴ ）エ業ゾーン　市街化区域のうち「工業地域」「準工業地域」「工業専用地域」
��　�　既存の産業の振興・発展と新たな産業の育成を促進するため、�周辺環境
に配慮した計画的な土地利用の誘導を図ります。

��　�　また、住宅とエ場等が混在する地域においては、�住エ分離を促進すると
ともに、�公害対策の充実や緑化の推進などによる環境の改善を推進します。
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　ⅵ）臨港ゾーン　臨港地区として指定する地域
　　�　臨港ゾーンについては、赤石公共埠頭の後背地の利用促進並びに企業誘
致の推進のため、計画的で良好な土地利用の誘導を図ります。漁業環境に
配慮した土地利用の誘導を図ります。

　
　② 都市の機能を充実させ『安全・安心・信頼のこまつしま』を実現する土地利用
　ⅰ）都市の核　　情報発信と集積、ひとが輝く
　　�　市役所から旧徳島赤十字病院跡地周辺を都市核と位置づけ、市役所を中
心とした公共施設や文化施設などの公的な都市機能の集積をはかります。

　　�　中心市街地として、徳島赤十字病院を中心とした市街地再開発による商
業機能の強化による商業振興や更なる都市基盤の整備等を行い、活気と活
力にみちたまちづくりをすすめます。

　ⅱ）交流拠点　　ひとが集う
　　�　小松島みなと交流センター kocoloでは、農産物等の直売所やフリーマー
ケットが行われています。ミリカホールでは、音楽・芸術・文化等の多彩
な催し物が開催されています。市民の憩いの場所としてのステーションパ
一クにおいては、レクリエーション・各種イべントなどの活動が行われて
います。また、立江のJAあいさいひろばでは、農水産物の直売所が開設され、
市内外から多くの人が訪れ、ヒト・モノ・ココロの交流拠点となっています。

　　�　市立体育館、和田島緑地では、各種スポーツ大会が行われ、市内外から
多数の参加者が集い、交流事業が開催されています。

　　�　これらの交流拠点として整備を図ります。
　ⅲ）風致地区　公園　　ひとが憩う
　　�　風致地区としては、旗山恩山寺風致地区、金磯弁財天風致地区、日峰大
神子風致地区の３箇所が指定をうけています。また、公園としてはステー
ションパークやしおかぜ公園などが整備されています。こうした風致地区
や公園は、緑豊かで落ち着いた雰囲気の都市景観を形成するとともに、市
民の憩いの場として利用されています。　

　　�　これからの開発にあたっては、身近な緑を確保し、自然への配慮を盛り
込んだ整備を図ります。

　ⅳ）広域連携軸及び地域連携軸
　　�　広域連携軸として、都市間を結ぶ幹線道路や鉄道、高速道路へのアクセ
ス道路の交通網の整備を図ります。

　　�　また、各地域間を結ぶ地域の幹線道路を地域連携軸として位置付け、市
民のみなさんの生活の利便性向上や地域間の連携を強化するための交通網
の整備を図ります。
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４．政策体系図
　�　これまで説明してきた重点目標や基本目標を実現するための政策・施策を
整理すると次の図のようになります。



基本計画 〜重点目標〜

画：立江中学校１年
松
まつした

下　宝
たから
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浸 水　　小松島市においては平
成16年に、台風23号によっ
て市内の各地域が、甚大な浸
水被害をうけました。さらに
近年、日本のあちらこちらで
は局地的な集中豪雨による道
路冠水・家屋浸水などの災害
や土砂災害が頻繁に発生して
います。
　�　平成19年には、那賀川で
100年に一度、勝浦川で50年
に一度の大雨による氾濫を想
定した洪水と土砂災害のハザードマップを配布しました。�
　
火 災　　小松島市では、平成17年に12件、平成18年に９件、平成19年に18件
の火災が発生しています。３年間で２億円を超える損害が発生しています。
その原因はタバコやたき火などでした。

地�震　　東南海・南海地震は、今後30年以内に50％の確率で発生すると予想さ
れています。昭和56年６月施行の改正建築基準法に定められた耐震基準を満
たしていない古い建築物は、倒壊する危険性があります。建設後50年以上を
迎える道路や橋が増えており、災害時の避難経路となるため、適切な補修が
必要です。

津�波　　小松島市は市街地が海岸線に隣接しています。市民の皆さんに自分の
住むところの被害予想と避難経路を知っていただくために、平成17年に、東
南海・南海地震の発生を想定した津波ハザードマップを配布しました。市役
所周辺では50㎝の津波が想定されており、庁舎玄関には、それにもとづく「南
海地震想定津波高」の表示が掲げられています。

「安全」のまちづくり

　災害被害の減少

現況と課題

平成16年の台風被害
（小松島市大林町　55号バイパス付近）
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浸水・高潮対策
　 　「市は、浸水災害から市民の生命と財産を守るため、雨水ポンプ場や雨水

幹線など基幹施設の整備を進めるとともに、県と連携して護岸工事などの河
川整備を進め、浸水に強い都市づくりを進めます。港湾については、県など
の管理者が行う防潮堤などの整備や管理を協力して行います。」
　　�　市は、現在、推進している公共下水道事業をさらに促進します。雨水対
策として浸水常襲地区においてポンプ場の整備を行います。このポンプ場
は10年に一度程度（時間雨量72.5ｍｍ）の確率で降る大雨を想定しており、
完成後は、設計上、平成16年10月に来襲した台風23号の雨量にも対応す
ることができ、市民の皆さんの尊い生命や貴重な財産を守ります。

　　�　市は、県など港湾施設などの管理者と協力して、防潮堤の整備や管理な
どが適切に行われるよう要請や協力を行います。

火災
　 　「市は、市の消防の施設と人員を活用し、火災に対する予防、警戒、鎮圧、

救護などにより、市民の皆さんの生命や身体、財産を保
ま も り

護します。小松島市
周辺の市町村と共同し、広域消防体制を確立
します。

　 　市は、地域の自主防災組織、市内の事業所
と連携し、地域の消防・防災体制を構築しま
す。」
　　 　常備消防1と消防団が連携し、市民の皆

さんの安全と安心を確保します。そのため、
消防団員の確保・強化を図り、団員の教育
訓練を通して、知識・技能の向上を図りま
す。大規模な災害や毒物発散、危険物取り
扱い事業所の火災に対応するため、消防相
互応援協定の充実や近隣事業所との連携を
推進します。

基本方針

消防フェア

1 国が示す「消防力の整備指針（消防力の基準）（平成12年消防庁告示第１号）」を踏まえ、すべて
の住民が豊かに暮らせるよう安全・安心なまちづくりを推進するため、地域の特性、都市基盤
の整備状況、都市構造の変化等消防行政に必要な要因を加味し、常備消防の充実とこれを補完
する消防団の活性化など、より効果的かつ効率的な消防体制を構築します。
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地震・津波に対する備え（「減災」への取り組み）
　 　「市は、市民の皆さんの尊い生命、貴重な財産を守るため、市民の皆さんが、
『まず、自分の安全は自分で守る』という防災意識を高めてもらい、市民の皆
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。」
　　�　例えば、100年に１回あるかないかの洪水を完璧にくい止めることので
きる堤防を高い予算を使って作るより、10年に１回おこりうる洪水を想定
してくい止めることができる堤防を造り、それを越えた規模の洪水のとき
には、被害を最小限度にくい止めるような対策を低い予算で行うという考
え方が「減災」の思想です。

　　�　市は、市民の皆さんに対し、防災情報の提供を通して、自分の身は自分
で守るという防災における自助意識の啓発をし、耐震改修工事の援助など、
自助努力を手助けする環境整備を行います。また、学校など公共施設の耐
震化をはじめ市が所有管理する施設の災害への備えと、道路や橋梁など、
いざというときの市民の皆さんの避難路確保を促進します。

　　�　市民の皆さんには、市の情報や制度を活用し、普段から避難経路や避難
場所の確認や、地震における家具の転倒防止など災害が発生してもあわて
ることのないような備えをお願いします。

情報
　 　「市は、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広報します。そのための、適切な情報収集と広報が
できるような体制の整備をします」
　　�　災害が発生した場合には、多量の多種多様な災害情報が交錯します。
　　�　市は、徳島県総合情報通信ネットワークシステムを最大限活用し、市内
の被害状況を把握し、
的確かつ迅速に応急対
策を行います。また、
普段からあらゆる情報
伝達手段の確保に努
め、いざというときに
は市民の皆さんに適切
な広報活動を行って、
災害による社会の混乱
を最小限にくい止めま
す。 津波防災訓練における図上訓練
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災害からの復旧
　 　「市は、災害発生時に迅速かつ的確な対応を行います。被災後、一日も早

く落ち着いた生活が取り戻せるような体制整備を図ります。」
　　�　市は、災害時に、「小松島市地域防災計画」にそって、防災関係機関や自
主防災組織、市民の皆さんとともに災害の拡大を防止し、被害を最小限に
くい止めます。

　　�　住宅の被災は、単に「住まい」が破壊されることにとどまらず、「暮らし
の拠点」を失うことを意味します。被災後のそうした状況から、市民の皆
さんが一日も早く落ち着いた生活を取り戻すことができるよう、早期復旧
に取りかかるための市の体制整備を促進します。

　（１）市民の生命、財産を守る雨水排水事業と高潮対策
　�・排水施設の整備については、市街地で浸水被害が甚大な金磯地区に雨水ポ
ンプ場を新設するとと
もに、川北地区におい
ても引き続き雨水排水
施設の整備を計画的に
行い、今後の浸水被害
を最小限に抑える取り
組みを推進します。
　�・河川整備については、
田野地区で県土整備部
が事業主体となって田

施 策 体 系

主 な 取 組

●災害被害の減少

　⇨��市民の生命、財産を守る雨水排水事業と高潮対策
　⇨�火災その他の災害による被害の減少
　⇨�地震や津波の被害を軽減する減災のまちづくり
　⇨�正確な防災・気象情報の収集・提供と的確な対応
　⇨�災害からの早期復旧

整備された小松島雨水ポンプ場
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野川総合流域防災事業による二級河川恩山寺谷川の河川改修工事を行ってお
ります。この事業によって、河川の氾濫・道路浸水などの被害の軽減が図ら
れます。市は、県と共に早期完成に向け、積極的に事業を促進します。
　�・県等が管理する港湾や河川の防潮堤が適切に管理されるよう県等と連携し
て点検を行い、整備の要望を行うなど高潮や津波などの災害に備えます。
　
　（２）火災その他の災害による被害の減少
　�・過去の火災の原因を教訓に、自主防災会や市民の皆さん、事業所に対し、
訓練や広報機会を通じて火災予防に関する知識・技能の普及・啓発、情報提
供を行います｡ また、建
物などの計画段階からの
防火構造の規制や消防用
設備等の設置指導を積極
的に推進するとともに、
完成した施設に対する立
入検査の実施など、防火
管理の強化や消防用設備
等の維持管理など予防指
導の強化を図ります。
　�・災害の多様化に対応す
るため、消防、防災活動の拠点である消防庁舎、消防団詰所の整備や、消防
自動車の整備、更新、高機能車両の導入の検討など、消防力の強化を図ります。
　�・消防活動を補完する消防団員の確保や教育訓練に努め、活力ある消防団づ
くりを行うとともに、自主防災連合会、各自主防災会をはじめとして地域コ
ミュニティーにおける地域防災能力を向上します。　
　�・安全、安心な家づくりに向け、市営住宅への火災警報器の設置を進めます。
　�・平成20年８月に策定された、徳島県消防広域化推進計画では、平成24年度
末には徳島県下12消防本部を１本部に統合すると示されています。今後、運
営計画策定に向けて、関係消防本部、市町村と協議し、消防体制の強化を行
います。

（３）地震や津波の被害を軽減する減災のまちづくり
　�・広報や自主防災会などの研修を通じて、過去の災害体験や国などの防災情
報の提供を行うことで、市民の皆さんに対し「自分の身は自分で守る」という
防災における自助意識の啓発を行います。
　�・学校施設や公共施設の耐震化を推進します。

車に閉じこめられた人を救出する訓練
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　�・防災訓練を毎年行います。図上訓練や地域の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うことで、「小松島市地域防災計画」の内
容に反映させます。
　�・送配水管の幹線を耐震化し、災害非常時においても、市役所や学校、医療
機関といった主要施設などでは生活用水の供給が行えるよう対策を講じま
す。さらに、田浦浄水場の耐震化を進めます。
　�・住宅・建築物の耐震化に関する普及・啓発活動を行います。耐震診断及
び耐震改修等の補助制度
や税制における優遇制度
など、市民の皆さんが耐
震改修が行いやすい環境
整備と維持に力を入れま
す。住宅・建築物の所有
者の自発的・主体的な取
り組みを促進します。ま
た、住宅内における地震
発生時の家具などの下敷
きにならないよう、家具
や家電の固定化を啓発していきます。
　�・地域住民に対する防災意識向上のための啓発活動や、自助・共助の重要性
の認識、避難路や避難所の確認、避難訓練といった地域防災活動を自主防災
組織などとともに推進します。
　�・災害時における避難経路の円滑な通行を確保するため、橋梁長寿命化対策
として、平成20年度に、橋梁点検調査を実施しています。今後は長寿命化修
繕計画を策定・公表し、県など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。
　�・災害時における迅速な安否確認等に役立てるため、市は、災害時要援護者
の所在情報等を、町内会や地区社会福祉協議会、自主防災組織といった地域
の組織や、民生委員などに対して、開示したり、情報提供を行ったりする方
法について検討を進めます。緊急時の対応について十分調整を行い、緊急連
絡体制の整備を行います。
　

（４）正確な防災・気象情報の収集・提供と的確な対応
　�・市は、徳島県や徳島地方気象台と連携して正確な防災・気象情報の収集に
努めます。また、収集した情報や避難勧告等の対応策を確実に提供するため
に、サイレン等吹鳴装置や広報車による広報活動を行います。

水道ＮＳ管講習会
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　�・消防救急無線については、平成28年５月のデジタル方式への更新にあたり、
徳島県内を１ブロックとした消防救急無線の共同化・広域化及び指令業務の
共同運用について関係消防本部、市町村と協議し、整備を図ります。
　�・災害時に市民の皆さんに対し、状況や対応策を伝える通信手段として、テ
レビやラジオ等各報道機関のほか、アマチュア無線やタクシーなどの業務用
無線、携帯電話といった多様な通信手段の利用を想定し、普段から民間の関
係機関に対し、設備整備や連携を進めるよう働きかけを強化します。
　�・より広く、より迅速に情報を市民の皆さんや企業に伝達するために、防災
行政無線の整備に向けた取り組みを行います。

（５）災害からの早期復旧
　�・被災した市民の避難所生活を円滑にするために、食糧、水、トイレ、発電
機等の備蓄資機材を整備します。災害時に無料となる自動販売機の設置など
民間企業との防災協定を活用し、整備していきます。
　�・一日でも早く避難所での生活を終わらせることができるように、災害後、
早期に仮設住宅の建設に着工できるような体制を検討、整備します。
　�・水道については、危機管理マニュアルを整備し、各種訓練を計画的に実施し、
災害時における市の職員の初動体制の確立を図ります。また、遊休施設となっ
ている中田水源地を再整備し、水源の２系統化を図り、バックアップ機能を
確保し、災害時における給水の安定性向上を図ります。
　�・電気、電話、ガスなどのライフラインについては、設備に対する被害状況
について民間事業者と連携を密にするとともに、各種広報媒体を通じ市民の
皆さんに広報します。

　・「人が輝く」生涯を通して学べる環境づくり
　　主な取組（２）学校教育の充実……………………………………………… 91
　・「日（いとなみ）が輝く」伝統・文化の継承・発展とスポーツの振興
　　主な取組（１）文化財・伝統の継承………………………………………… 97
　・「『信頼』のまちづくり」効率的な行政運営
　　主な取組（３）広域行政の推進……………………………………………… 78

関連する取組
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小�松島市安全なまちづくり条例　　平成６年に市民の皆さんの安全で快適な生
活の増進に寄与することを目的に制定されました。現在、防犯協会、警察、
金融機関、消防、消費者協会、交通安全協会、交通安全母の会、老人クラブ
などから構成される「安全なまちづくり推進協議会」を組織し、犯罪や事故、
災害のない安全で住みよいまちづくりの実現に向けた取り組みを進めていま
す。　

交�通安全　　小松島市内で、平成19年中には、379件の交通事故が発生しまし
た。これは、毎日、市内のどこかで交通事故が発生していることになります。
交通事故による死亡者数は、平成19年中に５人となっており、毎年市民の尊
い人命が交通事故により失われています。
　�　急速な高齢社会の進展や自動車保有台数・運転免許人口の増加に伴い自動
車交通量が今以上に増大し、小松島市の交通安全の確保は、より一層困難に
なっています。

防�犯活動　　もっとも有効な防犯対策は、地域において、住民がお互いの顔を
知っている状態です。小松島市では、小松島市防犯協会を組織するとともに、
市内を10地区に分けて防犯活動を行って
います。さらに地方防犯連合及び警察など
と連携し、少年非行防止と健全育成活動・
地域防犯活動の推進に努め、市民の防犯
意識の高揚と自主的な防犯活動の強化を
図ることによって安全で安心なまちづく
りをめざしています。また近年、地域に
おける犯罪の防止と子どもたちの安全を
守るため、全国的に青い回転灯を装備し
た車での防犯パトロールが行われており、
小松島警察管内（小松島市・勝浦郡）にお
いても９台の青色回転灯防犯パトロール
車が巡回しています。

「安全」のまちづくり

　安全な日常生活の確保

現況と課題

暴力排除住民会議街頭キャンペーン
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消�費生活活動　　近年、食品の産地偽装や消費期限の改ざん、ガス湯沸かし器
の中毒事故や悪質商法による消費者被害が多発しています。また、架空請求
詐欺や還付金詐欺などの振り込め詐欺被害が後を絶たず、社会経験の少ない
若年層や高齢者をはじめ、国民の「食」や「暮らし」の安全・安心が脅かされる
状況にあります。さらに、ヤミ金による押し貸しや、多重債務問題が年々深
刻化しています。消費者金融の利用者が1,121万人を越え、その内200万人
余りが多重債務に陥っています。小松島市においても、平成19年度で８件、
平成20年度も８月末現在で５件の相談が寄せられており、今後も増えること
が予想されます。

交通安全対策
　�　「市は、市民の皆さんを交通事故から守るため、道路施設や交通安全施設
の整備を進めます。また、関係機関と連携しながら市民の皆さんに対する交
通安全意識の啓発や広報活動を行います。」
　　�　国や県など道路管理者と連携・協力しながら道路施設や交通安全施設の
拡充とともに、警察・交通安全母の会・老人クラブ・交通安全指導員など
各機関・団体が連携して交通安全教育や広報・啓発活動をより一層推進す
ることにより、交通安全意識の高揚を図り、市民の皆さんが安全で安心で
きる交通環境を確立します。

防犯活動
　�　「市は、市民の皆さんに対して防犯意識の啓発のための活動を行います。ま
た、市民の皆さんがそれぞれの地域で積極的に結束を図ることを支援し、地
域全体で協力体制を構築し、防犯活動の強化を図り、安全な社会生活を送れ
るよう犯罪のないまちづくりを推進します。」
　　�　市は、安全・安心な社会生活をいとなめるまちづくりに向けて、個人に
対する防犯意識の啓発・高揚を行うとともに、地方防犯連合や関係機関と
連携し地域防犯活動を支援し、地域における自主的な防犯活動の強化を図
ることによって、安全で安心なまちづくりを推進します。

基�本�方�針
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消費生活
　�　「市は、消費者苦情相談などの消費者保護の体制整備を進めます。市は、
市民の皆さんへ消費者トラブルの情報を提供します。市は、市民の皆さんに、
消費者教育を通して意識の向上を図ります。」
　�　市は、消費者苦情相談業務を行い、消費者の立場に立ち、消費生活におけ
る各種トラブルの解決を支援します。また、市は、消費者トラブルについて
の情報提供を行います。
　�　国では、「消費者庁」が設置され、消費者行政の一元化が図られます。市に
おいても、市民の皆さんに対して、必要な情報や教育機会の提供といった消費
者保護政策に取り組むことで、市民の皆さんの安全安心な消費生活を確

