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ごあいさつ 

  

  

少子・高齢化による人口動態の変化や急速な情報化の

進展などにより、本市を取り巻く環境が激変する中、今

こそ将来の姿を展望し、示していく必要があるとの観点

から、本市の未来に向けた次なる道標となる第５次総合

計画を平成 21 年度に策定し、現在も計画の目標とする

都市像である「安全・安心・信頼のこまつしま」の実現

に向けて、市民の皆様とともに全力を挙げて取り組んで

いるところであります。 

 

この間、財政の健全化に向けて行財政改革を進めながら、近い将来、発生が

危惧されております「南海トラフの巨大地震」などの災害時に備え、限られた

財源の中で、市内小中学校施設の耐震化や雨水ポンプ場の整備などを行ってき

ました。また、ハード面だけでなく「子育てのしやすいまち」を目指し、徳島

赤十字病院を中心とする恵まれた医療環境を活かしながら、医療・福祉の充実

を図るとともに、幼保一体運営の開始等の新たな取り組みや、子どもはぐくみ

医療費助成制度の拡充等にも努め、少子化対策・子育て支援にも取り組んでき

ました。 

 

今後は、地方交付税の確保が不透明なことに加え、地価の下落による税収の

減少などにより、歳入動向も確たる見通しが立たない状況が続くことが見込ま

れます。このようなことから、後期基本計画の策定にあたりましては、財政健

全化を推進しながらも、限られた財源の中で「選択と集中」により、引き続き、

地域の特性を活かした個性あるまちづくりを行うことができる基本計画としま

した。 

 

 市民の皆様におかれましては、計画の実現に向けて、今後もより一層のご支

援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 終わりに、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基本

構想等審議会委員各位、並びに市民の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

小松島市長  濱 田  保 徳 
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Ⅰ 後期基本計画の策定にあたって 

 

１．計画策定の趣旨 

小松島市では、平成 28 年度を目標年次とする「小松島市第 5 次総合計画」

を平成 21 年に策定し、目標とする都市像である「安全・安心・信頼のこまつ

しま」をめざしたまちづくりを展開してきました。 

その間、財政の健全化に向けて行財政改革を進めながら、限られた財源の中

で、雨水ポンプ場の整備や学校施設の耐震化などの防災・減災対策に取り組む

とともに、乳幼児等医療費助成制度の拡充や保育事業の充実といった少子化対

策・子育て支援策に取り組んできました。 

このたび、平成 24 年度で前期基本計画の計画期間が終了することから、前

期計画の取り組みを検証するとともに、社会情勢等の変化を踏まえて見直しを

行い、平成 25 年度から平成 28 年度までの 4 年間を計画期間とする「後期

基本計画」を策定するものです。 

 

２．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。 

 

   

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。 

 

 

基本構想に基づき本市行政の方向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、後期を平成 25(2013)年

4 月 1 日～平成 29(2017)年 3 月 31 日の 4 年間とします。 

 

 

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

クルとします。1 サイクル 3 年間で、毎年度見直します。 

基本構想 

 

基本計画 

 

行動計画 
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 【計画の構成】 

基本構想

行動計画

基本計画
（前期・後期）

 

 

 

【計画期間】 

 

 

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

 改善

 改善

 改善

 改善

 改善 行動計画

 改善

 改善 行動計画

行動計画

行動計画

行動計画

行動計画

行動計画

基本構想（平成21年度～平成28年度）

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）

行動計画（計画・実施・評価）
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Ⅱ 小松島市を取り巻く環境 

 

１．小松島市の現状 ～こまつしまの位置・地勢・沿革～ 

 

（１）こまつしまの位置・地勢 

 小松島市は、徳島県の東部、瀬戸内海に面し、市域は東西 9.1 ㎞、南北 8.5

㎞です。面積は 45.30㎢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ました。明治 40 年 10 月 21 日には小松島村が勝浦郡

小松島町に、また、明治 41 年 7 月 20 日には立江村が那賀郡立江町となり

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

鋼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、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ていきました。 

http://sankei.jp.msn.com/life/trend/080403/trd0804031210004-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/life/trend/080403/trd0804031210004-n1.htm
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 さらに、平成 10 年 4 月に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 