ま も り

保しま
す。

　（１）交通安全施設、道路
施設の整備・改善と交通安
全意識の向上
　�・国や県といった道路管
理者と協力しながら、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、歩行者や自動車・自転車の運転者の安全確保を行います。
　�・市は年齢に応じた交通安全教育を実施します。例えば、保育園児、幼稚園児、
小学校低学年児童に対しては紙芝居、腹話術、エプロンシアター及び簡易信

施�策�体�系

主�な�取�組

●安全な日常生活の確保

　⇨��交通安全施設、道路施設の整備・改善と交通安全意識の向上
　⇨�防犯体制の充実・強化
　⇨�消費者意識の啓発と消費者保護の体制づくり

幼稚園児も参加した交通安全キャンペーン
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号機での歩行訓練などを実施します。市内各小学校では、自転車に乗り始め
る３、４年生の児童に対して、簡易信号機での自転車教室を開催します。６
年生の児童に対して、中学入学にあわせて自転車路上訓練を開催します。ま
た、通学路においてドライバーへ交通安全を呼びかけるキャンペーンなどを
随時実施するほか、交通安全リレー旗1を活用し、交通安全運動を推進します。

　�・高齢者の死亡事故が半数以上と多いことから、高齢者の夜間の交通事故防止、
高齢ドライバーへの運転教育を目的に、老人クラブでの各種講習、交通安全
教室など重点的な取り組みを実施して高齢者の人身事故の予防を図ります。

　（２）防犯体制の充実・強化
　�・各地域に応じた組織体制の強化を図り、夏・秋祭りなど地域行事にあわせ
た夜間特別巡視、街頭補導の実施などを通じ犯罪防止に対する意識と地域の
連帯感の高揚を図ります。
　�・社会福祉協議会が行っている「地域の子供を守る活動」や地域防犯推進会の
自主的活動を奨励し、近隣相互協力体制の維持及び関係機関・団体との連携
強化を図ります。
　�・小松島市防犯協会、安全なまちづくり推進協議会、小松島警察署と連携し、
小松島市内にある４つのJR四国駅前での放置自転車の調査、整理、撤去等の
普及宣伝活動を行うことにより防犯意識の普及を図ります。

　（３）消費者意識の啓発と消費者保護の体制づくり
　�・商品の安全性や様々な消費者トラブルなどについて、広報誌やパンフレッ
トまた市役所一階掲示板や「消費者月間」などのキャンペーンを利用して具体
的な被害事例や予防策などの情報提供や消費者教育を推進し、消費者トラブ
ルの未然防止を図り、引き続き消費者意識を高めていきます。
　�・食品の安全性やリサイクル活動など市民のみなさんの消費者としての自主
的な活動を支援します。
　�・県消費者情報センターや消費者協会などと協力して苦情相談や消費者トラ
ブルなど消費者行政を充実します。
　�・多重債務問題については、県の消費者情報センター、弁護士、司法書士と
連携し、多重債務者の真の解決とも言える生活再建を図ることができる体制
を整備します。

1 交通安全リレー旗　昭和47年６月30日発足の小松島市交通安全母の会連合会が、児童の交通
安全運動推進の一つとして「交通安全リレー旗」を作製し、51年４月から小松島市内の11小学校
で４月を除く毎月１校を巡回して、担当する小学校を「交通安全リレー当番校」として指定し、
より一層の交通安全運動を進めています。
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　・「街が輝く」快適に暮らせる生活基盤の整備
　　主な取組（１）生活道路網等の整備………………………………………… 116
　・「人が輝く」生涯を通して学べる環境づくり
　　主な取組（３）青少年の健全な育成とより良い社会環境づくり………… 92
　・「『信頼』のまちづくり」共にすすめるまちづくり
　　�主な取組（１）市民の皆さんの自主的な活動支援と公共サービスの担い手の
育成…………………………………………………………………………… 72

関連する取組



54

高�齢化社会の進行　　日本は、急激な少子化による人口減少時代に突入しまし
たが、長寿化と併せて人口構成の高齢化も急速に進展しています。小松島市
の、平成20年９月の高齢化率は、24.79％で、ほぼ４人にひとりが65歳以上
の高齢者です。10年後には、30％に達すると推測されます。
　�　「団塊の世代」とよばれる人達（昭和22～ 24年生まれ）が高齢者の仲間入り
し、一層の高齢化が進むなか、現役世代・高齢者ともに、医療、年金、介護
など社会保障の負担感と将来に対する不安が増大しています。若年層にあっ
ては、世代間の負担の不公平感を抱くことも多く、社会の閉塞感のもととも
なっています。
　�　また、高齢や障がいにより社会的弱者となられた方への虐待が散見される
事態となっています。市では虐待の早期発見、早期対応に努めるため、警察、
医療機関、民生委員、法律関係者、介護施設、老人クラブ、地域包括支援セ
ンターなど諸機関との人的ネットワークを構築し、平成21年度からの運用開
始をめざし、検討を進めています。
　
介�護保険制度　　介護保険では、要支援・要介護認定を受けていない高齢者を
「一般高齢者（顕著な身体機能低下がみられない高齢者）と「特定高齢者（身体
機能の低下がみられ、要介護状態への移行リスクが高い方）」に分けて介護予
防事業を実施しています。平成20年度から、この選別を生活機能評価という
健診によって行っています。

生�活保護世帯数・人員　　小松島市内の生活保護世帯数は、増加傾向にあり、
このうち約40％以上を高齢者世帯が占めています。

障�がい者福祉　　平成18年度より「障害者自立支援法」が施行され、障がいの種
別にかかわらず、障がいをもつ人々が必要とするサービスを利用できる仕組
みが一元化され、施設・事業が再編されました。国においては、相談支援を
抜本的に強化する方針により、地域の障がい福祉に関するシステム作りに関
し、中核的な役割を果たす協議の場として、各地域に障害者自立支援協議会

「安心」のまちづくり

　その人がその人らしく住める地域社会
～生涯福祉の推進～

現況と課題
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の設置を推進しています。これを受けて小松島市では、阿南市及び那賀町と
の広域にて「南部１障害者自立支援協議会」を平成20年２月に設置し、特別支
援学校、保健所、児童相談所及び相談支援事業者など、障がい福祉に関する
様々な機関の連携を推進するネットワークの構築を行いました。

少�子化対策・子育て支援　　平成18年の合計特殊出生率は、全国で1.32、徳島
県で1.33、小松島市では1.39となっており、全国や県より高い数字となって
います。小松島市においては、現在、「小松島市次世代育成支援行動計画」に
基づき、少子化対策として各種子育て支援施策を行っています。
　�　具体的には、小松島市には公立保育所の民営化を経て、公立保育所７ヶ所
と私立保育園（所）が５ヶ所あり、延長保育や障がい児保育などの保育サービ
スの充実をすすめてきました。また、学童保育クラブ（民営）・児童館のよう
な放課後児童健全育成事業や虐待防止ネットワーク（小松島市要保護児童対
策地域協議会）設立により児童虐待などへの対応に積極的に取り組むととも
に、ファミリー・サポート・センター事業を徳島市等と一緒に実現し、地域
における子育て支援サービスの充実を図っています。

街�のバリアフリー化　　国においては、平成６年「高齢者、身体障害者等が円
滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」、いわゆる「ハート
ビル法」が制定されました。小松島市においては、法律が制定される以前か
ら、各学校に車いす用のスロープを設けるなどの整備を行ったりしてきまし
たが、法制定後は市役所に障がい者用トイレを設置したり、新たに建設する
建物については、障がい者の利用しやすい施設となることを考慮するなどし
て建設を行ってきました。最近では、年齢や障がいの有無などにかかわらず、
最初からできるだけ多くの人が利用可能であるような「ユニバーサルデザイ
ン」のまちづくりが進められるようになり、国においても、平成18年12月に
「ハートビル法」を廃止し、新たに、高齢者、障がい者等の移動と施設の利用
を一体的、総合的に整備することを目的に「高齢者、障害者等の移動等の円
滑化の促進に関する法律」、いわゆる「バリアフリー新法」が制定されました。



56

誰もがみな、生き生きと輝いて暮らすまちづくり
　�　「市は、だれもがよく利用する道路や公園、公共建築物の公共施設にユニ
バーサルデザイン1を活用したまちづくりを推進します。高齢者や障がい者の
自立と社会参加の機会が平等に与えられるように社会的環境の整備を促進し
ます。」
　　�　高齢者や障がい者を
含めた誰もが等しく、
住み慣れた地域社会の
一員として、その能力
を十分に発揮しながら、
希望する日常生活や社
会参加を行うことがで
きるよう物的・社会的
環境を整備します。そ
れにより「誰もがみな、
生き生きと輝いて暮ら
すまち」を実現します。

　　�　また、市民の皆さんには、建物、公園、道路などの物的環境のバリアフリー
にとどまることなく、心のバリアも除き、あらゆる人が助け合い、理解し
あう社会的環境のバリアフリーの推進に協力をお願いします。

高齢者福祉・介護福祉
　�　「市は、高齢者の『生きがいづくり』、や『社会参加』に配慮した健康づくり・
介護予防事業の充実を図り、健康寿命を延伸し『支え合いながら、一生自立』
のできるまちづくりを推進します。そのため、世代を問わず、身体の状況に
応じて、『健康づくり』や『介護予防』事業が利用しやすい制度の構築を図りま
す。」
　　�　高齢社会にともなう、社会保障の将来不安を取り除き、高齢者には、自
立や社会参加を促し幸福感を与え、若年者には、将来の見通しを明確にし、
世代間における不公平感を解消します。このためには、国が行う社会保障

基�本�方�針

保育園児とお年寄りの世代間交流

1 ユニバーサルデザイン　ユニバーサルが「普遍的な、全体」という意味であることから、「ユニ
バーサルデザイン」とは、本来「すべての人のためのデザイン」を意味します。転じて最近では、「年
齢や障がいにかかわらず、できるだけ多くの人が利用可能であるようにデザイン、設計」のこと
として用いられています。
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の制度設計とは別に、市町村において、住民の健康寿命を延伸する施策を
強力に進めることが必要です。そのために、これまで本市の国民健康保険、
介護保険、保健、福祉が、それぞれ実施してきた「健康づくり」、「介護予防」
の事業の連携・統合を図り、利用しやすい制度を構築します。

　　�　そして、最終的には、社会保障負担の軽減や社会保障制度の安定的運営
につなげます。

低所得者福祉
　�　「市は、相談指導体制の確立を図るとともに、生活保護制度を基本とした援
護サービスを充実し、低所得者の最低生活の維持と自立の助長を図ります。」
　　�　低所得者世帯は、経済的に自立できるように、実態と個別の需要を的
確に把握しながら、適切な指導・援助を行っていきます。また、経済的
な支援だけでなく、日常的、社会的に自立できるように各個別に支援し
ていくようプログラムを組み、公共職業安定所や保健所といった各支援
関係者と連携を図り協力体制を整備していきます。

障がい者福祉
　�　「障がいがある人が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざして、『こま
つしま障害者プラン』及び『小松島市障害福祉計画』に基づき、様々な支援を
行います。また、国、県の指導・協力のもと、障がい当事者との意見交換な
どを通じて、障がい当事者が必要とする施策の実現に取り組みます。」
　　�　「ノーマライゼーション2の理念」のもと、障がい当事者の自己選択と自己

決定を尊重し、地域で安心して暮らせるよう、国や県と連携をしながら、
生活支援や就労支援などによる環境作りを行い、自立と社会参加の実現を
めざします。

少子化対策・子育て支援
　�　「市は、次世代育成支援行動計画に則り、保育サービスの充実を図るなど
地域における子育て支援サービスの充実を図り、子どもを産み育てやすい環
境と子どもたちが笑顔で成長できる環境を作ります。」
　　�　現在、市が策定している「次世代育成支援行動計画」は、平成17年度から
の前期５年間と、平成21年度の計画見直しを経た平成22年度からの後期５
年間の計画からなります。この行動計画に沿いながら、「子どもの笑顔が

2 ノーマライゼーション　障がいを持っていても、障がいを気にすることなく生活できるよう
な社会を目指す考え方です。
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すべての市民を結ぶまち」という基本理念の実現をめざし、子どもを産み
やすく育てやすく、子どもたちが笑顔で健やかに成長できる環境にするた
めの支援を行います。

　（１）弱者に配慮した優しいまちづくり
　�・高齢者や障がいをもつ方もだれもが気軽にまちに出て、ふれあい、楽しみ、
ゆったりと安心してすごせるようなまちをつくります。
　�・車いすの方や足の不自由な方が自由に移動できるよう歩道や車道の間にあ
る段差を無くし歩道幅を広げたり、目の不自由な方が安心して通行できるよ
う歩道に点字ブロックを設けるなど、市道の整備に取り組みます。また、現
在点字ブロックが設置されている箇所では、点字ブロック上の駐輪、自販機
などといった障害物排除の指導を行うなど維持管理にも配慮します。さらに、
国道や県道についても市道と同じような整備や管理を行ってもらえるよう道
路の管理者である国や県に対し要望や働きかけを行います。
　�・高齢や障がいにより社会的弱者となられた方の権利擁護に努めます。平成
20年に構築したネットワークを活用し、今後も、虐待の早期発見・早期対応
を図ります。また、「一生自立」をめざすものの、不幸にも自立が困難な状況
に陥った方には、速やかに手をさしのべられる体制整備を図ります。

施�策�体�系

主�な�取�組

●その人がその人らしく住める地域社会

　⇨��弱者に配慮した優しいまちづくり
　⇨��すべての中高齢者が参加できる利用しやすい健康づくり・介護予

防事業体系の構築

　⇨�援護活動の充実と生活自立等への支援
　⇨��障がい当事者との意見交換などによる官民協働の推進と南部１障

害者自立支援協議会の充実による関係機関の連携強化

　⇨�地域において安心して出産し、子育てできる環境の整備
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　�（２）すべての中高齢者が参加できる利用しやすい健康づくり・介護予防事業
体系の構築
　�・機能低下の明らかな特定高齢者の皆さんに対しては、かねてより参加者が
極めて少ない状況にある「身体機能」、「栄養」、「口腔」の３つの指導事業につ
いて、生活機能評価の実施により、個別通知を繰り返し行うなど、実人数
100人（特定高齢者の概ね５％）の参加達成を目標に、参加者の増加を図りま
す。また、効果が高いと思われる集中的予防指導の強化を図ります。
　�・一般高齢者の皆さんに対する健康づくり・介護予防については、身体機能
が低下する前に運動習慣をつけるなどの取組みを始めるため、現行の運動講
習会等の事業を整理・統合するとともに、①事業の通年化、②メニューの多
様化、③途中参加を可能にするなどの改善を行い、少なくとも40歳以上の市
民が、自身の身体状況に応じて、気軽に参加できる環境を整えます。また、
事業の整理・統合にあたっては、地域との連携を図り、高齢者の社会参加・
生きがいづくりにも配慮します。さらに、世代間交流により、高齢者のいき
いきした社会参加が、若年層にとって、自身の次のライフステージのモデル
となり、将来の安心・希望に繋がるような事業実施を進めます。

　�（３）援護活動の充実と生活自立等への支援
　�・援護を必要とする世帯の実態とニーズを的確に把握し、生活保護制度の多
様な運用について適正な事務の執行に努めます。
　�・生活福祉資金貸付など、各種資金貸付制度の周知を図り、有効活用を促進
します。
　�・公共職業安定所などの関係機関と連携を図り、就職相談、指導、能力開発
に取り組みます。
　�・民生委員や地域住民の協力を得ながら、生活保護世帯に対する相談・指導
体制の充実を図ります。
　　
　�（４）障がい当事者との意見交換などによる官民協働の推進と南部１障害者自
立支援協議会の充実による関係機関の連携強化
　�・平成20年２月に設置された「南部１障害者自立支援協議会」では、医療・保健・
福祉・教育・労働などに関する様々な機関が参加し、相談支援事業の運営評価、
個別ケースの支援方法の検討、障がい者が活用できるインフォーマル組織や
事業などの社会資源の開発、スキルアップ研修等を実施しています。今後は、
「南部１障害者自立支援協議会」のネットワークを活用し、テーマ毎に検討す
る部会を設けるなど、創意工夫しながら相談支援体制の充実に取り組みます。
また、「小松島市特別支援連携協議会」や「小松島市要保護児童対策地域協議
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会」など関連する協議会等と機能的に連携し、様々な情報を共有することに
よる効果的な支援体制の構築に取り組みます。
　�・障がい当事者との間で、様々な機会を捉えて意見交換を行い、「地域生活
支援事業」の実施方法を工夫することにより、障がい当事者の視点に立った
障がい福祉行政施策の推進を図ります。
　�・スポーツ大会の開催などにおいて、障がい者団体等と共同で企画を進めた
り、障がい者団体等が主催する文化活動・レクリエーション活動などに参加
したりすることにより、官民協働を積極的に推進します。

　�（５）地域において安心して出産し、子育てできる環境の整備
　�・NPO法人「港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま」が行っている男
女の「出会いの場」の創出などの支援を行います。
　�・現在、補助を行っている妊娠が判明してから出産までの間の妊婦検診を５
回から14回に増やします。
　�・不妊治療については、保健センターにおいて、保健所などの相談窓口や県
の治療費助成制度の紹介などを行います。
　�・県の制度と連携しながら、乳幼児等に係る医療費の一部を助成することに
より、乳幼児等の保健の向上と健やかな育成を支援します。
　�・通常保育以外に延長保育、障がい児保育、病児・病後児保育、子育て短期
支援事業（ショートスティ・トワイライトスティ）、休日保育〔実施保育所を
１園から２園にします〕、一時保育〔実施保育所を１園から２園にします〕の
充実と、新たに「特定保育」を実施したり、保育時間を延長したりするなど、
家庭の就労形態の多様化に対応した保育支援策を進めます。
　�・共働き家庭の増加などにより、学童保育クラブや児童館へのニーズが高く
なっていることから、「放課後子どもプラン」の実施や「放課後児童健全育成
事業」〔学童保育クラブを
６ヶ所から７ヶ所に増目
標〕の拡充を進めます。
　�・親子の参加による「みん
なのひろば」、子どもたち
の生活体験を豊かにさせ
るため、世代間交流・異
年齢児童交流・小学校低
学年受け入れ事業の充実
を図るとともに、地域に
密着した地域子育て支援 未就園児に対する保育所の子育て支援事業
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センター事業を１ヶ所増やすことや、ファミリー・サポート・センター事業
の会員100名を目標に事業の拡充をめざします。
　�・児童虐待などの問題を抱えた家庭への支援と児童の保護を目的として、多
数の関係機関の構成員からなる「小松島市要保護児童対策地域協議会」を中心
にした活動と家庭相談員などによる相談業務活動の充実を図ります。
　�・国の制度として定着している「児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手
当制度」の適正な運用を引き続き行い、子育て家庭の支援を行います。

・「街が輝く」快適に暮らせる生活基盤の整備
　主な取組（１）生活道路網等の整備…………………………………………… 116
・「人が輝く」生涯健康づくり
　主な取組（１）ライフステージに応じた健康な生活習慣づくり…………… 85
・「日（いとなみ）が輝く」働きたい人が働ける環境づくり
　主な取組（１）安定した雇用関係の維持と労働環境の向上�………………… 110
・「『信頼』のまちづくり」共にすすめるまちづくり
　主な取組（１）市民の皆さんの自主的な活動支援と公共サービスの担い手の育成
　…………………………………………………………………………………… 72
・「人が輝く」生涯を通して学べる環境づくり
　主な取組（１）幼児教育の充実と幼稚園の機能強化………………………… 91

関連する取組
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救�急出動　　小松島市において、平成19年は、1,627件の出動がありました。
これは、10年前の1.5倍となっています。出動件数は、さらに増えることが
想定されます。これは、高齢化社会の進行や住民意識の変化などによるもの
で、出動の内容も複雑化・多様化しています。市民の皆さんの命を守るため、
救急隊員は、専門的教育を受け、救急用資機材の高度化と整備を進め、人命
最優先の救急体制を確立する必要があります。�
　
A�ED1　　心臓や呼吸が止まった人の命が助か
る可能性は、心肺停止後10分間に急激に減少
します。小松島市内では市役所、ミリカホール、
市立体育館、小学校11校、中学校３校、幼稚
園１園、消防本部といった公共施設と、徳島
赤十字病院などにAEDが設置されています。
AEDは救命に有効ですが、どこに設置されて
いるかという情報提供や、そばに居合わせた
人がいざというときに迷わず使えるかといっ
た利用法の習熟などが課題となっています。

国�民健康保険制度　　国民健康保険制度は昭和13年の制度発足以来70年余り
の年月を経過し、国民皆保険の柱として、病気になったときに経済的な不安
を持たないで、質の高い医療が適切に受けられるよう、国民の健康と医療の
確保に重要な役割を果たしてきました。
　�　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、疾病構造の変化や医療技術
の進歩、高齢社会の進行などにより、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。

「安心」のまちづくり

　頼りにできる医療環境

現況と課題

市役所に配置されたAED

1 AED　Automated External Defibrillatorの頭文字をとったもので、日本語では「自動体外
式除細動器」と言います。突然心停止状態に陥った時に、心臓に電気ショックを与え、正常な状
態に戻す医療機器で、従来医師の手によってしか行われなかった蘇生処置を機械の音声指示に
したがうことで誰でもできるようにしたものです。
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長�寿（後期高齢者）医療制度　　老人医療費を中心に国民の医療費が増大するな
か、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとし
ていくため、旧老人医療制度にかわり、高齢社会に対応した新しい仕組みが
必要となりました。そのため、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公
平でわかりやすい独立した医療保険制度として、75歳以上の全国民を対象と
した長寿（後期高齢者）医療制度が創設され、平成20年４月から運営が開始さ
れています。

救命率2の向上
　�　「市は、救命率の向上を図るため、救急・救助需要に対応した救急車両な
どの装備の高度化や、救急救命士の養成を含めた救急・救助隊員の知識・技
術の向上など救急業務メディカルコントロール体制3の充実を図ります。また、
市民の皆さんを対象とした応急手当の知識の普及や啓発を行います。」
　　�　尊い命を救うためには、１番目に早い119番通報、２番目に住民による
応急手当、３番目に救急隊による高度救急処置、４番目に早い医療処置が
大切です。こうしたことから、
救急救命士をはじめ救急・救助
にかかわる職員の知識や技術の
向上、資機材の整備といった救
急・救助体制を整備します。　
　救急現場に居合わせた人によ
る応急手当の普及や啓発をめざ
して、市民の皆さんを対象に学
校現場や地域においてAEDの講
習や訓練などを行います。

基�本�方�針

救急救命講習会

2 救命率　心肺停止して一定期間後の生存率のことです。一ヶ月後の生存率を救命率として用
いることが多いようです。
3 メディカルコントロール体制　救急救命士を含む救急隊員の応急処置の質を医学的観点から
保障することです。具体的には、①救急隊員が現場から迅速に医師の指示・指導・助言を養成
できる、②実施した救急活動の医学的判断、処置の適正性について事後検証を行う、③資格取
得後も救急救命士が医療機関において定期的に病院実習を行う、体制を構築することです。
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健全で円滑な医療保険制度の運営
　�　「病気になったときに経済的な不安を持たないで、質の高い医療が適切に
受けられるよう、国民健康保険制度や長寿（後期高齢者）医療制度の運営を行
います。」
　　�　国民健康保険制度や長寿（後期高齢者）医療制度の健全な運営をすすめて
いくためには、特定健診・特定保健指導を基本とした各種保健事業に効果
的に取り組み、市民の皆さんの疾病予防を図り医療費の抑制に努める必要
があります。国民健康保険税の収納率の向上、広報などによる医療費節減
の呼びかけや重複・多受診者への保健師の指導、レセプト点検強化等によ
る医療費の適正化を促進し、質の高い医療を効果的・安定的に供給できる
医療保険制度の構築を図る必要があります。

　　�　徳島県後期高齢者医療広域連合との連絡を密にし連携することで、円滑
な窓口対応と制度の運営を行います。

　（１）救急救命・救急医療体制の充実
　�・市の広報などを通じてＡEＤの設置箇所を市民の皆さんに周知します。ま
た、市民の皆さんを対象とした応急手当講習会を毎月実施し、AEDの取扱を
周知するとともに、急病やケガの発生現場から病院に到着するまでの間の救
急救護（プレホスピタル・ケア）の充実を図り、救命率の向上に努めます。また、
予防救急及び応急手当の啓発を行うことで、緊急性の低い事案による救急車
の利用を減らし、適正な利用による救急件数の削減と、市民の皆さんの救急
に対する意識の向上を図ります。
　�・複雑、多様化する事故に対処するため、本市で起こりうる災害を想定した
訓練を実施し、職員の救助技術や臨機の判断力、合理的な行動力を養成しま
す。また、常に救急救命士が出動可能な体制を保つため、新たな救急救命士
の養成を行うとともに、気管挿管や薬剤投与などの追加講習を受講させるこ
とにより、救急救命士の知識や技術の向上を図ります。

施�策�体�系

●頼りにできる医療環境

　⇨��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

主�な�取�組
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　�・救急・救助需要の増大や多様化に対応するため、救急車両等の高規格化や
装備の高度化を図りながら整備を進めます。
　�・救急救命医療センターのある徳島赤十字病院をはじめ市内外の医療機関と
の連携を強化することで、休日、夜間、小児救急医療体制の充実につとめ、
適切な医療が受けられる体制づくりを行います。
　�・「新型インフルエンザ」といった伝染病の発生や流行を予防する防疫につい
ては、県と連携して取り組みます。

　（２）健全で円滑な医療保険制度の運営
　�・適正な保険料（税）の賦課に努めるとともに、広報やパンフレットなどによ
り、国民健康保険制度や長寿（後期高齢者）医療制度への理解を求め、国民健
康保険税の収納率については、現在の制度で国から支払われる交付金の減額
基準である92%を毎年上回ることをめざします。
　�・保健センターとの連携を密にして、特定保健指導を中心とした生活習慣病
など疾病の予防、健康づくりなどを推進するとともに、疾病の早期発見・早
期治療を目的とした人間ドック等各種健診を充実し、被保険者の健康の保持・
増進を図ります。
　�・医療費通知制度の活用やレセプト点検の強化、広報活動による医療費に対
する個人意識の啓発により、被保険者の受診の適正化を図ります。
　�・徳島県後期高齢者医療広域連合との連絡を密にし、窓口業務の円滑化・健
全な制度運営を行います。

・「街が輝く」魅力ある都市基盤の整備
　主な取組（１）中心市街地・周辺市街地の計画的な整備…………………… 122
・「人が輝く」生涯健康づくり
　主な取組（１）ライフステージに応じた健康な生活習慣づくり…………… 85
・「『安心』のまちづくり」その人がその人らしく住める地域社会
　�主な取組（２）すべての中高齢者が参加できる利用しやすい健康づくり・介護
予防事業体系の構築…………………………………………………………… 59

関連する取組
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生�活環境の維持　　市民の皆さんが安心して生活するためには、市民の皆さん
自らの手で生活環境を維持するとともに、多くの市民の皆さんが共同して生
活する場所の環境保持については、市が行うことが求められています。
　
公�害・苦情　　市役所には、近所からの騒音、振動、排水路の悪臭、害虫の発生、
雑草の繁茂といった身近な公害や苦情が毎年60件程度寄せられています。こ
れらは、市民皆さんの協力を得ながら対処・解決をしています。

廃�棄物の分別とリサイクル　　小松島市では、市民の皆さんに、可燃ごみ、不
燃ごみ４種類（ビン・ガラス、プラスチック、ペットボトル、金属）、資源ご
み３種類（新聞、雑誌、段ボール）に分別してもらっています。小松島市では、
可燃ごみを週２回収集し、不燃ごみ、資源ごみは定期的に収集しています。
収集したごみのうち、資源ゴミと不燃ごみのペットボトルは全収集量を、不
燃ごみのビン・ガラス、金属については市の施設において分別しその後、半
分以上を、それぞれ専門業者に搬入しリサイクルしています。

水�質保全　　市民の皆さんの清潔で快適な生活環境に不可欠な上水道の供給は
小松島市の使命です。川や海などの公共用水域の水質保全、改善も必要です。
　�　小松島市は、平成15年１月に「小松島市汚水適正処理構想」を策定し、汚水
処理施設の整備を効率的かつ計画的に推進しています。それにもとづき、公
共下水道事業による集合処理
施設の整備を推進しています。
　�　公共下水道事業の対象とな
らない地域は、平成17年１月
に「小松島市生活排水処理基本
計画」を策定し、合併処理浄化
槽の整備について平成22年ま
での５年間の目標を定め、各
家庭への普及促進を進めてい
ます。

「安心」のまちづくり

　生活環境への阻害要因の減少

現況と課題

「リフレッシュ瀬戸内」における海岸清掃
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環�境美化　　海岸や河川、公
園といった市民のみなさん
が共同で利用するところは、
ボランティアによる清掃活
動が行われ、美化を保持し
てもらっています。市民の
皆さんの意識を向上し、空
き缶の散乱、ごみ捨ての防
止を図る必要があります。
　
地�球温暖化防止や省エネルギー・省資源　　市役所においては、電力（昼休み
時間の消灯、エアコンの温度設定�冬季23度�夏季28度）、コピー用紙の節減
（文書の電子化）などの取り組みを進めています。省エネルギー・省資源は各
地方自治体が率先して実行すべきと考えられ、節約意識の普及は、とくに小
松島市の財政状況を好転するきっかけともなります。もっと幅広い取り組み
を行うため、市の職員の啓発や教育が必要です。市民の皆さんも洗濯に風呂
の残り湯を使用したり、使っていない電気はこまめに消すなど省エネルギー・
省資源についてできることから協力してもらうことが必要です。

循環型社会の構築
　�　「市は、市民の皆さんに資源の有効活用やリサイクルの推進を啓発するこ
とにより、環境への負荷が少ない、自然環境と共生した循環型都市を構築し
ます。」
　　�　大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から脱却し、物資の効率的な利
用やリサイクルを進めることにより、環境への負荷の少ない循環型都市を
目指します。

　　�　うるおいとやすらぎのある快適な環境を維持するために、市民の皆さ
んには、駐・停車時には車のエンジンを切るアイドリングストップの実
践などを、また、事業者の方には、法令を遵守しボイラーをはじめばい
煙発生設備の適正な管理に努めていただくなど、身近なことから取り組
みをお願いします。市は、小さな公害、苦情などに対して、適切に指導
していきます。

　　�　さらに、市は地球温暖化防止や省エネルギー・省資源のための目標設
定や組織体制の整備に取り組み、節電や節水、移動に際しての省エネル

基�本�方�針

市役所での苗木の無料配布
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ギー方法の行動を実践していただけるよう市民の皆さんに対する意識啓
発を行います。

環境美化への取り組み
　�　「市は、市民すべてが清潔で快適な生活環境を確保するために、環境美化
の取り組みを進めます。」
　　�　小松島市では、地域に残る
良好な環境を将来の世代に残
すため、その保全や保護のた
め、子どもの頃から美しい自
然に親しみ環境美化教育を行
い、ボランティアによる海岸
清掃などの取り組みを支援す
ることを進めていきます。

　（１）環境への負荷の少ない循環型都市の構築
　�・市民や事業者に対するごみに関する広報を充実し、ごみ問題への意識啓発
を行い、ごみの分別の徹底とリサイクルの推進を目指します。また、小松島
市衛生組合連合会1の資源ごみ回収実施要綱に基づく、資源ごみ回収運動の拡
大発展に取り組みます。
　�・川や海などの公共用水域の水質保全、改善の早期実現を図るため、公共下
水道事業や合併処理浄化槽設置整備事業を通して、環境への負荷の少ない循
環型都市を目指します。また、市民の皆さんにたいしては、洗剤の適正使用
や調理くずや廃油などを排水口から流さないよう、また、事業者の方に対し

保育園児による花壇づくり

施�策�体�系

●生活環境への阻害要因の減少

　⇨��環境への負荷の少ない循環型都市の構築
　⇨�豊かな自然を保護し共生するまちづくり

主�な�取�組

  1 小松島市衛生組合連合会　衛生思想の普及高揚を図ることで、清潔な小松島市を建設し、理
想的環境の実現に努力することを目的とする小松島市内で地区ごとに組織されている地区衛生
組合の連合会です。
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ては水質汚濁に関する法令の基準を遵守するよう、意識啓発を行います。
　�・地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の事務及び事業
に係る実行計画を策定し、その着実な実施の為の組織体制を整備します。
　�・各種イベントや人が集まる場などにおいて、市民の皆さんや観光客への啓
発により散乱ごみの減少を図ります。

　（２）豊かな自然を保護し共生するまちづくり
　�・市役所に寄せられる日常の身近な公害、苦情にすばやく、的確に対処する
とともに、市民生活の迷惑の防止に関するさまざまな条例の制定について検
討します。
　�・子どもの時から自然や生態系への理解を深めるため、身近な生き物などに
関心を持つ機会を創出するとともに、学校花壇を利用した花いっぱい運動や
海岸や河川の清掃活動などを通じて環境美化教育に取り組みます。
　�・ボランティア用のゴミ袋の提供などを通して、各地区・団体などによる清
掃活動を支援します。
　�・不法投棄対策として、小松島市発行の印刷物に対し不法投棄防止の広告を
掲載したり、海岸・河川敷などにおいて不法投棄防止看板の設置を推進した
りすることで、市民の皆さんに対する意識啓発を行います。また、不法投棄
を防止するための巡回を行います。

・「街が輝く」�快適に暮らせる生活基盤の整備
　主な取組（５）ごみ処理・し尿処理など生活関連施設の整備・充実……… 117
・「日（いとなみ）が輝く」�産業の振興
　主な取組（１）安全・安心な特色ある地域農林水産物の産地育成・ブランド化
　とそのための環境整備（農薬の適正使用と農業用廃プラスチックの適正処理、
　農村環境の良好な保全）�……………………………………………………… 104
・「街が輝く」�快適に暮らせる生活基盤の整備
　主な取組（１）生活道路網等の整備（渋滞緩和による二酸化炭素削減）…… 116

関連する取組
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こ�まつしまの人々の生活　　こまつしまの人がよりよい生活をするために、市
が提供できることには限度があります。なぜなら、市の資源（ヒト：職員の数・
カネ：税などにより市に入ってくる収入・モノ：市の施設や設備）には限り
があるからです。一方で、人々の考え方が多様になり、市に求めるものもそ
れぞれ違ってきています。
　
衛�生組合、消防団や自主防災組織・ボランティア　　小松島市には、ほぼ全域
に町内会が存在しています。さらに、目的に応じて地域の住民で構成する、
衛生組合、消防団や自主防災組織などが存在しています。
　�　ボランティアとして、平
成20年６月末現在、35団体
759名が社会福祉協議会に登
録されていて、地域福祉の
推進や清掃美化活動の分野
で活躍しています。登録団
体以外でも75団体、1,869人
がボランティアとして活躍
していて、自主的な活動分
野が広がっています

市民の皆さんの様々なニーズにあわせた担い手の育成
　�　「市は、地域コミュニティやボランティア、NPO1、民間企業といった新た
に公共サービスを担うこととなる組織や人づくりの支援を行います。」

「信頼」のまちづくり

　共にすすめるまちづくり

現況と課題

商工会議所の会員による土手の草刈り

基�本�方�針

1 NPO　NonProfit Organizationの頭文字をとったもので、ボランティア活動などの社会貢献
活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促
進法（NPO法）に基づき権利や義務の主体となり得る法人格を取得した「特定非営利活動法人」の
一般的な総称です。現在、小松島市には徳島小松島港本港地区の活性化に寄与することを目的と
する「港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま」をはじめ６つのNPO法人があります。
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　　�　これまでは、いろいろな公共サービスを市役所が主に行ってきました。
これからは、市民の皆さんと役割分担を進め、こうした公共サービスを様々
な組織や人が提供することで、市民の皆さんは、それぞれの地域でそれぞ
れのニーズにあった公共サービスを選択することができるようになり、生
活の利便性を向上させることが可能となります。そのために、市は新たに
公共サービスを担うこととなる組織や人づくりの支援を行います。

　　�　例えば、ボランティアで子育ての手助けをしたい人がいれば、育児援助
活動に対する知識を習得していただく所定の講習を行う一方、手助けをし
て欲しい方を紹介するファミ
リーサポートセンター事業を
徳島市と合同で行います。ま
た、市は現在も社会福祉協議
会に委託して行っている、ボ
ランティアを始めたい人とボ
ランティアを必要とする人を
結び付けるボランティアコー
ディネーター事業についても
継続して行います。

市民の皆さんとのまちづくりの情報共有
　�　「市は、地域の特性を活かした市民の皆さんの手によるまちづくりを支援
するために、行政情報の開示や提供を積極的に行います。また市と市民の皆
さんとのコミュニケーションを図るための体制の整備を行います。」
　　�　市は、市民の皆さんが、自分たちだけではできないことを行うことに力
を注ぎます。そのために、まず市民の皆さんに、「自分たちの住む地域で、
自分たちに何がどこまでできるか」という意識を持ってもらいます。例え
ば、ごみの処理について、焼却や埋め立てといったことは市が行いますが、
その前処理となる分別やリサイクルについては、市民の皆さん一人一人が
意識したり、地域ぐるみで取り組むことで、市が税金をかけて行うよりも、
ずっと効果的で効率的に行うことができます。

　　�　このように、市民の皆さんが主体となって、地域のあり方を考えたり行
動したりできるよう、市は、積極的に行政情報の開示や提供を行います。
そして、市民の皆さんには、自分の住んでいる地域をより快適に暮らせる
ようにするため地域のあり方を決定し、それを実現するために、市が行う
ことと、自分たちが行わなければならないことを区別してもらいます。そ
れによって、それぞれの地域の特性を活かし、生活水準の向上をめざす市

地元企業のボランティアによるたぬき像の清掃
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民主導の地域社会づくりを進めてもらいます。また、市と市民の皆さんが
コミュニケーションを図るための場を作ります。

　（１）市民の皆さんの自主的な活動支援と公共サービスの担い手の育成
　�・市は、新たに公共サービスの担い手となる人や、ボランティア団体、地域
コミュニティなどの自主的組織の育成に努め、そうした人や団体の活動の支
援を行います。
　�・市は、地域づくりの拠点として公民館やコミュニティ集会所を地域づくり
の担い手となる人やボランティア団体など市民の皆さんの自主的な組織の活
動の場として提供します。
　�・市は、地域づくりの担い手となる人や市民の皆さんの自主的な組織と連携
しながら、まちづくりを行います。

　（２）地域の特性に合ったまちづくりのための情報共有
　�・市は、読みやすい�「広報こまつしま」�の紙面づくりに努めます。新聞やテ
レビ、ラジオ、インターネットといった多様なマスメディアを活用して、市
の情報を発信し、積極的に市民の皆様へ提供します。特に高齢者や経済的弱
者などのデジタルデバイド2に留意し、インターネットだけの情報公開になら
ないようにします。
　�・「ふれあい行政出前講座」など市と市民の皆さんとの対話の機会を増やしま
す。
　�・市は、重要事項を審議する附属機関等3において、「小松島市附属機関等の

施�策�体�系

●共にすすめるまちづくり

　⇨��市民の皆さんの自主的な活動支援と公共サービスの担い手の育成
　⇨�地域の特性に合ったまちづくりのための情報共有

主�な�取�組

2 デジタルデバイド　年齢や学歴、所得などの理由により、パソコンやインターネットといっ
た情報技術(IT)を使いこなせる人と使いこなせない人との間に生じる、待遇や貧富、機会など
の格差のことです。
3 附属機関等　専門知識の導入、利害調整、市民の意見反映などを目的として、法律等に基づ
き設置されるもので、例えば、過去には、行政改革推進懇話会などがありました。
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設置及び運営指針」にもとづき、委員の一部を公募し、市民参加を促進します。
　�・市は、市民の皆さんの声が市の政策形成過程で反映できるよう、パブリッ
クコメントの制度4を活用します。
　�・市は、公文書の適正管理に努め改善します。市民の皆さんが利用しやすい
情報公開制度5を維持します。
　�・「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の趣旨に従い、市役所
が持つ市民の皆さんの個人情報を適切に管理します。