 平成 18 年 5 月に徳島赤十字病院が移転改築され、その跡地に発達障がい

者を支援するための総合的な支援拠点として、全国に例のない「発達障害者

総合支援ゾーン」が平成 24 年 4 月に整備されたことに伴い、かつて港湾都

市の顔として賑わっていた商業ゾーンは、医療・福祉ゾーンとして生まれ変

わりました。 

また、港湾都市としての機能についても、かつて旅客で賑わった徳島小松

島港本港地区が国土交通省より港オアシスとして認定されるとともに、赤石

地区に四国最大級のガントリークレーンが設置され、大型公共埠頭が整備さ

れるなど新たな局面を迎えています。 

 平成 20 年 9 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

場が紙事業から撤退しましたが、その跡地には阿波製紙株式会社が進出する

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．小松島市を取り巻く社会の潮流 

 

（１）防災、減災への取り組み 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、死者が 15,000 人を

超え、行方不明者が 3,000 人を超えるという未曽有の大災害となりました。

死因については、平成 7 年に発生した阪神・淡路大震災では死者・行方不明

者 6,437 人のうちほとんどの方が建物倒壊によるものでしたが、東日本大震

災では約 9 割の方が津波による溺死で亡くなっているとされています1。 

本市は沿岸部が多く、近い将来、東南海・南海地震の発生が危惧されており、

東日本大震災以降、地震・津波対策としての「安全」に対する市民の意識が、

より一層高まっています。また、近年は、日本各地で局地的大雨や集中豪雨に

よる災害が頻発しています。 

本市では、沿岸部を中心に広い範囲で津波による被害が想定されていること

から、地震・津波対策の早期の見直しや避難経路や津波避難場所を確保するこ

とが求められています。また、大雨による浸水被害発生の可能性も高まってい

ることから、雨水・浸水対策を計画的に進める必要があります。 

 

（２）少子・高齢化と人口減少 

 平成 22 年の国勢調査の結果では、全国の人口について、平成 17 年に比べ

ると 65 歳以上の高齢者が 13.9％増え、15 歳未満の人口が 4.1％減少して

おり、少子・高齢化が進んでいます。また、総人口のうち 65 歳以上人口の割

合は 23.0％となり、世界で最も高い水準となっています。一方、人口動態調

査では、死亡者数が出生者数を上回り、自然動態も減少に転じていることから、

人口減少が進んでいることがわかります。 

こうした少子・高齢化の進行により、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ていま

す。 

 本市においても、少子・高齢化と人口減少が進んでいることから、子どもか

ら高齢者まで誰もが安全で安心して暮らせるまちづくり、子育てしやすいまち

づくりを進める必要があります。 

 

（３）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、地球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

ています。また、東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故を背景に、循環

                                                   
1 内閣府刊行の防災白書より。 
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型社会づくりを加速するため、太陽光発電などの再生可能エネルギーの活用に

向けた動きも活発化しています。 

こうしたことから、現在の生活様式を見直し、「循環型社会」の構築に向け

て、市民、企業、行政が一体となった取り組みの推進が求められています。ま

た、海や川、山などの豊かな自然に恵まれている本市では、現在の豊かな自然

環境を将来にわたり守っていくための取り組みが求められています。 

 

（４）高度情報化の進展 

 携帯電話やインターネットの普及により、情報通信技術は飛躍的に発展し、

「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」簡単に情報を発信したり取得したり

することが可能になっています。 

しかし便利になった反面、情報通信技術を使いこなせる人と使いこなせない

人との間に生じる情報格差などの問題があるため、高度情報化社会に対応した

人材育成や、情報通信技術を利活用できる環境づくりを進める必要があります。

また、虚偽の情報や人を傷つける情報なども氾濫しているため、情報を正しく

判断したり発信したりできるよう、情報モラルの向上を図る必要があります。 

 

（５）地方分権と地域主権 

 平成 12 年４月に施行された「地方分権一括法」により、地方への権限と財

源の移譲が推進されてきました。また、平成 21 年 11 月には、内閣府に地域

主権戦略会議が設置されるとともに、地域主権戦略大綱が策定され、「住民に

身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするととも

に、地域住民が自らの責任において地域の諸課題に取り組む」ための改革が推

進されています。平成 23 年 4 月に「地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる「第１次

一括法」が成立しました。また、平成 23 年 8 月には、「第 2 次一括法」が成

立しており、義務付け・枠付けの見直しや条例制定権の拡大など、国から地方

への権限移譲が進んでいます。 

本市においても、徳島県から権限移譲が進められるとともに、自治体として

の行政権、立法権が強化され、今後もさらに地域主権改革が進められます。こ

うしたことから、これまで以上に、自らの責任と判断で地域の実情に沿ったま

ちづくりを進めるとともに、「自主性・自立性」の高い行政運営が求められて

います。 
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基本構想（抜粋） 
（計画期間：平成２１年度～平成２８年度） 