・「『安全』のまちづくり」災害被害の減少
　主な取組（２）火災その他の災害による被害の減少………………………… 46
　　　　　（３）地震や津波の被害を軽減する減災のまちづくり…………… 46
　　　　　（４）正確な防災・気象情報の収集・提供と的確な対応………… 47
・「『安全』のまちづくり」安全な日常生活の確保
　主な取組（２）防犯体制の充実・強化………………………………………… 52
　　　　　（３）消費者意識の啓発と消費者保護の体制づくり……………… 52
・「街が輝く」魅力ある都市基盤の整備
　主な取組（３）高度情報化への対応…………………………………………… 123

関連する取組

4 パブリックコメント　意見公募手続きの一種で、市が事業を推進したり、計画を立案したり
する際に、事前に広く市民から意見や情報を募集するものです。
5 情報公開制度　市が持っている情報を知りたいと思うときに知ることが出来るようにするこ
とです。こうした市民の知る権利を保障し、市に対し情報開示を義務付けているのが情報公開
条例です。本市では、利用しやすい情報公開制度として、当該情報を保有する所管課へ情報公
開請求する方法のほかに、総務課に情報公開についての総合受付を設け、全ての課に対する情
報公開請求の受付を行っており、情報公開請求のワンストップサービスを提供しています。
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こ�まつしま市の家計は火の車　　こまつしま市は、平成17年「財政非常事態宣
言」を行いました。まさに、倒産寸前の会社と同じだったのです。財政再生
団体へ転落すると、市からも補助金を出している「みなと祭り」などのイベン
トに支障をきたしたり、イベントによっては開催できなくなったりすること
も想定されます。また、保育料や住宅使用料といった使用料や手数料1は、値
上げを余儀なくされ、市民の皆さんに大変な我慢を強いることになります。

平成19年度における小松島市の家計

「信頼」のまちづくり

　効率的な行政運営

現況と課題

  1 使用料や手数料　市の施設を利用したり、証明書を発行する際に徴収したりする金銭のこと
で、条例によって定められています。市の予算が少なくなり、施設や事業の運営が難しくなっ
た場合には、市民の皆さんに負担をお願いすることも想定されます。 

赤字発生!!  
５â≠８５ ïSñú

â~ 

  

赤字発生!!
５億85百万円

支出明細
生活費（人件費）	 36億58百万円

医療費（扶助費）	 23億12百万円

子供への仕送り（繰出金）
	 12億12百万円

ローン返済（公債費）
	 25億84百万円

家の増改築費（普通建設事業費等）
	 ７億59百万円

光熱水費、通信費（物件費）
	 17億75百万円

町内会費や各種会費（補助費等）
	 11億６百万円

貯金（積立金）・貸付金	 27百万円

給料の前借りの返済
（前年度繰上充用金等）	５億９百万円

計139億42百万円

収入明細
基本給（市税）		 46億86百万円

諸手当（分担金・負担金など）
	 ３億49百万円

不動産収入など（使用料・手数料など）
	 ４億48百万円

借入金（地方債）	 12億64百万円

預金の取り崩し（基金の繰入）	
	 17百万円

親からの仕送り（国からの交付税など）
	 42億15百万円

用途を決められている親からの仕送り
(国・県支出金）	 23億78百万円

計133億57百万円
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　�　そこで、市では、小松島市行政改革「集中改革プラン」を策定し、現在、そ
の計画に沿って、頑張っているところです。しかし、平成16年度決算が赤字
となって以降、現在も毎年赤字が発生し続けている状況で、これまでの赤字
を積み上げると５億8,500万円の赤字となります。こうした赤字は、現在、
翌年度の収入によってまかなわれており、まさに「自転車操業」を行っている
状態にあります。

小松島市役所におけるIT2　　昭和55年、ホストコンピューターの導入により、
市民の皆さんへ住民票の発行など住民基本台帳関係の業務に電算処理システム
が取り入れられると、その後、税金、福祉、選挙、戸籍などの業務へと拡大し、
職員の日常業務にパソコンを用いる仕組みは年を追うごとに拡大しています。
　平成８年には、市のホームページを開設し、平成13年に、内容の充実を図り
地域情報、行政情報、議会情報などの発信を行いました。市役所内に、LAN3�
システムを導入し、国の施策に基づく住基ネットワークシステムやLGWAN4の
導入が図られました。

国�が示した「平成の大合併」とその後　　国は、地方公共団体の数を減らし、そ
れにより、それぞれの市町村がばらばらに行っていた行政をまとめて行うこ
とで、小さな町村を合併させ、効率のよい行政をするよう方針を示しました。
その結果、平成11年３月に3,232あった市町村が、平成20年11月には1,784
に減りました。国では、ひととおりの合併が済んだとして、それに替わる新
たな広域行政のあり方として、「中心市となる市」と「周辺の市町村」が約束に
より連携して役割分担を行うことで、生活に必要な機能を確保し、人口の流
出を食い止めようとする「定住自立圏構想」の実現に向けて動き始めました。

市�民アンケート　　『今後10年の近隣市町村との関係について』という質問にお
いて、｢広域連携を続けながら、合併をしない｣ が37.3%でもっとも多く、以

2 IT　Information Technologyの頭文字をとったもので、コンピュータやデータ通信に関する
技術を総称的に表す言葉です。 
3 LAN　Local Area Networkの頭文字をとったもので、同じ建物にあるコンピュータやプリ
ンタを同軸ケーブルや光ファイバーなどを使って結びつけ、データなどのやりとりをするため
の環境のことです。
4 LGWAN　Local Government Wide Area Networkの頭文字をとったもので、地方自治体
広域ネットワークシステムのことです。これは、地方自治体間のコミュニケーションの円滑化
や情報共有、行政事務の効率化などをめざして、地方自治体のコンピュータネットワークを相
互に接続した広域ネットワークです。
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基�本�方�針

下｢周辺の市町村と合併する｣が31.2%、｢合併をしない｣が13.2%などという
結果が出ています。

小松島市行政改革「集中改革プラン」の推進
　�　「市は、財政再生団体への転
落回避に向けて不退転の決意
で小松島市行政改革『集中改革
プラン』に取り組みます。」
　　�　公と民の役割や組織・機
構の見直しを継続して行い、
簡素で効率的な行政システ
ムを構築し、歳入に見合う
行政スタイルの確立をめざ
します。

ITの活用
　�　「市は、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
からの情報収集などを通じた行政情報化・地域情報化の促進に努めます。」
　　�　行政運営に関し、今後も効率的・効果的な電算処理システムの維持・構
築を進めます。また、インターネットの活用による市からの情報発信や市
民からの情報収集を進め、市民との情報共有に基づくまちづくりや、市民
サービスの向上、産業活動の活性化、災害時の情報提供等を進めます。

周辺の市町村との協力
　�　「市は、国や県からの権限移譲に伴い、広域で取り組む方が良いと思われ
る市の業務については、積極的に近隣市町村との連携を進めます」
　　�　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、国や県から権限移譲される仕事などにおいて、
広域で取り組む方が良いと思われるものについては近隣市町村との連携を
積極的に進めます。合併については、社会経済情勢や近隣市町村の動向を
見極めながら、市民の皆さんの意向を尊重し取り組みます。

民間に委託した中学校の給食調理業務
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　（１）持続可能な行財政経営システムの構築と計画的な行財政運営
　�・市は、小松島市行政改革「集
中改革プラン」を着実に推進し
ていきます。この計画は平成
21年度で終了することから、
簡素で効率的な行財政体制づ
くりをめざし新たな計画を策
定します。
　�・単年度収支の黒字化と１年
１日でも早い累積赤字の解消
をめざします。
　�・市の職員の意識改革に努め
ます。「人材育成基本方針」にもとづき、市民のみなさんの期待に応え、時代
とともに変化する行政課題に対応できる職員を育成します。
　�・市は、市債残高の適正管理を行うなど、長期的な視点に立った行財政運営
を行います。
　�・市は、市の予算（家計）の状況を、市民の皆さんに分かりやすく知っていた
だくための、財政関連諸表を作成します。

　（２）行政運営における効率的・効果的なITの活用
　�・庁内LANシステムの拡充など行政情報システムの活用により行政事務の一
層の効率化を図ります。
　�・県内自治体が共同で開発維持している電子自治体共同システムに引き続き
参加します。
　�・国税の電子申告システムの普及を促進し、地方自治体の税の申告システム
の共同開発に協力し、これを導入、普及を進めます。

施�策�体�系

●効率的な行政運営

　⇨��持続可能な行財政経営システムの構築と計画的な行財政運営
　⇨�行政運営における効率的・効果的なITの活用
　⇨�広域行政の推進

主�な�取�組

行政改革に関する公聴会



78

　�・双方向性というインターネットの特性を活かした地域情報発信を適切に促
進し、市のイメージアップや産業振興を図ります。

　（３）広域行政の推進
　�・市は、将来求められる基礎自治体としての機能を担える体制づくりに取り
組みます。
　�・市は、国や県からの権限移譲などで生じる業務について、行政運営と市民
サービスの維持向上の観点から、周辺市町村と協力し、広域で取り組んだ方
が望ましいと判断したものについて、他市町村との積極的な業務連携に取り
組みます。
　�・市は、市町村合併について、社会経済情勢や他の市町村の動向を見ながら、
市民の意見を尊重しつつ取り組みます。

・「人が輝く」人権尊重
　主な取組（２）人権尊重の視点に立った行政の推進………………………… 82
・「『安全』のまちづくり」災害被害の減少
　主な取組（２）火災その他の災害による被害の減少………………………… 46
　　　　　（４）正確な防災・気象情報の収集・提供と的確な対応………… 47
・「日（いとなみ）が輝く」伝統・文化の継承・発展とスポーツの振興
　主な取組（２）市民文化と芸術の振興………………………………………… 98

関連する取組
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人 権とは　　人権とは、人間の尊厳に基づいて各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。　

今 日の社会において　　すべての人の人権が保障されているかというとそうで
はありません。生まれたところや、女性だから、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根強く存在
しています。さらに社会経済状況の複雑困難化や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」を軽視する傾向も見られます。

国 では　　国においては平成12年に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法
律（法律第147号）」が制定され、さらに平成14年に「人権教育・啓発に関する
基本計画」が策定されました。
　�　この基本計画においては、すべての人々の人権が尊重され、相互に共存し
うる平和で豊かな社会を実現するためには、国民一人ひとりの人権尊重の精
神の涵養を図ることが不可欠であり、そのために行われる人権教育・啓発の
重要性については、これをどんなに強調してもし過ぎることはないとしたう
えで、人権が共存する人権尊重の社会実現に向け、人権教育・啓発を総合的
かつ計画的に推進していくこととすると示されています。
　�　さらには、女性、こども、高齢者、障がい者、同和問題、外国人、HIV感染者・
ハンセン病患者等、犯罪被害者等、刑を終えて出所した人等、インターネッ
トによる人権侵害、アイヌの人々、様々な人権問題など12の個別人権問題の
解決を図ると示されています。

小 松島市では　　小松島市では、市の実情に合わせ、平成18年に「小松島市人
権教育・啓発に関する基本計画」を策定しました。そこでは、市民の皆さん
一人ひとりが、人権教育・啓発活動を通じて、人権尊重について「自ら考え」「理
解と意識を深め」「自分の生き方の基本として身につけ」、日常生活の中で「行
動化（実践）」していくことをめざしていくということがうたわれました。こ

「人が輝く」

　人権尊重

現況と課題



81

れまでも、市では、市民の皆さんが自ら人権教育・啓発推進者として、あら
ゆる機会を通じて人権教育の取り組みに参加できるような学習機会の提供や
広報活動に努めるなど、人権教育を推進する学習環境を整えてきました。

人権問題を自ら考える活動の推進
　 　「市は、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みつめ、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」
　　�　これまでも同和問題をはじめとする人権問題に対する教育・啓発は行わ
れてきたものの、完全に解決されるには至っておらず、市には、今後も市
民の皆さん一人ひとりが人権問題に対する正しい理解と認識を深めるとと
もに、自己課題とし得る活動を引き続き推進していく必要性が求められま
す。

人権尊重の精神や豊かな人権文化の育成
　 　「市は、基本的人権が真に保障される社会を築いていくため、偏見・差別・

人権侵害等の現実をみつめ、再点検していきます。」
　　�　いま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。

　　�　市民一人ひとりが、人権教育・啓発を通じて、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
の中で「行動化（実
践）」していくこと
をめざす取り組み
に参加し、人権尊
重の精神や豊かな
人権文化を育てて
いくことにもつな
げていきます。

人権教育学級

基 本 方 針
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　（１）市民が主体となる人権教育・啓発の推進
　�・市民の皆さん自らが人権尊重の担い手であることを認識し、人権教育・啓
発に主体的に取り組むため、市は、全ての市民の皆さんにあらゆる機会を通
じて、学習機会の提供や、広報や情報の提供に努めます。
　�・市は、小松島市人権教育振興協議会の活動を中核として人権教育・啓発を
推進する環境を整えます。

　（２）人権尊重の視点に立った行政の推進
　�・市は、人権の確立が行政の根幹であることを絶えず認識し、人権尊重の視
点に立った行政の推進に、より一層取り組むよう努めます。
　�・市は、小松島市職員人権問題研究会の充実に努めます。
　�・市は、行政機関、市内企業や民間団体とそれぞれの役割を踏まえた上で連
携を保ち事業を推進します。

　（３）あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進
　�・保育所（園）、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校においては、
人権問題学習と保護者研修の充実を図り、人権問題解決に向けた取り組みを
推進します。
　�・社会教育においては、人権問題地区別懇談会、企業職域研修の充実を図り
ます。
　�・人権教育、啓発推進者層の拡充を図るため啓発推進者研修会、講演会、人
権教育学級等を通して積極的に教育・啓発活動を展開します。
　�・人権文化構築のための発信地として、まちづくり子ども会や識字学級や小
松島市・勝浦郡進路保障協議会などの取り組みと連携し、積極的な推進を図っ
ていきます。

施 策 体 系

●人権尊重

　⇨��市民が主体となる人権教育・啓発の推進
　⇨�人権尊重の視点に立った行政の推進
　⇨�あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進
　⇨�豊かな人権教育・啓発の推進

主 な 取 組
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　�・市は、毎月11日の「人権の日」や「広報こまつしま」「松明」「幸せを求めて」を
活用し、啓発・広報活動を推進します。

　（４）豊かな人権教育・啓発の推進
　�・これまでに同和教育で培ってきた手法と成果を人権教育に再構築し、同和
問題を重要な柱の一つとして捉え、様々な人権問題解決のため、あらゆる人
権侵害を許さない雰囲気づくりや人権意識の高揚に努めます。
　�・これまで本市で長年培ってきた市民の人権を守る取り組みと国内外で展開
されている様々な取り組みに学び、実践を重ね合わせ、行政・教育・関係諸
団体と連携をもち、あら
ゆる差別を許さない環境
づくりや差別を無くして
いく人づくりに一層取り
組みます。
　�・さらには、すべての人
の基本的人権を尊重して
いくための人権教育・啓
発として発展させ、広く
豊かな活動を推進します。����������

・「人が輝く」生涯を通して学べる環境づくり
　主な取組（２）学校教育の充実………………………………………………… 91
・「『安心』のまちづくり」その人がその人らしく住める地域社会
　主な取組（１）弱者に配慮した優しいまちづくり…………………………… 58

関連する取組

人権問題講演会
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国 ・県では　　平成12年に、国において「健康日本21」が策定され、健康づくり
施策がすすめられました。公共の場では分煙が進み、成人男性の喫煙者が減
るなどの成果がありましたが、食生活や運動習慣の改善には到っていません。
徳島県では、現在、糖尿病有病者の増加や肥満者の増加が課題となっていま
す。平成20年よりメタボリックシンドロームに着目した特定健診・保健指導
が医療保険者1に義務づけられました。生活習慣病のリスクであるメタボリッ
クシンドロームを早い段階から検知し、市民の皆さんが自ら生活習慣改善に
取り組み、健康にいきいきと生活できるよう支援するものです。　

小 松島市では　　平成11年に市民の皆さんの健康づくりの拠点として保健セン
ター・ミリカホールが完成しました。ここを活用し、市は、健康情報の発信、
乳幼児から高齢者の人達の健康づくりの実践の場として総合的な保健サービ
ス事業を展開してきました。
　�　また、平成13年には長
期的な市民の皆さんの健康
づくり計画「健康こまつし
ま21」を策定し、ライフス
テージに応じた健康課題を
明確にし、市民の皆さんが
主体的に健康づくりができ
るように、行政、地域、医
療機関などがそれぞれの立
場で支援することを示し、
推進してきました。�

市 民アンケートの結果　　今後取り組むべき保健福祉政策でもっとも多かった
のは「健康づくりの推進」37.9%、以下「子育て支援の充実」37.5%、「医療

「人が輝く」

　生涯健康づくり

現況と課題

健康づくりのつどい

1 医療保険者　健康保険事業を運営するために保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする
運営主体のことを「保険者」といいます。例えば国民健康保険における市町村のことなどです。
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の充実」36.2%と続いています。今後、市民の皆さん一人ひとりが、自らの
健康についての意識を高め、ライフステージに応じたきめ細かな健康づくり
に取り組むことと、地域医療体制を充実することが求められています。

小松島市健康づくり計画「健康こまつしま21」の推進
　 　「自らの健康は自らがつくらなければなりません。市では、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。また、
市民の皆さんに「健康こまつしま21」の主旨を広く知っていただき、自ら健康
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。」
　　�　乳幼児から高齢期までのライフステージに応じた望ましい生活習慣づく
りのため、効果的な保健サービスを提供し、一人ひとりの健康づくり活動
を支援するとともに、医療機関や学校、福祉、地区組織などと連携し、個
人の健康づくりを地域全体で支援できるような体制づくりに取り組みま
す。

　（１）ライフステージに応じた健康な生活習慣づくり
　�・現在行われている乳児のいる家庭への市保健師の訪問の全戸実施をめざし
ます。母子健康手帳の交付のときからの乳幼児健診、親子教室を通して継続
的に親子、家族にかかわり、望ましい生活習慣の確立と子どもの健やかな成
長、発達を支援します。
　�・就職、結婚など自分自身のライフスタイルを確立する青年期においては、
妊娠、出産、育児などの機会をとらえ、マタニティクラブ（母親教室）や妊娠
届け出時の夫婦に対し、栄養や喫煙などに対する指導を通して、知識や技術
の普及を行い、望ましい生活習慣の改善を図ります。

基 本 方 針

施 策 体 系

●生涯健康づくり

　⇨��ライフステージに応じた健康な生活習慣づくり
　⇨�地域ぐるみの健康づくり支援
　⇨�健康づくりのための環境整備

主 な 取 組
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　�・生活習慣病の発生する壮年期は、休日検診の導入やがん検診の広域化など
により受けやすい検診の体制づくりに努め、現在2,774人のがん検診受診者
数を4,200人に向上させることをめざします。また、健診結果から自分の身
体の状態を把握し、自らが健康づくりに取り組めるよう教育、相談、訪問指
導などの充実を図ります。����������������������
　�・身体機能や運動機能に
個人差が見られる高齢期
は、一人ひとりに応じた
健康づくりの支援を図る
とともに、地元の老人会
といった地区組織や地域
包括支援センターといっ
た福祉部門などとも連携
し、健康寿命の延伸を図
ります。

　（２）地域ぐるみの健康づくり支援
　�・食生活改善推進協議会、母子保健推進員など健康ボランティアの育成と活
動の活性化を図るとともに、市民が進んで参加する健康づくり運動を推進し
ます。
　�・現在、毎月行われている乳児相談や親子教室（ポンポコくらぶなど）の開催
を維持するとともに、内容の充実を図り、育児中の親子に交流の場を設け、
地域ぐるみの育児サポートを行います。
　�・地域、職域、医療機関のネットワークにより、一人ひとりに応じた健康づ
くりを支援します。

　（３）健康づくりのための環境整備
　�・「健康こまつしま21」の内容が、市民の要望や実情を反映し、時代の要請に
応えたものとなるよう中間評価を加味して、保健所などの関係機関と協働し
ながら更新を図ります。
　�・乳幼児から高齢者まで、市民が気軽に健康づくりに取り組める拠点として
保健センター・ミリカホールの利用を進めます。
　�・感染症予防については、市民に予防接種の受診を促すため、ダイレクトメー
ル送付の実施や、保育所、幼稚園を通じてのPR活動を行うとともに、医療
機関の協力のもと、乳幼児定期予防接種の受診率の85％以上をめざします。
　�・市民の健康づくりを推進するために、教育、相談、訪問指導などを行う市

阿波踊り体操指導者養成講座
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のコメディカル2（保健師、管理栄養士、看護師など）の人材の確保と資質の
向上を図ります。

・「『安心』のまちづくり」その人がその人らしく住める地域社会
　主な取組（２）すべての中高齢者が参加できる利用しやすい健康づくり・介護
　予防事業体系の構築………………………………………………………………59
・「『安心』のまちづくり」頼りにできる医療環境
　主な取組（２）健全で円滑な医療保険制度の運営………………………………65

関連する取組

2 コメディカル　従来、薬剤師や看護師、理学療法士など医師以外の医療従事者はパラメディ
カル（para-medical）と呼ばれていました。パラには「側面」や「補助」などの意味があり、医師
に他の医療スタッフが従う関係であったことに基づくものでしたが、20世紀後半から，各医療
スタッフが対等な立場で協力して医療に従事することが重要であることが認識され，「医療協同
従事者」を意味するコメディカル（co-medical）が広く用いられるようになりました。
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小 松島市内の幼稚園・小学校・中学校　　小松島市には幼稚園が11園、小学校
11校、中学校３校があります。進学や就職による若者の市外流出や少子化の
影響により、児童生徒数が減少しています。平成20年度からは、櫛渕幼稚園
が休園となりました。

幼 稚園での子育て支援　　小松島市では、�全ての幼稚園で、「預かり保育」1を
行っています。�

国 では　　平成18年に教育基本法が改正され、新しい時代の教育の基本理念が
示され、教育再生の新たな一歩を踏み出す、学校教育法も改正されました。
これを受けて、全国のどこにいても一定の教育水準の教育が受けられること
を目的に、学校がカリキュラムを編成する際の基準となる、新たな「学習指
導要領」が�平成20年３月に告示され、幼稚園では平成21年度、小学校では平
成23年度、また中学校では平成24年度から、その内容に添った教育が行われ
ることになります。その中では「生きる力」をはぐくむという理念が継承され
る一方、授業時数の増加、小学校における外国語活動などが示されました。

学 校における新たな教育への対応　　小松島市内の小・中学校では、今後さら
に発達する情報化社会に対応できるよう、コンピュータの設置やインター
ネットへの接続などの教育環境が整備されました。平成23年度より完全実施
が予定されている「外国語活動」については、外国語指導助手（ALT）が全ての
小学校を巡回し、生の英語を通じて音声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の素地を育成す
ることをめざしています。

「人が輝く」

　生涯を通して学べる環境づくり

現況と課題

1 預かり保育　子育て支援及び地域の実態や保護者の要請等により希望者に対して行う教育活
動です。小松島市では、現在、園によって、午後４時までと午後５時30分まで行われています。
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特 別支援教育等の推進　　特別な支援を
必要とする幼児や児童、生徒に対して、
一人ひとりの教育のニーズを把握し
て、適切な指導及び必要な支援を行っ
ています。また、学校に登校できない
子どもの「心」の居場所として「はなみ
ずき学級」を開設し、保護者交流会や
講師を招いての講演や事例検討などの
研修会を開催しています。

青 少年活動の支援　　ボランティア友の
会まつぼっくりやボーイスカウト、小
松島市青年連合会などの活動や子ども
会活動に対して、学校･地域と連携し
て支援を行っています。

各 種講座の開催　　生涯学習センター小松島市立図書館をはじめ、中央会館、
地区公民館、勤労青少年ホームなどでは、市の主催による市民講座、成人講座、
小松島のふるさと講座、高齢者教室などの各種講座･教室が開かれています。
また、こうした市が主催する事業とは別に、川柳や短歌、編み物などが文芸
協会や文化協会などの自主サークル活動として活発に行われています。

幼児教育
　 　「市は、幼稚園において、家庭や保育所、小学校などと地域における連携

を深め、教育内容の充実を図り、地域における子育て支援施設としての機能
の強化を図ります。」
　　�　幼児期は、人格形成の基礎を培う大切な時期です。幼稚園では、近隣コ
ミュニティでの子ども同士の遊び，お年寄りや地域の人との触れ合い、ま
た、自然体験や生活体験などを通して、地域に根ざした施設としての特徴
を生かし豊かな感性の育成を行います。

　　�　保護者のニーズに応じて、預かり保育を実施します。未就園児の体験入
園などを通して、保護者の育児ストレスや育児に対する疑問について応え
るなど、地域に開かれた幼児教育をめざすとともに、子育て支援施設とし
ての機能の充実を図ります。

基 本 方 針

外国語指導助手との七夕祭り
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学校教育
　 　「市は、児童・生徒の「生きる力」の育成をめざして、「確かな学力」・「豊か

な心」・「健やかな体」の育成を図ります。さらに、国際化やICT化といった社
会変化に主体的に対応できる能力を育てます。そのために、市は、教育内容
の充実と教育環境の整備に取り組みます。」
　　�　教育基本法の精神や新たな「学習指導要領」の内容を踏まえ、徳島県教育
委員会の指導方針にそって、小松島市の教育の基本方針である「教育振興
計画」を策定し、教育の振興と向上・充実を図ります。

青少年の健全育成
　 　「市は、青少年が教養を高め、豊かな社会性を身につけるため、多様な青

少年活動を支援し、健全育成活動を推進します。」
　　�　次世代を担う青少年が、
地域コミュニティの一人と
しての自覚と責任を身につ
け、いきいきとした生活を
送れるよう、文化やスポー
ツなどの機会や場所の提供
を行います。また、少年非
行の防止や健全育成活動な
ど健全な社会環境の整備を
行い、健やかな青少年の育
成を促進します。

生涯学習の推進
　 　「市は、生涯を通じた学習機会を提供する生涯学習推進体制の確立と、社

会教育施設の充実・整備を行います。」
　　�　市民一人ひとりが健康で心豊かな人間形成ができるよう、市民の皆さん
の学びたいという意欲に応えるために、社会条件の変化や、地域の実態に
即した生涯学習体制を確立します。

　　�　市内の社会教育団体や地域とも相互連携しながら、指導者などの人的条
件や、施設・設備などの物的条件の整備を計画的に推進します。

成 人 式



91

　（１）幼児教育の充実と幼稚園の機能強化
　�・自然や文化に触れる体験、世代間交流、国際交流などの機会を充実し、子
ども一人ひとりの個性を活かした豊かな情操教育を行います。
　�・特別な支援を必要とする幼児に対し、一人ひとりの教育ニーズを把握し適
切に指導するとともに、必要な支援を行います。
　�・社会や保護者のニーズに応じて、預かり保育を実施し，幼稚園の子育て支
援施設としての機能の充実を図ります。
　�・未就園児に対して、体験入園などを通して地域に開かれた幼児教育をめざ
すとともに、就学前教育としての幼児教育の重要さの普及・啓発を行います。
　�・家庭や小学校など地域の施設等との連携を推進することで、園児や保護者
が幼児教育に続く学校教育への移行がスムーズに行えるよう支援します。

　（２）学校教育の充実
　�・「生きる力」を育成するとともに、一人ひとりの能力・個性を伸ばす教育を
推進します。
　�・健康な学校生活が送れる
よう、適正な健康診断を行
い、病気や異常の早期発見、
早期加療に努めるとともに、
必要な知識と習慣を身につ
け、心身ともに健康でより
よく生きようとする子ども
を育てます。
　�・児童・生徒に、体験活動
や地域の人々との交流など、

施 策 体 系

●生涯を通して学べる環境づくり

　⇨��幼児教育の充実と幼稚園の機能強化
　⇨�学校教育の充実
　⇨�青少年の健全な育成とより良い社会環境づくり
　⇨�生涯学習推進体制の確立

主 な 取 組

総合学習での稲刈り体験
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学校教育の全領域を通して知識や技能に加えて、学ぶ意欲や自分で課題を見
つけ、自ら学び、主体的に判断し、行動し、より良く問題解決する資質や能
力といった「確かな学力」を身につけさせます。
　�・「豊かな心」の育成のため、心の教育を重視し、全教育活動を通して人権教
育を実施するとともに、人権に関わるさまざまな問題の解決に向けた活動を
積極的に推進します。また、いじめや不登校などの悩みをもつ児童・生徒と
教師、保護者との相談機能を充実します。����������������������������������������������������������
　�・障がいのある児童生徒一人ひとりに配慮した教育を進めます。������������������������
　�・学校給食については、正しい食習慣を身につけることができるよう家庭と
連携するとともに、地域の特産物や食材料を活用する「地産地消」を進めるこ
とで、「食」の大切さや安全性、郷土愛など食育及び健康教育を推進します。
　�・教職員研修の推進を図り、さまざまな課題に対応できるよう、教職員の資
質と指導力の向上を図ります。
　�・安全で快適な教育環境の充実を図り、適切な維持修繕を行い、例えば書架
の固定のようなすぐにも出来る災害への備えを行います。また、長期的展望
に立って、学校教育施設・設備の計画的な整備充実を図ります。
　�・学校施設の耐震化に向けての改築や耐震補強に取り組みます。
　�・開かれた学校づくりのもとで学校・家庭・地域社会との連携を図り、地域
に根ざした学校教育を推進します。

　（３）青少年の健全な育成とより良い社会環境づくり
　�・青少年の自主的活動を支援するとともに、勤労青少年ホームをはじめ各種
施設を活動拠点として提供します。
　�・家庭・学校・青少年健全育成センターなど関係機関が連携をとり、「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、地域ぐるみで社会環境をより良くする活動を進めます。
　�・青少年や各種青少年団体・グループなどの市の各種委員会やまちづくり活
動、イベント等への参加を促し、世代横断的なまちづくりを進めます。

　（４）生涯学習推進体制の確立
　�・創造豊かな市民教育を推進するため、社会教育･学校教育･家庭教育の連携
を推進しながら、市民講座や成人講座など地域の実態に即した教育環境の整
備に取り組み、市民ニーズに応える教養・文化と研修の場を提供します。
　�・各種広報誌や、インターネットなどを活用し、社会教育施設の多様な学習
情報の収集・発信を行います。
　�・市民の皆さんにとって生涯学習の身近な活動の場になる公民館をはじめ中
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央会館など社会教育施設の機能の充実･整備を行います。
　�・市立図書館は、市民の皆さんの生涯学習の拠点としての機能を果たすため
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。

・「『安全』のまちづくり」災害被害の減少
　主な取組（３）地震や津波の被害を軽減する減災のまちづくり…………… 46
・「『安全』のまちづくり」安全な日常生活の確保
　主な取組（１）交通安全施設、道路施設の整備・改善と交通安全意識の向上
　…………………………………………………………………………………… 51
・「『安心』のまちづくり」生活環境への阻害要因の減少
　主な取組（２）豊かな自然を保護し共生するまちづくり…………………… 69
・「人が輝く」人権尊重
　主な取組（１）市民が主体となる人権教育・啓発の推進…………………… 82
　　　　　（３）あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進………………… 82
・「日（いとなみ）が輝く」伝統・文化の継承・発展とスポーツの振興　
　主な取組（２）市民文化と芸術の振興………………………………………… 98
　　　　　（３）生涯スポーツの推進…………………………………………… 98
　　　　　（４）豊かな食文化の継承及び発展………………………………… 99
・「街が輝く」魅力ある都市基盤の整備　
　主な取組（３）高度情報化への対応…………………………………………… 123

関連する取組
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市 の芸術・文化資産　　小松島市内には、立江寺が所有する絹本着色釈迦三尊
像ほか３点の国指定の重要文化財、地蔵寺が所有する胎蔵界曼荼羅ほか15点
の県指定重要文化財があります。他にも、立江の祗園ばやし、豊国神社にあ
る木造豊太閤像ほか５点が、市指定の文化財となっています。
　�　また、市立図書館生涯学習センターには４世紀から７世紀にかけての古墳
からの出土品や、多くの貴重な書画などが展示、所蔵されています。
　�　こうした市内にある文化財は、古代より荘園が置かれていた小松島が、古
くから海陸交通の要衝として栄え、大阪、神戸、和歌山など近畿圏との結び
つきが強かったことを表すものです。
　�　最近では、市内にある恩山寺（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へ向けた取り組みが四国
四県と関係する市町村により組織された四国遍路世界遺産登録推進自治体協
議会を中心に進められています。

市 民の文化意識　　中央会館･勤労青少年ホームでは、英会話、三味線、ハワ
イアン・フラなど市民の皆さんを対象とした講座が毎年30講座ほど開設され
ています。生涯学習センターにおいて、センター主催で行うふるさと講座と
ともに参加者を集めています。
　�　地域における公民館では、各種芸術文化団体活動への支援を行い、市民の
皆さんの文化意識高揚を助けています。
　�　さらに、芸術・文化に貢献
できる公共ホールとしてミリ
カホールが平成11年４月に
完成し、貸館やピアノコン
サート・映画上映などの事業
を他の自治体の文化施設と連
携をとりながら実施していま
す。
　�　市民アンケートの結果で
は、ステーションパーク、生

「日（いとなみ）が輝く」

　伝統･文化の継承･発展とスポーツの振興

現況と課題

手工芸文化フェスティバル
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涯学習センター、図書館、ミリカホールといった市の施設に魅力を感じてい
ると答えた中学生が11.6%いることから、今後も市民ニーズにあった自主事
業の実施、サービス面の改善による貸館の稼働率の上昇を図り、市民の皆さ
んが文化や芸術に触れる機会を増やし、文化や芸術の香りのする地域づくり
に貢献するようなホール運営が求められています。

ス ポーツ　　スポーツ・レクリ
エーション活動は、人々の「こ
ころ」や「からだ」の健全な発達
を促し、生命力や活力を与えて
くれるとともに、健全で豊かな
ライフスタイルを構築し、夢や
生きがいのある社会の形成に重
要な役割を担っています。
　�　小松島市内には市立体育館
をはじめ、市総合グラウンド、
JAあいさい緑地（和田島緑地）、
市営プール、赤石運動広場などの体育施設があります。これらの施設では、
市民の皆さんによるスポーツが活発に行われています。
　�　また、旧国鉄小松島線の跡地は、ステーションパークからJR中田駅までは、
歩行者専用道路に生まれ変わり、市民の皆さんの、朝夕の散歩やジョギング
コースとして憩いの場となっています。
　�　毎年10月には、市と小松島市体育協会加盟団体の共催による市民体育大会
が開催され約2,000人を超える人が参加しています。他にも市の主催で、市
民なわとび大会やクロスカントリー大会、公民館単位による市民駅伝大会が
毎年開催されており、市民の皆さんの交流と健康づくりに一役買っています。

新 たな文化としての「食育」　　「食文化」という言葉が表すように「食」は、食材
に代表される地域の多様性と、調理法など先人からはぐくまれた伝統を合わ
せ持つ文化です。
　�　平成17年６月の食育基本法の制定以来、あらゆる世代を対象にさまざまな
手法で食育に取り組んできています。とりわけ本市の小・中学校においては
学校教育でも取り組むべきものであるとの認識のもと、正しい食習慣による
生活リズムの向上といった各家庭での推進はもとより、学校における給食を
中心に、食に関する知識や食を選択する力を習得させる取り組みを行ってい
ます。

市民なわとび大会
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伝統の継承
　 　「市は、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、活かすことができるまちづくりをめざします。」
　　�　こまつしまの豊かな自然環境のなかで受け継がれる伝統・文化を大切に
する心を市民の皆さんに持ってもらうよう、ふるさとの自然や歴史・文化
を学習する機会を創出し
ます。

　　�　遺跡･文化財･伝統芸能
の保存と継承を図るため
職員の専門性を高めると
ともに、市民の皆さんへ
の周知を図ります。

　　�　受け継いできた文化財
を将来につなげるため、
文化財に対する防災活動
を行います。

市民文化と芸術の振興
　 　「市は、自らの生活を豊かにし、楽しむことができるような、未来につな

がる新たな地域文化の創造を、市外との連携も視野に入れながら、支援しま
す。」
　　�　こまつしまにおいて活動している文化協会や文芸協会などの活動を支援
します。また、近隣市町村などとの連携により、文化や芸術の振興活動に
広がりを持たせます。

生涯スポーツの推進
　 　「市は、市民の皆さんの健康維持と体力向上のため、市民の皆さんが、生

涯を通してスポーツ・レクリエーション活動を楽しみ、交流を深め、心身と
もに健康で明るく豊かな生活ができるよう、支援します」
　　�　市は、市民の皆さんや訪れる人々が気軽に、スポーツ・レクリエーショ
ンを楽しめるように、施設の整備を行います。

　　�　スポーツ・レクリエーションの指導者を育成します。

基 本 方 針

文化財防火訓練
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「食育」の推進
　 　「市は、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるように、子どもの

うちから正しい食習慣を身につけるため、学校において実践的に「食育」に取
り組みます。また、市は「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築す
るとともに、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和
のとれた食料の生産及び消費の推進をめざし「食育」を推進します。」
　　�　小松島市は、子どもたち
が「生きる力」を身につけ
るため、「食」についての知
識を得ることや、健全な食
生活を実践することは、生
涯における豊かな人間性
を形成するうえで、知育や
徳育、体育などさまざまな
教育の基礎となり、もっと
も重要なものの一つであ
ると考えています。

　　�　さらに、こまつしまの豊かな緑と水に恵まれた自然の恩恵による食料の生
産とその消費を通じて、食料の生産者と消費者の物を通した心の交流を図る
ことで、安全で環境と調和のとれた食料供給と地域の活性化を図ります。

　（１）文化財・伝統の継承
　�・伝統芸能、祭りなどに子どもや若者の参加を促進し、地域に伝わる民俗文
化財等の保存・継承に努め、また活動を助成します。
　�・埋蔵文化財保護体制の充実を図るとともに、遺跡の発掘･調査研究を進め、

中学校における学校給食

施 策 体 系

●伝統と文化の継承・発展とスポーツの振興

　⇨��文化財・伝統の継承
　⇨�市民文化と芸術の振興
　⇨�生涯スポーツの推進
　⇨�豊かな食文化の継承及び発展

主 な 取 組
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適切に保存します。
　�・地域文化を語る貴重な文化財を指定し、文化財の歴史的意味と価値を市民
の皆さんに周知し、こまつしまの文化財保護意識の啓発を行います。
　�・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。

　（２）市民文化と芸術の振興
　�・芸術文化団体を支援し、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。
　�・二市十町村で構成する徳島東部地域における広域文化事業において芸術･
文化の住民相互の交流を図ります。
　�・ミリカホールの活用に努め、市民の皆さんが安全に安心して利用できる施
設として日頃より適正な管理を行い、音楽や映画などを気軽にかつ身近に鑑
賞できる機会を提供するとともに、貸館事業を通して市民の皆さんや文化団
体の主体的な芸術文化活動を支援・育成します。

　（３）生涯スポーツの推進
　�・「こまつしま総合型地域スポーツクラブ」の設立をめざし、平成20年4月に「設
立準備委員会」が設置されました。これは、「いつでも・どこでも・いつまでも」
をスローガンに、世代を超え、より多くの人が生涯を通してスポーツを楽し
める地域コミュニティです。市は、平成22年4月の設立と運営を支援します。
　�・市は、多様なスポーツニー
ズに応えられるよう、ニュー
スポーツの紹介・普及、指導
者の育成と資質の向上、指導
者バンクと派遣システムの
構築、情報提供などを行いま
す。
　�・市民の皆さんが楽しんで参
加できるよう市が開催する
市民なわとび大会やクロス
カントリー大会、体力づくり
大会などのスポーツイベントの充実を図ります。　
　�・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。　　　
　�・社会体育施設の整備・充実を図り、市民の皆さんの利用を促進します。市

新春恒例の徳島駅伝
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民の皆さんに、身近で活動のできる施設として、学校施設の開放を推進し利
用促進を図ります。
　�・ステーションパーク、たぬき広場、しおかぜ公園など小松島港本港地区周
辺を、市民の皆さんの憩いの場、多様な活動施設、レクリエーションの場と
して整備充実します。