 

 

Ⅲ まちづくりの基本的方向（抜粋）   

１．目標とする都市像 

２．まちづくりの目標と政策 

３．土地利用の基本構想 都市計画 

４．政策体系図 
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Ⅲ まちづくりの基本的方向 

 

１．目標とする都市像 

  キャッチフレーズ・テーマ 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

重点目標 

 

 安 全 ・ 安 心 ・ 信 頼 の  こ ま つ し ま 
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｢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、子どもたちが健やかに生まれ育ち、高齢者や

障がい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進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

り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。 

基本目標 
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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、

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ともに、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）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 9.05㎢ が「市街化区域」、残りの約 80％の 36.25㎢ が「市

街化調整区域」とされています2。 

 市街化区域には、「住居地域」「商業地域」「工業地域」などの用途地域が定

められています。 

小松島市の都市計画図(抜粋) 

 

（２）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、「徳島東部都市計画区域マスタープラ

ン」と「小松島市都市計画マスタープラン」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

                                                   
2 都市計画法第７条  「市街化区域」は、すでに市街地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。 
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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、こまつしまの一体

的な発展をめざします。 

 

こまつしまの土地利用の方針 

① 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

の皆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）工業ゾーン  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、住宅と工場等が混在する地域においては、住工分離を促進すると

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図ります。 

 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進めます。 

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

ークにおいては、レクリエーション・各種イベントなどの活動が行われて

います。また、立江の JA あいさい広場では、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、市民の皆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。 
テーマ

・ 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

・ 市民の生命、財産を守る雨水排水事業 ・ あらゆる場を通じた人権教育・啓発の推進
・ 火災その他の災害による被害の減少 ・ 豊かな人権教育・啓発の推進
・

・
・

・ 地域ぐるみの健康づくり支援
・ 災害からの早期復旧 ・ 健康づくりのための環境整備

・ ・ 幼児教育の充実と幼稚園の機能強化
・ 学校教育の充実

・ 防犯体制の充実・強化 ・
・

・ 生涯学習推進体制の確立

・ 弱者に配慮した優しいまちづくり ・ 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
・ 援護活動の充実と生活自立等への支援 ・ 豊かな食文化の継承及び発展
・

・

・
・

・ 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

・
・

・ 豊かな自然を保護し共生するまちづくり ・

・ 新規雇用の場の創出

共に進めるまちづくり
・

・ ・ 生活道路網等の整備
・ 公園・広場・緑地の整備

効率的な行政運営 ・ 社会ニーズに対応した住宅整備
・ ・ 安全な水の安定供給

・ 生活関連施設の整備
・

・ 中心市街地・周辺市街地の計画的な整備
・ 広域行政の推進 ・ 交流基盤の整備

・ 高度情報化への対応

基本目標関連

重点目標関連 「人が輝く」

｢安全｣のまちづくり
人権尊重

安全な日常生活の確保

頼りにできる医療環境

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

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

安

全

・

安

心

・

信

頼

の

こ

ま

つ

し

ま

「日（いとなみ）が輝く」

災害被害の減少

地震や津波の被害を軽減する減災のまち
づくり

障がい当事者との意見交換等による官民
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

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

伝統･文化の継承･発展とスポーツの振興

正確な防災・気象情報の収集・提供と的
確な対応策の提供

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

「街が輝く」

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

生涯を通して学べる環境づくり

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

消費者意識の啓発と消費者保護の体制づ
くり

青少年の健全な育成とより良い社会環境
づくり

｢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

快適に暮らせる生活基盤の整備
地域の特性に合ったまちづくりのための情
報共有

行政運営における効率的・効果的なITの
活用

魅力ある都市基盤の整備

持続可能な行財政経営システムの構築と
計画的な運営

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

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

｢信頼｣のまちづくり
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後期基本計画 
 

重点目標      

１．「安全」のまちづくり   

２．「安心」のまちづくり   

３．「信頼」のまちづくり   

 

 



 

22 

１．「安全」のまちづくり 

①災害被害の減少 

 

 

（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、金磯地区では、金磯南雨水ポンプ場や導水施設

である金磯2号雨水幹線などについて整備を進めるとともに、川北地区では、

幹線水路の整備を進めており、小松島雨水ポンプ場とあわせ浸水対策に努めて

います。 

河川整備については、徳島県が事業主体となって実施している総合流域防災

事業により、恩山寺谷川や立江川の河川改修工事などを県と連携して進めてい

ます。 

港湾設備については、県が管理する港湾鉄扉の調査時の立ち会い確認や、小

松島みなとまちづくり協議会による港湾鉄扉の開閉確認を実施しました。 

 

（２）火災その他の災害による被害の減少 

火災対策については、住宅への火災警報器設置義務化に向けて、住宅火災警

報器普及促進説明会を開催して普及促進に努めるとともに、市営住宅に火災警

報器を設置しました。また、各種事業所に対する消防設備等の設置指導や予防

指導を実施しました。さらに、計画的に消防車両を更新したほか、署員等の活

動マニュアル等や人員の配置等の見直しを行いました。 

地域の防災訓練等に積極的に参加し、自助・共助による減災を目標とする地

域防災能力の向上を図りました。また、消防体制強化のため、平成 20 年 8

月に徳島県消防広域化推進計画が策定され、協議を進めてきましたが、今後は

広域化も含めて、近隣市町村と連携を強化する方向で進められます。 

 

（３）地震や津波の被害を軽減する減災のまちづくり 

広報や自主防災会等の研修活動等を

通じ、防災意識の啓発を行っています。 

自主防災会については、市内全地区

での結成をめざして取り組んでおり、

平成24年3月末現在の結成率は約

73%（27団体）となっています。 

防災訓練については、自主防災会の

協力による避難誘導訓練や連合婦人会

前期基本計画の取組状況 

 

近畿府県合同防災訓練 
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による炊き出し訓練などを実施するとともに、平成23年10月には小松島港赤

石地区周辺で近畿2府7県合同防災訓練、緊急援助隊近畿ブロック合同訓練が

行われ、あわせて市総合防災訓練を実施しました。また、防災講座の開催や、

避難路・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会などとと

もに推進しています。 

学校施設の耐震化については、平成22年度から校舎の耐震補強工事を進め

るとともに、平成24年度からは屋内運動場の耐震補強工事を進めています。 

送配水管の耐震化について、配水管については順次耐震補強工事を進めると

ともに、送水管については耐震化基本設計を平成24年3月に作成しました。

田浦浄水場の耐震化については、水道施設耐震化事業計画に沿い事業を進めて

います。 

住宅・建築物の耐震化については、広報等での普及・啓発や、木造住宅耐震

診断・改修無料相談会の開催、木造住宅耐震診断支援事業などを実施しました。 

橋梁長寿命化対策については、順次維持修繕工事を進めており、平成23年

度から橋梁長寿命化計画の策定を進めました。 

緊急時の連絡体制の整備については、災害時要援護者支援台帳の整備を進め

ており、支援の必要な方については個別支援計画を順次作成しています。 

 

（４）正確な防災・気象情報の収集・提供と的確な対応 

災害時の情報伝達手段として、平成 22 年度に全国瞬時警報システム（Ｊ―

ＡＬＥＲＴ）の受信設備を設置し、迅速な情報収集体制の整備を図るとともに、

平成 23 年度から防災行政無線の整備事業を進めています。また、各報道機関

やアマチュア無線、タクシーなどの業務用無線、緊急速報メールといった多様

な通信手段の利用を想定し、民間の関係機関に対し、協定を締結するなどして

設備整備や連携を進めるよう働きかけてきました。 

消防救急無線デジタル化については、徳島市の眉山に基地局を置く、5 消防

本部による共同事業に参画しており、平成 24 年度中に実施設計を行い、平成

25 年度より整備を開始する予定です。 

平成 22 年度に土砂災害警戒区域等が指定されたことを受け、土砂災害ハザ

ードマップを作成し、警戒区域の周辺住民に配布して注意喚起を行いました。 

地震における家具転倒防止対策として、高齢者世帯をはじめ身体障がい者や

要介護認定者の方に対し、家具転倒防止金具の取り付けを行いました。 
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（５）災害からの早期復旧 