　（４）豊かな食文化の継承及び発展
　�・子どものころから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
として家庭・地域と連携して食育及び健康教育を推進することを目的に、小
松島市学校給食食育推進委員会を設立し、体系的な取り組みを実践します。
　�・地域の生産者や生産者団体との交流を通して、地域の特産物や食材料を学
校給食に活用することによって、「食」の大切さや安全性、郷土愛など地域に
根ざした学校給食を推進します。
　�・新鮮で安全性の高い農水産物を提供し、地産地消を促進するため、販売拠
点となる集出荷直売施設の拡充を推進します。

・「人が輝く」生涯を通して学べる環境づくり
　主な取組（２）学校教育の充実………………………………………………… 91
　　　　　（４）生涯学習推進体制の確立……………………………………… 92
・「日（いとなみ）が輝く」産業の振興　
　主な取組（１）�安全・安心な特色ある地域農林水産物の産地育成・ブランド化

とそのための環境整備………………………………………… 104
　　　　　（４）�農水工商業の連携による地域資源の発掘や活用、魅力発信の強

化………………………………………………………………… 106
・「街が輝く」快適に暮らせる生活基盤の整備　
　主な取組（２）公園・広場・緑地の整備……………………………………… 116

関連する取組
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農�水産業　　小松島市は、徳島県東部に位置し、勝浦川、那賀川の両流域に広
がる肥沃な土壌と恵まれた気象条件のもと、水稲を中心に、県がブランド化
を進め県内一の生産量を誇るきゅうり、トマトといった施設園芸や畜産、中
山間地域ではみかん、やまももなどの果樹や、しいたけ、たけのこなど多様
な農産物が生産されています。
　�　水産業については、四国東部
の紀伊水道沿岸のほぼ中央に位
置して、主に小型底引き網によ
る鱧（はも）、太刀魚等、バッチ
網によるしらす、わかめの養殖
が盛んです。
　�　本市の全国有数の生産高を誇
る品目（平成18年）としては、徳
島県が全国一の生産量を誇る菌
床栽培の生しいたけが県内一の生産量を誇るほか、県が全国二位の水揚げ高
を誇る鱧についても盛んに漁が行われています。
　�　小松島市の農業就業者数1�1,972人のうち、60歳以上が69.9％（平成17年
農林業センサス）を占め、高齢化が一層進み、農業の担い手不足、兼業化の
進展、農地の遊休化など、多くの問題に直面しています。同様に、漁業につ
いても、経営体数、就業者数ともに減少傾向にあり、就業者数2�372人のうち
60歳以上は37.6％（平成15年漁業センサス）と高齢化は一段と進んでおり、
生産力の低下が懸念されます。

工�業　　小松島市には、従来からの木材、製紙・パルプなどの臨海型工業に加え、

「日（いとなみ）が輝く」

　産業の振興

現況と課題

やまもも狩り

1 農業就業者数　満15歳以上で、調査期日前１年間に「農業のみに従事した人」と「農業と兼業の
双方に従事したが、農業の従事日数の方が多い人」のことをいいます。平成17年農林業センサ
スにおいて調査期日は平成17年２月１日です。
2 漁業就業者数　満15歳以上で、調査期日前１年間に自営漁業または漁業雇われの海上作業に
年間30日以上従事した人のことです。平成15年漁業センサスにおいて調査期日は平成15年11
月１日です。
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鉄工・造船など港を活かした企業が集積しています。平成17年の事業所数は
187、従業者数は3,090人、製造品出荷額等は806億円で、紙パルプ、木材な
どが上位を占めています（平成17年工業統計調査）。
　�　市では商工会議所とともに制度融資3の斡旋保証や中小企業診断士の派遣事
業を行い、中小企業の支援を行っています。
　�　四国横断自動車道路の開通や小松島IC（仮称）の設置が予定され、徳島小
松島港赤石地区の港湾施設の工事も進んでいます。社会資本の整備とともに
企業立地の受入体制が整いつつあります。

商�業　　小松島市の中心市街地は、モータリーゼーションの進展や人口の減少、
郊外型大型店舗の立地により空き店舗化が進み、商店街としての機能が低下
しています。平成16年の商業統計調査（飲食業を除く）によると、商店数は
607店、従業者数3,012人、年間販売額498億円となっており、平成14年に
比べて減少しています。

観�光・地域資源　　定期航路撤退により「みなとまち　小松島」を感じることが
少なくなっています。現在NPO法人「港まちづくりファンタジーハーバーこ
まつしま」による遊休化したフェリーターミナルを生かした「港に集うまちづ
くり」が行われています。
　�　観光資源として、四国霊場88ヶ所の恩山
寺（18番札所）、立江寺（19番札所）のほか、
源義経ゆかりの「義経ドリームロード」、金
磯の弁天山、民話「阿波狸合戦」にまつわる
世界一大きいたぬきの銅像をはじめとし、
それにまつわるたぬきの祠が市内に点在し
ています。また、市内各所には地下水が豊
富に湧出しており、水に親しむ環境となっ
ているほか、小松島市は阿波花火発祥の地
であり、夏から秋にかけては、港まつりを
はじめ、市内各地で盛大な花火大会が行わ
れています。 港まつりの花火

3 制度融資　小松島市では「小松島市小口融資制度」として、通常の融資を受けることが困難な、
市内に事業所又は店舗を有した、小規模企業者（常時使用する従業員の数が20人（商業又はサー
ビス業を主たる事業とするものについては５人以下））に対して、事業運転資金並びに設備資金
を指定金融機関より融資を行っています。市ではこの融資資金の保証料の一部の助成を行って
います。
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　�　こまつしまを訪問する観光客は、日帰りや通過型の観光であり、滞在時間
が少なく、小松島の地域資源と深くむすびつける観光のメニューの提供がで
きていないのが現状です。
　�　特産品は、海と大地に恵まれた自然環境を活かしたすだち、やまもも、し
いたけ、ちりめん（イワシの稚魚）、干しエビ、わかめ、加工品では竹ちくわ、
フィッシュカツなど特色ある品々が生産されています。

農林水産業
　�　「市は、安全で安心な特色ある地域農林水産物の産地育成・ブランド化に
取り組むとともに、地域農業の維持発展を図るため、生産者所得の向上や担
い手の確保・育成、土地の有効利用を目的とした優良農用地の保全や確保と
いった環境整備を行います。」
　　�　食に対する消費者の信頼に応え、食品の安全を確保するという全国的な
問題に対応するため、市は、農業従事者に対して農薬の適正使用や「とく
しま安２農産物」4�認証の取得を促します。

　　�　安全・安心な農産物の供給体制を確立するため、消費者から信頼される
産地の育成や特産物のブランド化
を推進するとともに、生産者の見
える集出荷直売施設を充実させる
など、地産地消を促進します。

　　�　農業就業者の高齢化が進んでい
ることから、地域農業の維持発展
を図るため、生産者所得の向上と、
認定農業者5や集落営農といった
担い手の確保や育成に取り組みま
す。

基�本�方�針

こまつしまうまいもん祭り

4 とくしま安２農産物」認証制度　「食の安全」が問われている中にあって、徳島県では、県産農
産物の安全・安心の確保のために様々な施策を実施しています。この施策の一つとして、消費
者と生産者との間に顔の見える関係を築き、「安心」と「信頼」を実感できる仕組みづくりを進め
るため「とくしま安２（あんあん）農産物」認証制度を創設しています。
5 認定農業者　農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業
経営者・農業生産法人のことです。認定を受けると、金融措置や税制措置などの支援を受けるこ
とができるほか、最近では、国の補助事業においても、担い手対策を中心に、要件とされる例が
増加してきています。なお、経営改善計画は5年間の計画であり、認定を受けてから5年経過した
場合、再度計画を提出して再認定を受けないと認定農業者の資格を失います（取り消されます）。
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　　�　世界的な原油価格や穀物価格の高騰に伴う、経営コストの増大や配合飼
料価格の高騰へ対応するため、農業の生産性向上や経営安定化に資する生
産基盤の整備に取り組み、優良農用地の保全や確保を推進します。

工業
　�　「市は、企業が小松島で業務を行いやすいような特色ある工業振興を行い
ます。市は、地場産業や既存企業の活性化を図り、新たな産業の育成と企業
誘致を促進します」
　　�　企業立地促進法や中小企業地域資源活用促進法など「地方の特色」を発揮
できるような法制度を活用し、融資、税法上の優遇措置の情報提供を積極
的に行い、経営基盤の安定と持続的な成長を図れるような支援を行います。

　　�　既存企業の経営基盤の強化を図り、地場産業の強みを活かした新たな地
域産業の育成を行います。

　　�　そして、小松島への進出を希望する企業に対する情報を収集し、国・県
と連携しながら、それぞれの企業に見合った対策を行います。

商業
　�　「市は、市内商業の経営基盤の強化を図り、魅力的な店舗づくりをすすめ
るため、経営指導や人材育成を進めます。さらに、「市の顔」として、商業・
福祉・医療・文化などの機能的な整備を推進し、にぎわいのある魅力的な商
店街づくりを促進します。」
　　�　中小商業者の経営基盤の強化を図るとともに、商工会議所などとの強い
連携のもと、大型商業施設との共生を図りながら、市内各地域の商店街の
活性化を図ります。広域的な視点に立った魅力的な商業・サービス業の模
索、振興を進めます。

観光・地域資源
　�　「市は、小松島の魅力発信を
行い、観光客に訪れてもらう
ような体制を作ります。そし
て、多様な需要に対応し、再
び訪れたくなるような小松島
の観光資源を魅力あるものに
していきます。
　�　また、地理的歴史的に他地
域に対して特色のある新たな 金長神社例大祭の稚児行列
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地域資源を発見し、観光や産業に活用します。」
　　�　小松島市の観光資源や特産品などの魅力を積極的に発信します。また、
新たな観光資源や特産品の発掘を行います。例えば、室町時代からの伝承
とされる天王社（田野町）の稚児三番叟や、江戸時代、京都から招いた祇園
囃の師匠から伝授された立江の祇園囃子といった市内の魅力ある祭りを積
極的にPRしたり、小松島市の特産品である「やまもも」をワインにした「や
まももワイン」のように、既存の観光資源や特産品に付加価値を付けたり、
古くから小松島の松島一帯が藍商や紺屋などの商家が立ち並び商業や金融
の中心となって栄えていた歴史から、民家に伝わる文化財や産業遺産の発
掘を行ったり、小松島の魅力のアップとそのPRを進めます。

　（�１）安全・安心な特色ある地域農林水産物の産地育成・ブランド化とそのた
めの環境整備

　�・特色ある地域農林水産物の産地を育成するため、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」による特産品のブランド化を推進し
ます。
　�・環境保全型農業を推進するとともに、「とくしま安２農産物」認証制度や有
機農業を推進することで、安心で信頼される産地育成を図ります。
　�・農薬の適正使用の徹底を図るため、残留農薬等に関するポジティブリスト
制度6の指導・普及を進めます。

施�策�体�系

●産業の振興

　⇨��安全・安心な特色ある地域農林水産物の産地育成・ブランド化と
そのための環境整備

　⇨�地場産業や既存企業の活性化と新たな産業の育成・企業立地の推進
　⇨�にぎわいのある魅力的な商店街づくりの促進と経営基盤の強化
　⇨�農水工商業の連携による地域資源の発掘や活用、魅力発信の強化

主�な�取�組

6 残留農薬等に関するポジティブリスト制度　2003年の食品衛生法改正により、現在設定され
ている農薬、飼料添加物及び動物用医薬品（以下、「農薬等」と記す）の残留基準を見直し、基準
が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度です。
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　�・農業用廃プラスチックの回収、適正処理に取り組みます。
　�・新鮮で安全性の高い農林水産物の提供、地産地消、担い手農家の所得向上
を図るため、農協などの事業主体と連携し、販売拠点となる集出荷直売施設
の充実を図ります。
　�・農業就業人口の高齢化、担い手不足や農地の遊休化を防ぐため、定年帰農
者や新規就農者を確保し、認定農業者や集落営農等担い手の確保と育成に取
り組み、担い手への農地の利用集積を推進します。
　�・農業の生産性向上や経営安定化に資する生産基盤の強化を図り、ほ場整備
事業や地盤沈下対策事業など基盤整備に併せて、用排水分離を目的とした国
営総合農地防災事業7を促進し、優良農用地の保全や確保に取り組みます。
　�・農作物に対する鳥獣による被害防止に取り組みます。
　�・農地、農業用水などを資源とする農村環境の良好な保全と質的向上を図る
ため、農地・水・環境保全向上対策及び農道や用排水路の整備を行い、魅力
的な農村環境を構築します。
　�・土地の境界が不明確であることによる時間やコストの軽減、社会資本整備
や災害復旧事業、土地資産の保全を図るため、基礎的な土地情報を整備する
地籍調査を推進します。

　（２）地場産業や既存企業の活性化と新たな産業の育成・企業立地の推進
　�・地場産業・既存企業と連携を取り、連絡相談の体制の充実を図ります。そ
れにより最新の企業情報を入手し、国・県と連携しながら適時適切な対応を
行います。経営・技術支援体制を図るような各種融資・補助金制度の活用斡
旋を行い、地場産業・既存企
業の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、起業化、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。

やまももを使用した製品の発表会

7 国営総合農地防災事業　用排水分離による農業用水の水質改善や、老朽化した農業用水利施
設の機能回復による災害の未然防止を目的に国が事業主体となって行う事業です。小松島市で
は「国営総合農地防災事業那賀川地区」として、那賀川下流域に位置する阿南市とともに取り組
んでいます。
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　�・徳島小松島港赤石地区や遊休地等への企業立地を図るため遊休地の情報発
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。例えば、立地については、「小松島市企業立地促進条例」に
基づいた奨励措置を行います。
　�・起業については「産業振興に寄与する事業に係る市税の特別措置条例」に基
づいた奨励措置を行います。市は、企業が周辺住民や自然環境に配慮した行
動をとり、地域の住民や異業種との交流を行うことで、市民の皆さんから親
しまれる企業となれるよう支援していきます。
　�・工場の新増設に対する補助金制度や税の減免制度、融資制度、企業の金銭
的負担を軽減できるような体制を整えます。

　（３）にぎわいのある魅力的な商店街づくりの促進と経営基盤の強化
　�・平成19年度に組織された商店主、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。
　�・歩いて暮らせる、賑わいあふれた商店街をめざすとともに、地域の特性を
生かした魅力ある個性的な商店街になるよう育成を行います。
　�・小松島港本港地区周辺の環境整備、遊休施設、空き店舗や古民家などの有
効活用等を促進するとともに、港まつりや春のまつりなどのイベントを繰り
返し行うことで、中心市街地への集客を図ります。
　�・地元商店街及び商店との共生、共同発展の視点に立ち、大型商業施設の適
正な立地を誘導します。
　�・商工会議所への加入の推進や既存組織の充実強化を図るとともに、そうし
た組織と連携し、中小商業者への経営指導や人材育成のための研修、制度融
資などを通じて経営基盤の強化を図ります。

　（４）農水工商業の連携による地域資源の発掘や活用、魅力発信の強化
　�・今まで地元中心で行われていたお祭りなどについて情報収集を行い、市の
ホームページにおいて写真等を掲載し、わかりやすく広報を行うなど、こま
つしまの特産品や地域資源についての情報を市内外に発信し、小松島に訪れ
たくなるようなPRを行います。
　�・地元の農水産物を詰め合わせた「うまいもん箱」のように地域資源である農
水産物を工業が加工し、商業で販売するような事業モデルに官民一体となっ
て取り組み、新たな商品の開発、生産、需要の開拓を行います。
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　�・地域の特産品や伝統的
な技法、自然や歴史遺産
等の文化財など、小松島
独自の資源を見直し、地
元の人にはありきたりの
ものでも、市外の人には
魅力的に感じるかくれた
地域資源の発掘を行い、
こまつしまのPRに役立て
ます。

・「日（いとなみ）が輝く」伝統･文化の継承･発展とスポーツの振興　
　主な取組（１）文化財・伝統の継承…………………………………………… 97
　　　　　（４）豊かな食文化の継承及び発展………………………………… 99
・「日（いとなみ）が輝く」働きたい人が働ける環境づくり　
　主な取組（２）新規雇用の場の創出…………………………………………… 110
・「街が輝く」魅力ある都市基盤の整備　　
　主な取組（２）交流基盤の整備………………………………………………… 123

関連する取組

小松島の特産品を詰め合わせた「うまいもの箱」
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小�松島市の就業構造　　平成17年の国勢調査による小松島市の就業者数は、第
１次産業1,699人（8.7％）、第２次産業4,963人（25.5％）、第３次産業12,450
人（63.9％）となっており、第３次産業への就労者が６割以上を占めています。
このことは、所得水準の向上により一通りのモノが普及し、消費構造の変化
が起こりモノよりもサービスへの需要が高まり、サービス産業が発展してい
るということを示しています。経済的に成熟した状態であることを意味して
います。
　�　人口減少社会がやってきた今日、労働力人口は大幅に減少することが予想
されます。

小�松島市の雇用状況　　こまつしまには、大企業1が少なく、東洋紡績の撤退や
日本製紙の紙事業からの撤退など相次ぐ企業や商店の撤退で雇用の場が減少
しています。徳島県内は、有効求人倍率が全国に比べると低い状況にありま
すが、正社員が雇用者の66.8%を占め、全国平均の63.1%よりも高く、全国
上位10番目となっており、逆にパート・アルバイトの雇用者に占める割合は
16.2%と全国平均の22.0%よりも低く、山形県の16.1%に次いで下から２番
目となっています。しかし、最近の新規求人状況をみると、正規職員が減っ
てきている一方で、パートなどが増加しており、また、日本全国を見ても、
国際化や経済社会の構造的な変化が進み、国際競争による価格低下や生産拠
点の海外移転、原油の高騰による生産コストの上昇や地域間競争の激化など
国内の事業者を取り巻く環境は厳しいものがあり、雇用の確保は大きな課題
です。

「日（いとなみ）が輝く」

　働きたい人が働ける環境づくり

現況と課題

1 大企業　中小企業基本法に定義のある「中小企業」を超える企業のことです。業種にもよりま
すが、例えば. 製造業、建設業、運輸業などの場合、資本金等が3億円以上の会社と、常時使用
する従業員の数が300人以上の会社等です。
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安定した雇用関係の維持と労働環境の向上
　�　「市は、雇用関係が安定的に継続されるとともに、労働条件や勤労者福祉
が向上するよう支援します。」
　　�　厚生労働省職業安定局の報道発表資料「一般職業紹介状況について」によ
る平成20年８月の全国の有効求人倍率は0.86、徳島県は0.78、徳島公共職
業安定所小松島出張所管内（小松島市と勝浦郡）では0.65です。このことか
らも分かるように、市内における雇用情勢は非常に厳しい環境にあります。
そうしたことからも、現在の雇用関係が安定的に継続されるよう市内にお
ける既存産業の活性化を支援します。

　　�　また、市民の皆さんが、仕事と家庭の調和による健康で豊かな生活を送
れるよう、雇用者や勤労者に対し最低賃金制度や労働法令の周知や啓発を
行うとともに、勤労者福祉の向上をめざし、年間総実労働時間の短縮や勤
労者等生活資金貸付制度の周知と利用促進といった雇用労働条件の改善の
ための支援を行います。

　　�　さらに、女性に対しては、結婚や出産にかかわらず、仕事が続けられる
ような子育て支援を行い働きやすい環境づくりを行います。

新しい雇用の場の創出
　�　「市は、既存産業が自らの強みを活かしつつ、地域経済の活性化を図り地
域に雇用を生み出すため、県や国・企業・学校・商工関係団体・NPOなど
の関係者と連携し、事業環境の整備推進を図ります。また、就労意欲のある
者と雇用者が求める人材のミスマッチをなくすため、就業能力の開発を行い
ます。
　�　さらに、近畿圏に近いという地理的状況や、現在、進行中の港や高速道路
の整備を進め、魅力ある事業環境を整えます。情報発信を行い、企業誘致を
進め、産業集積の促進と新規雇用の拡大を図ります。」
　　�　既存産業の活性支援は、安定的、継続的な雇用関係を維持するだけでな
く、新たな雇用の場の創出を行います。

　　�　また、市内の未就業者や従業員に対し、農林水産業の担い手の確保や、
福祉など市民のニーズに対応した生活支援サービス業に対する就業支援
や、雇用者が求める能力を身につけさせることによるスキルアップを図る
ことで就業機会の拡大を図ります。

　　�　さらに、近畿圏に近いという地理的状況を活かし港湾設備や高速道路な
ど物流網の整備を進めることなどで企業が進出しやすい環境を整え、企業

基�本�方�針
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立地促進法など国・県の施策を利用した企業誘致の促進を図ります。体験
型の観光産業など起業の支援により新たな雇用の場の拡大を図ります。

　（１）安定した雇用関係の維持と労働環境の向上
　�・安定した雇用関係を継続するため、中小企業振興事業を利用し、中小企業
者の経営に関する具体的・実践的な相談内容に応じるため、商工会議所等を
通じ、税理士や中小企業診断士等の専門家を派遣し、アドバイスや指導を行
うといった研修会を開催します。
　�・就業規則や賃金、解雇問題やサービス残業といった労働個別相談会を開催
したり、年金等について社会保険労務士による個別相談会を実施したりする
など、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。
　�・市内の中小企業者及びその従業員に対して、厚生労働省関係の助成金・奨
励金の内容や申請手続き等についての説明会を行い福利厚生の充実を図りま
す。
　�・女性が、育児と仕事を両立できるよう子育て支援の施策を充実させます。

　（２）新規雇用の場の創出
　�・既存産業の振興や起業化の促進による雇用機会の拡大を図るとともに、職
業相談機関などと連携し、年齢や適性、能力に応じた就業機会の確保をめざ
します。
　�・市内の未就業者や従業員を対象に専門講師によるパソコン講習会などを実
施し、企業が人材に求める技能を向上させ、雇用のミスマッチの解消をめざ
します。
　�・高齢化の進行により、担い手不足が想定される農水産業について、新規就
農者の確保に取り組みます。
　�・情報の提供などにより、Ｕ・Ｊ・Ｉターン2による小松島への居住を支援し

施�策�体�系

●働きたい人が働ける環境づくり

　⇨��安定した雇用関係の維持と労働環境の向上
　⇨�新規雇用の場の創出

主�な�取�組
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ます。
　�・平成19年6月に施行された企業立地促進法に基づく国・県の施策等と併せ
て企業誘致を推進し、新規雇用の拡大を図ります。
　�・団塊の世代のもつ技能を有効に活用するとともに、��高齢者が生きがいを
もって生活できるようシルバー人材センターの運営を支援します。

・「『安心』のまちづくり」その人がその人らしく住める地域社会
　主な取組（５）地域において安心して出産し、子育てできる環境の整備
　　　　　　　…………………………………………………………………… 60
・「日（いとなみ）が輝く」産業の振興　
　主な取組（１）�安全・安心な特色ある地域農林水産物の産地育成・ブランド化

とそのための環境整備………………………………………… 104
　　　　　（２）�地場産業や既存企業の活性化と新たな産業の育成・企業立地の

推進……………………………………………………………… 105

関連する取組

2 Ｕ・Ｊ・Ｉターン　生まれ育った出身地と居住地との関係を表す言葉で、「Uターン」とは、出
身地を進学や就職で離れた人が再び出身地に帰ってきて居住すること、「Jターン」とは、出身
地を進学や就職で離れた後、出身地の近隣地域などに居住すること、「Iターン」とは、出身地に
関係のない地域に居住すること。
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生�活道路　　こまつしまでは、都会に比べて公共の交通機関が未発達で少ない
ため、どうしても車を利用することが多くなっているのが実状です。そして、
車のほとんどが国道55号バイパスに集中するため、朝夕の通勤時には、慢性
的な渋滞が起こっています。
　�　市民アンケートにおいて、道路網や公共交通機関など交流基盤の整備に
対し「不満である」または「やや不満である」と答えた人の割合がそれぞれ
30.5％、22.2％あり、また、都市景観や公園の整備、生活道路など居住環境
の整備対し「不満である」または「やや不満である」と答えた人の割合もそれぞ
れ30.7％、23.2％といずれも高い数値となっています。
　�　さらに、小松島市の道路は、戦後になって本格的な整備が行われ、特に高
度成長期には、急ピッチで整備されたことから、現在、多くの道路施設が建
設後50年以上を迎え、様々な損

いた み

傷が見られるようになっています。道路橋に
ついても建設後50年以上経過したものがかなりの部分を占めることから、適
切な修繕を行わなければ、架け替えや大規模な修繕が必要となり、大きな負
担が生じる恐れがあります。

公�園　　日峯大神子広域公園、
恩山寺自然公園、市の中心部
のステーションパークなどの
公園は、市民の憩いや交流の
場として、またイベント会場
として利用されています。ま
た、平成15年には、多目的
広場やせせらぎ、水遊びがで
きるじゃぶじゃぶ池などを備
えた立江川親水公園が完成し
ています。　

住�宅　　小松島市では、これまで住宅に困窮する低所得者に対し、市営住宅の
計画的建替や施設改修などにより、健康で文化的な生活を営むことができる

「街が輝く」

　快適に暮らせる生活基盤の整備

現況と課題

手を叩くと水が流れるたぬきの像
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よう住宅の供給を行ってきま
した。
　�　市営住宅への入居希望は依
然として高いものがあります
が、施設は老朽化が進んでお
り、今後は集約化を図りなが
ら建て替えを行い、快適な生
活の確保や住宅ストックの良
好な維持管理を行うことが求
められています。

水�道　　小松島市の水道普及率は約98.0％です。概ね市民皆水道が達成されて
います。今後は設備の維持管理を行う必要があります。

ごみ処理・し尿処理など生活関連施設　　家庭から出されるごみのうち、可燃
ごみについては焼却処理をしています。ごみ焼却施設は平成13年度にダイオキ
シン排出基準（5ng ｰ TEQ/㎥　以下）に適合し、１日70ｔの焼却能力をもつ高
度処理施設になっています。
　�　リサイクルにより再資源化されないものや燃えないものは、埋立処分を
行っています。現在は、最新の処理・処分技術を用いた安全な処分場として、
県が整備を進める徳島小松島港赤石地区に最終処分場があり、ごみ焼却灰、
プラスチック溶融固化物などを年間約3,500トン程度埋め立て処理していま
す。県に対し平成17年から5年間の埋立許可期間の延長を行っていますが、
この期限が、平成21年度末にせまっています。そのため再び許可期間の延長
を行う必要がありますが、それと同時に、次の最終処分場を確保する必要に
迫られています。
　�　し尿は、各家庭や施設の単独浄化槽、合併浄化槽等から民間の許可業者が
収集し「しらさぎ浄園」(小松島市外三町村衛生組合)で処理を行っています。
施設は、平成12年に新施設が完成しており、膜分離高負荷生物脱窒素処理方
式で処理され、分離された汚泥については焼却し、水については浄化したの
ち立江川河口に放流し、環境に配慮したものとなっています。
　�　葬斎場施設は、市内及び市外から年間約500体の利用があります。施設は
築後30年以上を経過し、老朽化が進んでおり、大規模な改修を余儀なくされ
る事態が考えられます。

和田島公営住宅14号棟
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生活道路網等の整備
　�　「市は主要幹線の渋滞緩和のため、道路の体系的な整備を行います」
　　�　本市における朝夕通勤時の慢性的な渋滞は、本市が徳島・阿南の両市に
挟まれ、両市の企業などに通勤する小松島市住民と徳島・阿南市の住民が
本市を通過することによる通行量に対し、主要な道路が国道55号バイパス
と県道徳島小松島線しかないことが原因だと考えられます。

　　�　市は、渋滞の緩和や渋滞の際の間道となる市道の整備を推進するととも
に、主要道路の管理者である国や県などと連携し渋滞緩和に向けた取組を
進めます。

公園・緑地の整備
　�　「市は、市民の皆さんの憩いの場として、また、スポーツや交流する場と
して�、さらには、災害など万が一の際に避難する防災空間として、身近な公
園・広場・緑地の計画的な整備と緑化を進めます。」
　　�　子供や高齢者の安全な遊び場、憩いの場、スポーツ・レクリエーション
の場、交流やイベントの場として、また生活にうるおいをあたえる緑空間
や防災空間として多機能な公園の整備、公共空間や敷地内の緑化などを進
めていきます。

社会ニーズに対応した公営住宅整備
　�　「市は多様化する居住者ニーズに応え、高齢者や障がい（児）者が住みやす
く、心豊かに暮らす快適で安全な市営住宅の整備を促進します。」
　　�　ライフスタイルが多様化してきている中で、住まいの質的な面に対する
市営住宅に住んでいる市民の皆さんからの要望も強まってきており、長持
ちのする良好な家づくり、高齢社会にも対応できる質の高い住まいづくり
が求められています。公営住宅をこうした要望に応えられるよう整備しま
す。

安全な水の安定供給
　�　「市は、安全でおいしい水を安定的に供給するため、災害に強い水道シス
テムを構築します。」
　　�　平成18年12月に策定した水道施設耐震化事業計画、水道事業経営計画に
基づき、効率的な施設整備を行うとともに、配水管管理システムの活用に
よる管網整備、配水管管理等、資産の維持管理を図るほか、水道サービス

基�本�方�針
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の質的向上をめざし、水道事業の健全性を維持するために、経営効率化の
さらなる推進や費用対効果を考慮した事業の実施を継続的に行います。ま
た、少子高齢社会、人口減少など水道事業を取り巻く周辺環境の変化、団
塊の世代に代表される大量
退職による技術の継承、地
方分権や規制緩和の進展な
ど水道事業経営環境の変化
に対応していくとともに、
水質や災害時対応、地球環
境問題や循環型社会への対
応など技術的な課題にも対
応していきます。

生活関連施設
　�　「ごみ処理施設などの生活関連施設については、適切に維持補修を行い、運
用します。広域行政の視点も取り入れ、施設のライフサイクルに応じた更新
を進めます。」
　　�　ごみ処理については、市民の皆様に分別の徹底をお願いし、可燃ごみを
現状の一日あたり70トンに収まるようにします。市は、資源ごみの回収を
今以上に推進し、ごみの減量化を図ります。処理施設の延命を図るととも
に、安全で確実な運営に取り組みます。施設の更新については、近隣市町
村との広域による取り組みも考慮し進めます。

　　�　し尿の処理体制については、公共下水道事業や合併処理浄化槽整備事業
により環境に配慮した現在の状況を維持します。

　　�　葬斎場施設については、新しい施設の整備について検討を進めます。

田浦浄水場の整備予定図
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　（１）生活道路網等の整備
　�・渋滞緩和のため、間道とな
る市道の整備を進めます。
　�・現在取り組んでいる防衛省
の補助事業による小松島航空
基地周辺整備事業や国土交通
省道路局の臨時交付金補助事
業を推進します。今後も、国
などからの補助金等を積極的
に活用し、生活道路網の整備
を行います。　
　�・主要道路については、管理
者である国や県に働きかけを行い、直轄事業の要望を行います。

　（２）公園・広場・緑地の整備
　�・身近で気軽に利用できる公園や広場の整備を図ります。
　�・日峯大神子広域公園、恩山寺自然公園の自然環境を活かし、特色と魅力あ
る環境づくりを行います。
　�・徳島小松島港赤石地区の緑地計画など緑地整備を進めます。

　（３）社会ニーズに対応した公営住宅整備
　�・住宅マスタープランに代わる新たな公営住宅整備のための指針を策定し、
老朽化した団地の入居者に対する他の団地への移転を進め、公営住宅の集約

施�策�体�系

●快適に暮らせる生活基盤の整備

　⇨��生活道路網等の整備
　⇨�公園・広場・緑地の整備
　⇨�社会ニーズに対応した公営住宅整備備
　⇨�安全な水の安定供給
　⇨�ごみ処理・し尿処理など生活関連施設の整備・充実

主�な�取�組

県道阿南小松島線開通の様子
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化を図り、利便性の向上と効率的な運営を図ります。
　�・長持ちのする良好な家づくりをめざして小集落住宅外壁等改修工事を行い
ます。

　（４）安全な水の安定供給
　�・安全な水を安定供給するため、上水道システムを維持していきます。中長
期的な視点で、計画的に効率的に施設更新を行います。
　�・新たな水質課題へ対応し、監視強化を図ります。例えば、クリプトスポリ
ジウムの様な病原性原虫など、将来的な原水水質悪化に対応できるような施
設整備（処理プロセスを増設しやすい設計など）を行います。取水環境の変化
に対応して指標菌検査の頻度を高めるなど、水道の安全性の確保を行います。
　�・浄水場設備の更新に伴い新たな処理プロセスを導入することで、より安心
な水道水を供給します。
　�・送配水の段階での水質劣化要因を除去します。浄水処理された安全でおい
しい水が、送配水段階で水質劣化しないよう、水の滞留箇所のループ化や管
路口径の最適化を図ります。

　（５）ごみ処理・し尿処理など生活関連施設の整備・充実
　�・施設の延命を図るため、市民の皆さんには、市が進めるゴミ減量化のため
のさまざまな取り組みへの協力をお願いします。市は、廃プラスチックの再
資源化を実施することで最終処分場への埋立量を減らし、それにより、現在
の処分場の埋立可能期間を可能な限り延長します。
　�・次期処分場の確保に向けた取り組みについては、県や近隣市町村との共同
設置の可能性について検討を行うなど広域化に向けた取り組みを行います。
　�・公共下水道、合併処理浄化槽の事業を進めながら、より衛生的なし尿の収集・
運搬・処理体制を構築します。
　�・葬斎場施設については、老朽化した施設の更新に取り組みます。その際に
は徳島東部地域における広域による施設整備という考え方にも充分に配慮を
しながら、従来の直営方式にこだわることなく、民間活力の導入も含めた検
討を行います。さらに運営については、充実した多様なサービスを求める市
民ニーズの変化に対応するため、業務形態の変更も含めた事業改善の検討を
行います。
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・「『安全』のまちづくり」災害被害の減少
　主な取組（１）市民の生命、財産を守る雨水排水事業と高潮対策………… 45
　　　　　（２）火災その他の災害による被害の減少………………………… 46
　　　　　（３）地震や津波の被害を軽減する減災のまちづくり…………… 46
　　　　　（５）災害からの早期復旧…………………………………………… 48
・「『安全』のまちづくり」安全な日常生活の確保
　主な取組（１）交通安全施設、道路施設の整備・改善と交通安全意識の向上
　…………………………………………………………………………………… 51
・「『安心』のまちづくり」その人がその人らしく住める地域社会
　主な取組（１）弱者に配慮した優しいまちづくり…………………………… 58
・「『安心』のまちづくり」生活環境への阻害要因の減少
　主な取組（１）環境への負荷の少ない循環型都市の構築…………………… 68
・「日（いとなみ）が輝く」伝統･文化の継承･発展とスポーツの振興　
　主な取組（３）生涯スポーツの推進…………………………………………… 98

関連する取組
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中�心市街地　　小松島市の中心市街地は、居住者の高齢化と住宅の老朽化が進
んでいます。小松島市では、中心市街地の再生を目的として、旧国鉄跡地の�
「跡地利用計画」を昭和61年に策定し、平成元年から平成５年の間に、国や県
とも連携しながら、文化・行政ゾーンとして再開発を行いました。この開発
により建設された「たぬき広場」や「SL記念広場」などを備えたステーション
パーク周辺は、現在、市立図書館を兼ねた生涯学習センターや小松島地方合
同庁舎、金長たぬき郵便局、総合コミュニティーセンター「トレピ」さらに
は保健センター・ミリカ
ホールなどの公共・文化
施設と、自転車・歩行者
専用道路、しおかぜ公園
といった公園施設の整備
が完了しています。
　�　また、最近では、徳島
赤十字病院の移転を機
に、民間主導による複合
ビルや商業施設の建設な
どが行われました。
　�　県により、国道55号線と県道小松島佐那河内線交差点とを結ぶアクセス道
路・県道花園日開野線バイパスが整備されました。
　�　小松島市では、こうした事業に補助金や負担金を支出し、支援を行ってき
ました。
　�　中心市街地につながる本港地区については、遊休化したフェリーターミナ
ルを生かした小松島みなと交流センター「kocolo」を中心として、イベント
や常設の特産品販売所を通して「港に集うまちづくり」が行われています。ま
た、現在、「kocolo」南側では、県と市が共同して、ウッドデッキやパーゴラ
などの整備を進めています。
　�　今後も人が集まる街として魅力を高める整備が求められるとともに、既成
市街地における生活道路・下水道の整備などが課題です。

「街が輝く」

　魅力ある都市基盤の整備

現況と課題

新しくなった徳島赤十字病院
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高�速道路　　「四国８の字ネッ
トワーク」の大部分を占める
四国横断自動車道（高速道路）
は、阿南－小松島間は平成
16年１月に、小松島－徳島
東間は平成18年２月に、新
直轄方式1で整備されること
がそれぞれ決定されました。
　�　現在、小松島市内各地区で
対策協議会が設立され、道路
本体の構造と、道路建設に伴
う周辺対策事業について調整
する、いわゆる「設計協議」が各地区で行われています。
　�　高速道路ネットワークの空白地帯を解消するために計画されている地域高
規格道路「阿南安芸自動車道」と相まって、四国東南部の発展に重要な役割を
果たすものと期待されています。

高�度情報化　　近年の情報処理技術の発展はめざましいものがあります。イン
ターネットが普及し、インターネットショッピング、インターネットバンキ
ング、Eメールは、安価に容易に利用できるようになりました。パソコンの
個人所有の普及で、「一家に一台」から「一人一台」という状況になりつつあり
ます。さらに、携帯電話は、電話よりもインターネットに接続された端末機
器としてみんなが利用するようになり、モバイルコンピューティング2環境が
整いつつあります。
　�　その一方で、高齢者や経済的弱者など、コンピュータの利用が困難な人た
ちへの情報伝達が困難になってくる事例、いわゆるデジタルデバイドも見ら
れるようになりました。
　�　平成23年７月には、現在のアナログテレビ放送は終了し、地上デジタルテ
レビ放送に移行します。アナログテレビ放送終了後、地上デジタルテレビ放
送を視聴するには、デジタルテレビに買い替えるか、アナログテレビにデジ
タルチューナーを買い足すか、ケーブルテレビで視聴するか、の３つから選
択することになります。

高速道路の設計協議・調印式

1 新直轄方式　高速自動車国道等の建設等において、国と地方自治体が資金協力して建設する
方式のことです。完成後は無料開放となります。
2 モバイルコンピューティング　携帯型のコンピューターと携帯電話などを組み合わせ，場所
を限定せずにネットワークにアクセスすること、またはその環境のことを指します。
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　�　小松島市には、テレビアンテナを用いずに，映像を同軸ケーブルや光ファ
イバーケーブルを用いて情報のやりとりを行う「ケーブルテレビ」の会社が２
社存在し、平成20年２月時点で約5,000世帯が加入しており、市の世帯数の
30％を超えています。

中心市街地の計画的な整備
　�　「市は、市の顔となる賑わいと活気のある中心市街地となるよう着実な整
備を推進し、美しい街並み景観づくりを進めます。
　中心市街地活性化のための組織づくり、人づくりを積極的に支援します。」
　　�　中心市街地では、定住人口の増加を図るため、充実した医療・福祉施設、
水辺や緑豊かな都市環境、商業施設や駅との近接性、利便性を生かし、若
者からお年寄りまですべてのライフステージにおいて、人々が安心して住
めるまちとして都市機能を強化します。

　　�　また、徒歩圏内に主な行政・文化施設と自然空間、歴史的資源があるこ
とから、これらを有機的に結ぶことで、「歩いて楽しい」小松島だけの魅力
ある都市景観を形成しま
す。さらに、イベントな
どを通して、市外からも
人が集うよう街としての
魅力を高めます。

　　�　これらの活性化策の担
い手、実行母体となる組
織づくり、人づくりを推
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。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。」
　　�　四国横断自動車道・阿南―徳島東間の早期完成を図り、四国東南部にお
ける主要都市間の移動時間を短縮します。一般国道55号線などの主要幹線
道路の慢性的な渋滞を解消します。大規模災害や救急医療などの緊急時に
おける円滑な救急輸送を実現します。また、関西地方や四国の他県からの
所要時間を短縮し、経済や観光における広域交流を促進します。さらに、