食糧、水、トイレ、発電機等の備蓄資機材の整備を順次進めるとともに、民

間企業の協力を得ながら防災協定を締結し、災害時に無料となる自動販売機を

設置するなど、市民の皆さんの避難所生活が少しでも円滑にできるよう整備を

進めています。また、水道部では、災害時の給水活動の実効的訓練を和田島緑

地にて年 1 回程度実施し、職員の震災等による緊急時初動意識の向上を図っ

ています。 

 

 

 

浸水 

小松島市では、平成 21 年 8 月の台風 9 号により、市内の各地域で、床上

58 戸、床下 140 戸の浸水被害を受けました。また、平成 23 年には、7 月

18 日の大雨により、勝浦川江田水位が氾濫危険水位を超えたために、勝浦川

の周辺地域に避難勧告を発令しました。市内の収容避難場所に、57 世帯、329

人の方が避難いたしましたが、幸いにも人的被害はありませんでした。 

平成 22 年に徳島県から土砂災害防止法による土砂災害警戒区域の指定を

受けたことから、土砂災害ハザードマップを作成し、警戒区域の周辺住民に

配布して注意喚起を行いました。 

近年は、日本各地で局地的大雨や集中豪雨による災害が多く発生している

ことから、引き続き浸水対策を行うとともに、洪水や土砂災害ハザードマッ

プを作成・配布して注意を促す必要があります。 

 

火災 

小松島市では、毎年20件近くの火災が発生しています。火災の原因は、天

ぷら鍋等のコンロへのかけ忘れや、たき火の不始末などの不注意によるものが

多くなっています。 

 

地震 

今後 30 年以内に東南海・南海地震が発生する確率は、東南海地震が 70％

程度・南海地震が 60％程度と予想されています。また、東日本大震災以降は、

本市においても、特に地震や津波対策などの「安全」に対する市民の皆さんの

意識が非常に高まっています。 

地震発生時の避難行動は、迅速かつ的確に、安全な場所に避難することが求

められるため、避難経路の確保や緊急避難経路の整備を図る必要があります。 

 

現況と課題 
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津波 

国では、東日本大震災を受けて、南海トラフの巨大地震による津波想定高等

を修正し、新たな被害想定を発表しています。また、徳島県が平成 24 年 10

月に発表した最大規模の南海トラフ地震が発生した場合の津波浸水想定では、

市内の平野部のほとんどの地域が浸水するとされています。 

小松島市では、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を設置したことで、

これまで取得に時間を要していた災害情報等を瞬時に受信することができ、今

後防災行政無線等が整備されると迅速な対応が可能となります。また、東日本

大震災では、固定電話や携帯電話が被害を受け、救助活動や支援要請、安否確

認など初期段階での情報収集や災害対策に遅れた教訓を踏まえ、平成 23 年度

に衛星携帯電話 10 台を配備し、通信手段の確保に努めています。 

今後は、避難場所の確保と避難経路を整備することが求められています。ま

た、迅速かつ正確な情報伝達手段の整備や、県の津波浸水想定に対応した新た

な津波災害ハザードマップを早期に作成することが求められています。 

 

 

 

浸水・高潮対策 

「市は、浸水災害から市民の皆さんの生命と財産を守るため、雨水ポンプ場や

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。」 

   現在、推進している公共下水道事業をさらに促進します。浸水対策として、

浸水常襲地区である金磯地区において建設中の金磯南雨水ポンプ場の早期

の供用開始をめざします。このポンプ場は、10 年に 1 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。 

また、県や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。 

 

基 本 方 針 
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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、地域の自主防災会、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。」 

   常備消防と消防団は連携して各種

訓練を行い、知識・技能の向上を図り、

市民の皆さんの安全と安心を確保しま

す。 

 

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。」 

「減災」とは、災害による被害をできるだけ小さくする取り組みです。 

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

自身で守る」という自助意識の啓発を図り、耐震改修工事の援助などの自助

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

いうときの避難経路の整備を促進します。さらに、津波避難困難地域におけ

る津波避難場所の整備に努めます。 

市民の皆さんには、市の情報や制度を活用し、災害時の避難経路と避難場

所（集合場所）の再確認をしていただくことで、災害時にあわてることのな

いように、日頃からの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、膨大で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はじめ、あらゆる方法