基�本�方�針

日峯山頂からみた中心市街地
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公共交通機関の整備を行うことで、県内はもとより、「近畿圏へも近い小
松島」をめざします。

高度情報化への対応
　�　「インターネットによる市からの情報発信、市民からの情報収集を進め、市
民との情報共有に基づくまちづくりを推進します。市民サービスの向上、産
業活動の活性化、災害時の情報提供を向上させます。」
　　�　生活に必要な情報を自由に活用できるよう小学校から積極的に情報教育
を行います。行政情報の発信や収集についても時間や場所に制限されない
インターネットの活用を積極的に行います。また、利用しやすい情報通信
ネットワークの整備を事業者に対し要請していきます。

　　�　デジタルデバイドを解消するため、情報教育を行い高度情報化社会に対
応した人材育成を行うとともに、国が進める「u-Japan」構想3に添った対
応をしていきます。

　（１）中心市街地・周辺市街地の計画的な整備
　�・県道花園日開野線バイパスの開通により、これまで課題とされてきた中心
市街地から国道55号線へのアクセスの問題が解決しました。
　�　今後は、既に整備されている掘割りやステーションパークなどの景観を維
持し、商業者や市民の皆さんによる、美しい街並みや建築・看板デザインと
いったまちづくりの取り組みや各種イベントの支援を行います。こうしたこ
とにより、中心市街地へ人の流れを呼び戻し、活性化を図ります。
　�　また、県が進める「はなみずきプロジェクト」4�に協力し、医療・福祉ゾー

3 「u-Japan」構想　「いつでも、どこでも、誰もが情報通信ネットワークを利用して社会に参加
できる」というユビキタス社会の実現に向けて、ネットワークの整備や情報通信技術の利活用の
高度化、利用環境の整備などの国が進める政策です。

施�策�体�系

●魅力ある都市基盤の整備

　⇨��中心市街地・周辺市街地の計画的な整備
　⇨�交流基盤の整備
　⇨�高度情報化への対応

主�な�取�組
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4 「はなみずきプロジェクト」　県が旧日赤病院跡地において進める事業で、発達障害児（者）と
その家族が抱える不安の軽減や、発達障害児（者）の「自立と社会参加」を進めるため、福祉・教育・
医療によるゾーンを形成し、発達障害者に対する総合的な支援拠点とする計画です。
5 ブロードバンド　高速な通信回線の普及によって実現される次世代のコンピュータネット
ワークと、その上で提供される大容量のデータを活用した新たなサービスのことです。
6 ユビキタス（ubiquitous） 本来の意味は、同時に，どこにでもあること。

ンとしての機能の充実を図ります。
　�・中心市街地につながる徳島小松島港本港地区については、小松島みなと交
流センター「kocolo」を中心として、県など関係機関と協力しながら駐車場
やイベント広場などの整備を促進し、人が集いやすいまちづくりを進めます。
さらに、しおかぜ公園の整備を進めることで、そこから続く、中心市街地へ
の人の流れを生み出します。　
　�・金磯地区については、「金磯地区まちづくり計画」に基づいて公共公益施設
（幹線道路、都市下水路）の整備を促進します。昭和57年に制定された「金磯
地区整備基金条例」を活用しながら主要区画道路・公園などの整備を図ります。

　（２）交流基盤の整備
　�・四国横断自動車道の整備は、市の活性化を図る重要な事業であるため、市
は早期完成に向け国及び県と一体となり事業を推進します。
　�・徳島小松島港については、国・県が進める事業に対し要望や協力を行い、
本港地区については、にぎわいを復活させるよう、また、赤石地区について
はポートセールスなどにより貨物取扱量が増えるよう、整備を行います。
　�・市営バスをはじめとする路線バスや鉄道など公共交通を運行する事業者に
対し、支援や要請を行い、市民が利用しやすい公共交通網の維持・確保を行
います。

　（３）高度情報化への対応
　�・民間業者に、インターネット接続の高速化を要請し、ブロードバンド5環境
の充実を促進します。
　�・双方向性というインターネットの特性を活かした地域情報発信を適切に促
進し、市のイメージアップや産業の振興を図ります。
　�・高度情報化社会に対応した人材を育成するため、小中学校における情報教
育の充実を図ります。
　�・「いつでも、どこでも、誰もが情報通信ネットワークを利用して社会に参
加できる」というユビキタス6社会の実現に向けた国の「ｕｰ Japan」構想の実
現に向けた取り組みを行います。
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・「『信頼』のまちづくり」共にすすめるまちづくり
　主な取組（２）地域の特性に合ったまちづくりのための情報共有………… 72
・「日（いとなみ）が輝く」産業の振興　
　主な取組（２）�地場産業や既存企業の活性化と新たな産業の育成・企業立地の

推進……………………………………………………………… 105
　　　　　（３）にぎわいのある魅力的な商店街づくりの促進と経営基盤の強化
　　　　　　　…………………………………………………………………… 106

関連する取組



資　料

画：小松島中学校２年
関
せきもと

本　桃
ももこ

子



126

　小松島市基本構想等審議会条例

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)　市議会議員
　(2)　関係団体を代表する者
　(3)　学識経験を有する者
　(4)　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，企画財政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。
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小総政第110号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年８月４日

��小松島市
　第５次基本構想等審議会会長　殿

�小松島市長　稲�田　米�昭

 小松島市の都市づくりの基本方向について（諮問）

　小松島市第５次総合計画の策定にあたり、小松島市基本構想等審議会条例第
２条の規定に基づき、小松島市の都市づくりの基本方向について、貴審議会に
意見を諮問いたしますので、審議を賜り、答申くださるようお願いいたします。

諮　問　内　容

　１．将来都市像
�　���(1）平成28年度（西暦2016年度）の都市像
�　���(2）まちづくりの基本目標
��　��(3）将来人口及び関係指標

　２．施策の大綱
��　��(1）市民生活の将来像
��　��(2）まちづくりの重点事業

　３．土地利用基本構想
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 答　　申

平成20年11月17日

��小松島市長
　　稲�田　米�昭�殿

小松島市基本構想等審議会
�会長　松�村　豊�大

　平成20年8月4日付小総政第110号にて諮問されました、小松島市第五次総合計画について審議いたしま

したので、答申いたします。

記

１．審議の経過　　　別紙１

２．審議会の委員　　別紙２

３．審議の概要

　人口減少時代を迎え、これまでの拡大基調を基本としてきたわが国の社会経済システムは抜本的な見直

しをせまられています。地方自治体の行政も、持てるリソースをより一層効率よく投入する「選択と集中」

が求められています。小松島市においては、きびしい財政状況を鑑みるに、より一層の効率化への努力が

求められています。

　本格的な地方分権の時代を迎え、地方がその個性を活かし、「その街らしい」まちづくりが、急務であ

ります。市民の皆さんの多様な要望にきめ細かく応える行政が求められる一方で、市民の皆さんの主体的

な参加、「自分ができることは自分でする」という姿勢も必要となっています。

　「安全・安心・信頼のこまつしま」このキャッチフレーズに含まれる、「安全」「安心」「信頼」のいずれも、

市の行政と市民の皆さんが手を携えて推進しなければ画餅に帰すことになります。

　「小松島市第五次総合計画」が、市の行政と市民の皆さんの「信頼」の紐帯となるように、委員一同で

議論を重ねました。

４．答申事項

（１）将来都市像

　①　平成28（西暦2016）年度の都市像

　昭和60（1985）年の国鉄小松島線の廃止以後、23年が経過しました。和歌山と小松島を結ぶ航路も徳

島港に発着するようになり、かつて「四国の玄関」として栄えたこまつしまは、その役割を、「人々が安

心してくらせるこまつしま」へと変えつつあります。

　平成10（1998）年に明石海峡大橋が供用開始となり、神戸淡路鳴門自動車道路が全通してから、10年

が経過しました。接続する四国横断自動車道の整備も決定され、物や人の流れは、より一層スムーズになり、

関西地区との時間的距
へだたり

離はますます短くなりつつあります。関西経済圏と一体となった経済活動が可能と

なり、「関西の大都会」を見据えた、こまつしまの特徴を出せるまちづくりができる時代を迎えています。

　日本で、今のままの少子高齢化社会が進行するとすれば、後述するように、小松島市の人口は平成27
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（2015）年には4万人を割り込むことが考えられます。これまでの行政計画も、行政運営も人口が増加す

ることを前提としたものでしたが、平成28�(2016)�年までの8年間には、人口減少を前提とした行政計画

をたてること、行政運営を行うことが求められます。

　人口減少時代において、経済活動を維持発展させていくためには、(1)労働力人口を増やすこと、(2)一

人当たりの労働生産性を高めることが必要となります。

　労働力人口を増やすには、高齢者や女性の労働力率を高めることが重要となり、働き場所を確保するこ

と、育児と仕事の両立をはかることができるようにすることが必要となります。また、公共部門が行って

いた行政サービスを市民の皆さんに担ってもらうことも必要となります。

　一人当たりの労働生産性を高めるためには、付加価値の高い製品の生産が重要となります。高付加価値

型企業の誘致、付加価値の高い農水産物、工業生産物の生産を進めることが必要となります。

　平成28（2016）年度のこまつしまは、市民の皆さん一人ひとりが、輝いて活躍する場があり、安心し

て暮せるまちでありたいと願うとともに、その実現にむけた市の行政運営の努力のもとでの実現可能性を

確信するところです。

　市民の皆さんの考える８年後のこまつしまは、「保健・医療の充実したまち」、「若者が住み、交流し、

活躍できるまち」「安全で災害に強いまち」であるとされています（3.市民ニーズの動向　総合計画　

p15）。人口減少時代、少子高齢化時代の進行を予測し、８年後に必要な行政サービスを認識した結果と

一致していると考えられます。

　②　まちづくりの基本目標

　「安全・安心・信頼のこまつしま」

　　　　

　「人間の安全保障」とは、20世紀の冷戦時代が国家を通じた「安全保障」をすすめた時代であったこと

に対して、国民・市民一人ひとりが、生命の安全を脅かせることが無いようにするという考え方です。テ

ロや犯罪の被害にあわないというだけでなく、災害、病気や環境破壊から人間の生命が「安全」である状

態が維持されることが必要であるという21世紀の安全保障を意味しています。

　「安心」とは、物理的に、災害、病気や環境破壊から守られているというだけでなく、精神的にも安全

な状態が維持されていることを意味します。失業、病気と言った万一の事態は、誰にでもおこりうる可能

性があります。その可能性を減少させ、精神的な支えがあってこそ、始めて「安心」が生まれます。

　「信頼」は、市の行政と市民との間で、あるいは市民相互で、コミュニケーションが取れていることで

生まれます。市の行政にすべて「押し付け」てしまうのでなく、市民が自らの手でできることは何か、市

の行政は常に何をしているのか、「情報」が「共有」できてこそ、信頼が生まれ、協働することで、真の「住

民自治」が実現すると考えます。

　③　将来人口及び関連指標

　小松島市の人口は、国立社会保障・人口問題研究所、徳島経済研究所などの研究機関の人口予測では、

平成32（2020）年には4万人を割り込むと予測するものや、平成27（2015）年に4万人を割り込むと予

測するものがあります。

　目標人口は、魅力あるまちづくりの施策が効果を発揮するとして、4万２千人とします。
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（２）施策の大綱
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①市民生活の将来像
　市民の現実の生活は、地球規模や国家規模の経済状態に左右されるため、地方自治体がいか
なる努力をしても、制御できるものではありません。しかしながら、市民が「理想」とする生
活を将来像として思い描き、その実現にむけて、こまつしま市が努力を重ねることは、意味の
ないことではありません。
　(1)海や山がすぐそばにあり、自然を愛し、親しみのある環境を共有する。小松島市内で歴史
や伝統文化を感じることができる。
　(2)付加価値のある農水産物が生産・消費され、付加価値型の商工業が発展し、生き生きと働
くことができる。
　(3)高齢社会での健康不安が少なく、すべての世代が、充実した医療や福祉の恩恵をうけるこ
とができる。
　(4)災害にあったときの生活が確保され、一日もはやく元の生活をおくることができるように
復興することができる。
　(5)地域のさまざまな事業に参加し、自らが「こまつしまの一員」であることを自覚すること
ができる。
　このようなことができる市民生活が理想であり、平成28年のこまつしまの理想の姿であると
いえます。

　②まちづくりの重点事業
　行政のリソースを集中して投入する場面としては、基本目標である「安全」「安心」「信頼」の
まちづくりが考えられます。

　(1)「安全」のまちづくり
　　・災害被害の減少
　　　　市民の生命、財産を守る雨水排水事業
　　　　火災その他の災害による被害の減少
　　　　地震や津波の被害を軽減する減災のまちづくり
　　　　正確な防災・気象情報の収集と提供を行い、災害等に対する適確な対応策の提供
　　　　災害からの早期復旧
　　・安全な日常生活の確保
　　　　交通安全施設、道路施設の整備・改善と交通安全意識の向上
　　　　防犯体制の充実・強化
　　　　消費者意識の啓発と消費者保護の体制作り
　
　(2)「安心」のまちづくり
　　・その人がその人らしく住める地域社会
　　　　弱者に配慮した優しいまちづくり�
　　　　すべての中高齢者が参加できる利用しやすい健康づくり・介護予防体系の構築�
　　　　援護活動の充実と生活自立等への支援�
　　　　障がい当事者との意見交換等による官民協同の推進と南部１障害者自立支援協議会の
　　　　充実による関係機関の連携強化�
　　　　地域において安心して出産し、子育てできる環境の整備
　　・頼りに出来る医療環境
　　　　救急救命・救急医療体制の充実
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　　　　健全で円滑な医療保険制度の運営
　　・生活阻害要因の解消
　　　　環境への負荷の少ない循環型都市の構築
　　　　豊かな自然を保護し共生するまちづくり

　　(3)「信頼」のまちづくり
　　・共に進めるまちづくり
　　　　市民の皆さんの自主的な活動支援と公共サービスの担い手の育成
　　　　地域の特性に合ったまちづくりのための情報共有
　　・効率的な行政運営
　　　　持続可能な行財政経営システムを構築と、計画的な運営
　　　　行政運営における効率的・効果的なITの活用
　　　　広域行政の推進
　
（３）土地利用基本構想
　小松島市は、全域が徳島県の指定する「徳島東部都市計画区域」に指定されています。都市
計画区域指定による「地域地区」の区分に従いながら、小松島市の一体的な発展が求められます。
　こまつしまらしい都市像を実現するために、①都市の核として、情報の発信と集積をになう
中心地、②交流拠点として、ひとがあつまる体育館、公園緑地整備③風致地区として、こまつ
しまの自然環境を愛でる地域や自然公園④広域連携軸及び地域連携軸としての道路用地、交通
機関用地として、利用形態を考えた集中的な利用が求められます。

以上
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日　時　　／　　場　所 会　議　の　テ　ー　マ

第１回
８月４日（月）午後１時30分
小松島市役所　４階大会議室

（１）会長・副会長の選任について
（２）�小松島市の財政の現状と今後の進め

方等について

第２回
８月26日（火）午後１時30分
小松島市役所　４階大会議室

（１）序章部分について

第３回
９月13日（土）午後１時30分
小松島市役所　４階大会議室

（１）「『信頼』のまちづくり」について
（２）「『人が輝く』まちづくり」について

第４回
10月８日（水）午後１時30分
小松島市役所　４階大会議室

（１）�「『人が輝く』まちづくり」のうち
　　�「生涯を通して学べる環境づくり」に
ついて

（２）�「『日（いとなみ）が輝く』まちづくり」
のうち

　　「伝統文化の継承」について
（３）「『安全』のまちづくり」について

第５回
10月22日（水）午後１時30分
ミリカホール

（１）「『安心』のまちづくり」について
（２）�「『日（いとなみ）が輝く』まちづくり」

のうち
　　「産業振興」について

第６回
10月29日（水）午後１時30分
ミリカホール

（１）�「『日（いとなみ）が輝く』のうち
　　�「産業振興」・「雇用の場の確保｣ につ
いて

�（２）「『街が輝く』」について

第７回
11月５日（水）午後１時30分
小松島市役所　４階大会議室

答申について、まとめ

別紙１

審　議　の　経　過
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別紙２

小松島市基本構想等審議会　委員名簿

会　長 松 村　 豊 大 徳島文理大学大学院総合政策研究科　教授

副会長 藤 井　 克 明 小松島市都市計画審議会　会長
小松島市社会福祉協議会　会長

委　員 荒 井　 義 之 東とくしま農業協同組合　代表理事組合長

〃 市 原　 雅 博 小松島市自主防災連合会　会長

〃 井 上　 浩 子 小松島市教育委員会　委員長

〃 河 西　　� 博 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

〃 坂 本　 敏 郎 阿波銀行小松島支店兼中田支店　支店長　

〃 杉 原　 善 治 社団法人小松島青年会議所　理事長

〃 住 村　 和 彦 小松島漁業協同組合　組合長

〃 谷　　　明彦 小松島市PTA連合会　会長

〃 谷　　　亮弘 小松島市人権擁護委員

〃 中�野　　　晋 徳島大学大学院　環境防災研究センター　教授
工学博士

〃 中�山　　　功 小松島市衛生組合連合会　会長
小松島市身体障害者連合会　会長

〃 畠山　ツミ子 小松島市連合婦人会　会長

〃 服 部　 文 昭 小松島市文化協会　会長

〃 藤 野　 佳 世 小松島医師会

〃 松 下　 純 子 徳島文理大学人間生活学部　准教授

〃 松 本　 利 夫 小松島消費者協会　会長

〃 松 本　 真 樹 港まちづくりファンタジーハーバーこまつしま�事務局長

〃 村� 田　順� 子 小松島商工会議所　専務理事

〃 山� 本　紘� 一 株式会社　山本鉄工所　代表取締役社長

五十音順（敬称略）



総合計画をまとめて

　議論を重ねに重ねた「小松島市総合計画」がようやく出来上がった。

　事務局を務められた小松島市総務部総合政策推進課の皆さんは、短期間での作

業に御尽力いただいた、記して感謝したい。

　さて、この「総合計画」をまとめるにあたって、３つのキーワードを設定して

審議会での議論を進めた。キーワードは「人口減少社会」「官民パートナーシップ」

「市民の皆さんに読んでもらえる」である。

　日本は「人口減少社会」へ突入した。「人口減少社会」への突入を避けるために、

子育て支援などの人口増加政策も打たれたが、効果はなかったようだ。人口が減

るということは、日本人の誰も経験したことのない事象である。人口減少社会では、

一生懸命努力してよいものを作ったり、売ったりしても、売上は伸びないという

現象がおきるようになる。顧客の「割合」が増えても「実数」が減る場合だ。こ

れまでの拡大基調を中心に据えた考え方を逆転させなくてはならない。ましてや、

「予算と権限の拡大」を至上命題とする官僚的な考え方では、まったく『何も出来

ない』時代が来たのだ。

　政府は、地方分権の名のもとで、国の役割を大幅に縮小した。規制緩和も外国

の圧力に屈した結果だ。政府は「民に出来ることは民に」と言った（ちなみに私

は、「上から目線」のこの言葉が大嫌いである）。小松島市の財政状況は大変厳しい。

人口減少社会では税収も伸びないのだ。市ができることは、おのずと限られてし

まう。「補助金がでる仕事」をまっているのではなく、行政に頼らないで「自分の

ことは自分で」しなくてはならない時代となった。

　「市民自ら何を考え、行動するのか」「市は何をするのか」このことを考えるため

には、市と市民とのコミュニケーションが重要である。市が難解・抽象的な行政

用語でいくら説明しても、情報発信しても、コミュニケーションは成立しない。

「この『行政計画』を、家庭のマガジンラックに入れてもらい、時々見てもらおう」

委員会での合言葉だった。写真を豊富に、平易な言葉で表現する、予算の関係で、

理想通りにはいかなかったところもあるけれども、これまでの行政計画の文書と

は違ったものになっているはずだ。

　「安心・安全・信頼のこまつしま」この理念を市民の皆さんと市の「職員」の皆

さんとで共有できますように。

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松島市基本計画等審議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　松　村　豊　大

　　　　　　　徳島文理大学大学院総合政策研究科（博士・政策科学）