により、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。 

自主防災会女性消防隊防火訓練  
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また、普段からあらゆる情報伝達手段の確保に努め、発災時は避難行動に

迅速移行でき、人的被害の減少につながる情報伝達設備を整備します。 

 

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。」 

災害時にも対応できる体制を構築するためにＢＣＰ（業務継続計画）は重

要であることから、市はその取り組みを進めます。また、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会をはじめ、

市民の皆さんと連携して災害の拡大を防止し、被害を最小限にくい止めるこ

とに努めます。 

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。 

また、災害時に市独自の応急対策活動が実施できないときの対策として、

民間企業との応急対策活動に関する協力協定の締結をするなどして体制整

備を促進します。 

 

 

 

 ●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 

 

 

施 策 体 系 
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（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、金磯地区で建設中の雨水ポンプ場について、平

成 25 年度中の完成を目標としています。また、川北地区においては、雨水

排水施設の維持修繕等長寿命化計画を策定して計画的な整備を実施するこ

とで、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、徳島県の総合流域防災事業により、県が事業主体とな

って実施している田野川二級河川恩山寺谷川の河川改修工事や、県が策定し

た二級河川立江川水系河川整備計画に沿って実施している立江川の河川改

修工事を、県とともに積極的に事業を促進し、河川の氾濫・道路浸水などの

被害の軽減に努めます。 

●県など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、県などと連

携して点検を行います。 

●港湾の防波堤や防潮堤の整備要望を県や国に対して行うなど、津波、高潮災

害に備えます。 

 

（２）火災その他の災害による被害の減少 

●平成 23 年 6 月から義務化された住宅火災警報器（設置率 66%）の設置率

向上と防炎品等の普及をめざします。また、家庭の地震対策を含めた住宅防

火防災対策の積極的な推進を目的として広報誌・災害訓練等で設置を呼びか

け、市民の皆さんの生命、財産を守れるよう啓発を図ります。 

●震災等大規模災害における火災については、あらゆる場合を想定して予防・

減災対策を図る必要があるため、消防相互応援協定の行動マニュアルの整備、

また消防団、地域の自主防災会・事業所とも連携し、大火災における消火・

避難行動計画を作成して地域防災能力の向上を図ります。 

●市民の皆さんの生命・身体、財産を保護するため、平成 23 年に行われた緊

急援助隊近畿ブロック合同訓練を活かし、大災害による受援側消防本部行動

マニュアル等を整備します。 

 

（３）地震や津波の被害を軽減する減災のまちづくり 

●避難場所については、小松島市地域防災計画に基づき、民間施設と協定を結

ぶなどして避難場所の確保を図ります。また、津波避難困難地域における津

波避難計画を策定する等して、津波避難タワー等の津波避難施設の計画的な

整備を行います。 

主 な 取 組 
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●避難経路については、地域津波避難計画策定事業により、各自主防災会等が

行う地域の実情に合った津波避難計画の策定に対する支援を行うとともに、

避難場所までの距離等を表示した夜間でも目視できる高輝度蓄光式の屋外

誘導標識の設置を行います。 

●広報誌や自主防災会などの研修活動を通じ、過去の被災体験や、国・県から

の防災情報を提供することで、市民の皆さんに対し「自分の身は自分で守る」

という自助意識の啓発を行います。 

●県の津波浸水想定に対応した津波災害ハザードマップを早期に作成し、市民

の皆さんに配布、周知を行います。 

●学校施設の耐震化については、順次耐震補強工事に着工し、統合による校舎

の新築を予定している立江、坂野中学校の校舎を除く全ての小・中学校施設

の耐震化を平成 25 年度末までに完了させます。さらに、立江、坂野の両中

学校は、学校再編計画に基づき統合を行い、平成 28 年度開校をめざします。

この完成をもって、全ての小・中学校の耐震化を達成させます。 

 目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

小・中学校の施設の耐震

化率（％） 

23 年度 28 年度 小・中学校施設のうち、耐震化が

完了した割合 53.3 100 

●市役所本庁舎損壊時の代替施設については、第１候補に市水道部庁舎、第２

候補に小松島中学校を選定していますが、本庁舎の耐震対策については、耐

震診断の結果を踏まえ、防災拠点施設としての機能が保全できるよう、方向

性について検討を行います。 

●南海トラフの巨大地震をはじめとする具体の災害を想定した、職員非常招集

訓練をはじめ、救急救命訓練及び災害対策本部員の図上訓練、避難誘導訓練、

炊き出し訓練などを実施します。 

●水道については、引き続き主要送配水管の耐震化を進め、非常災害時におい

ても、市民生活に必要不可欠な生活用水が安定的に確保できるよう事業を推

進します。 

●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

を行いやすい環境整備と維持に力を入れます。具体的には、市は広報等によ

る制度の周知や戸別訪問を実施するとともに、診断結果により耐震改修が必

要な世帯には、補助制度についてダイレクトメールを送付して、市民の皆さ

んの住宅耐震化に対する理解を深めていただくよう努めます。市民の皆さん

には、補助制度等を活用して耐震診断や耐震改修工事を進めていただきます。

また、市は住宅・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。

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。 
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●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、避難経路や避難場所の確認、避難訓練といった地域防災活動を自主防

災会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、「小松島市橋梁長寿

命化修繕計画」に基づき、県などの関係機関と協議を行いながら、順次修繕

工事ができるよう取り組みます。 

●災害時における迅速な安否確認等に役立てるため、現在、民生委員に対して

行っている災害時要援護者の所在情報等の提供について、今後、町内会や地

区社会福祉協議会、自主防災会といった地域の組織に情報提供を行えるよう

関係機関と協議し、検討を進めます。また、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 

●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、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）などにより収集した情報を、

迅速かつ広範囲に提供するため、防災行政無線の整備を推進します。 

●消防救急無線については、平成 28 年 5 月末までに眉山を基地局とした 5

消防本部共同で整備を図ります。 

●災害時の状況や対応策を伝える通信手段として、テレビ、ラジオ等をはじめ

とする各報道機関やアマチュア無線、タクシーなどの業務用無線、携帯電話

の緊急速報メール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、食糧、水、トイレ、発電機等

の備蓄資機材の整備を進めます。また、民間との防災協定を活用して、災害

時に避難所生活の負担を少しでも軽減できるよう取り組みます。 

●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、給水訓練を継続的に実施して緊急時の初動意識の向上を図

るとともに、危機管理マニュアルを整備して各種訓練を計画的に行い、非常

災害時における初動体制の確立を推進します。また、災害時における安定給

水に資するため、遊休施設活用計画の整備を図ります。 

●災害時、重要なライフラインである電気、電話、ガスなどについては、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し、応急対策活動に関す

る協力協定の締結を行います。また、各種広報媒体を通じ市民の皆さんに広

報します。 
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１．「安全」のまちづくり 

②安全な日常生活の確保 

 

 

（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 

道路施設については、歩道や路肩の改良、道路反射鏡や防護柵などの整備を

行い、歩行者や運転者の安全確保に努めました。 

交通安全教育については、ＰＴＡや警察関係者、地域住民と連携し、各幼稚

園での歩行訓練などの実施や各小学校での自転車教室を開催しています。また、

老人クラブや警察関係者と連携し、交通安全キャンペーンや交通安全教室を開

催するなど、さらなる交通安全意識の啓発・広報活動に取り組みました。 

 

（２）防犯体制の充実・強化 

街頭補導活動や港まつりなどの祭りの開催にあわせた夜間の巡回補導活動

を実施しています。また、青色回転灯パトロール車による防犯パトロールを行

うとともに、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、

ＪＲ四国市内各駅前の放置自転車の撤去等を行い、防犯意識の普及に努めまし

た。 

 

（３）消費者意識の啓発と消費者保護の体制づくり 

消費生活が複雑・多様化していることから、平成 22 年 8 月に「小松島市

消費生活センター」を開設して消費生活相談を行い、迅速で適切な情報提供に

努めています。また、高齢者を狙った悪徳商法や振り込め詐欺などの被害を未

然に防止するために、消費生活に関する講演会の開催や消費者協会に委託して

消費者展を開催し、消費者意識の啓発に努めました。 

 

 

 

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。 

  

現況と課題 

 

前期基本計画の取組状況 
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暴力団排除条例 

平成24年に市民の皆さんの安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健

全な発展に寄与することを目的に制定しました。 

 

交通安全 

小松島市内で、平成 21 年中は 318 件、平成 22 年中は 349 件、平成 23

年中は 302 件の交通事故が発生しました。これは、ほぼ毎日、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

21 年中は 1 人、22 年中は 3 人、平成 23 年中は 1 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。さらに小松島地方防犯連合会及び警察

等と連携し、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

の皆さん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

16台の青色回転灯パトロール車が巡回しています。 

 

消費生活活動 

国では、消費者行政の一元化を図るため、平成 21 年 9 月に「消費者庁」

が設置されました。しかし依然として、食品の産地偽装や消費期限の改ざん、

悪質商法による消費者被害や振り込め

詐欺の被害が後を絶たず、国民の「食」

や「暮らし」の安全・安心が脅かされる

事件が発生しています。また、多重債務

問題も未だ存在しています。 

小松島市では、平成 22 年 8 月に「小

松島市消費生活センター」を開設して、

消費生活に関する相談業務を行ってい

ます。消費生活センターには、平成 22 小松島市消費生活センター 
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年度が 228 回、平成 23 年度が 182 回（120 件）の相談が寄せられており、

今後も複雑な相談が増えると予想されます。 

また、消費生活での被害を未然に防ぐためには、一人ひとりが被害を防ぐた

めの知識や判断能力を身につけることが重要であり、今後も消費者被害に関す

る情報提供をはじめ、消費者教育や啓発を行っていく必要があります。 

 

 

 

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。 

 

消費生活 

「平成２２年８月に開設した小松島市消費生活センターを中心に、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、市民の皆さんへ消費者ト

ラブルの情報を提供します。さらに、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。」 

小松島市消費生活センターで実施している相談業務を通じ、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。 

基 本 方 針 
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また、消費者トラブルについての情報提供を行います。さらに、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保します。 

 

 

 

 ●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 

 

 

 

 

（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・改善を行います。市道について

は、国の交付金を活用し、危険度の高いものなど優先順位について検討し、

効果的・効率的な整備計画を立て、歩行者や自動車・自転車の運転者の安全

確保を行います。 

●通学路については、市教育委員会が中心となって、道路管理者及び警察署と

連携・協力しながら、交通安全の確保を行います。 

●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、寸劇及び簡易信号機での

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3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。 

                                                   
3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 月を除き毎月 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。 

施 策 体 系 

 

主 な 取 組 
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（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「地域の子どもを守る活動」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四国各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、広報誌や消費生活セン

ターだより、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、「1 人で判断せず必ず誰かに相談する」といった予防策や具体

的な被害事例などの情報提供を行うとともに、小さい時から消費者教育を推

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皆さんの消費者としての自主的

な活動を支援します。 

●小松島市消費生活センターは、多様化する消費者トラブル、複雑化する相談

内容について、専門知識をもつ消費生活相談員が親身になり問題の解決にあ

たります。また、多重債務問題については、弁護士や関係機関と連携し、生

活再建を支援します。 
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２．「安心」のまちづくり  

①その人がその人らしく住める地域社会 

～生涯福祉の推進～ 

 

 

 

（１）弱者に配慮した優しいまちづくり 

地域見守り体制については、徳島新聞市内 5 専売所（小松島・南小松島・

北小松島・立江・赤石）と「高齢者等の生活状況の見守りに関する協定」を締

結し、新聞配達時に何らかの異変を察知した場合の連絡体制を整備しました。 

 

（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 

特定高齢者に対する「身体機能」「栄養」「口腔」の3つの指導事業につい

て、実人数100人の参加を目標に、生活機能評価を実施して個別通知を送付

するなどして取り組みましたが、平成23年度は25人でした。（達成率25％） 

また、「介護予防健康教室」や「脳の楽習サポーター養成」等の介護予防に

関する事業を実施し、健康づくりや介護予防事業の利用しやすい環境の整備に

努めました。 

 

（３）援護活動の充実と生活自立等への支援 

家庭や病院等への訪問活動により、世帯の的確な実態把握に努めるとともに、

生活保護世帯の自立助長を図るため、平成 23 年度から就労支援員を 1 名配

置し、各関係機関との連携を図りながら相談や各種支援を行いました。 

 

（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 

「南部１障害者自立支援協議会」の各機関が連携し、定例会等の開催により

情報を共有することで支援ネットワークの強化を図り、効果的な支援体制が構

築されています。平成 22 年度には「南部１居住専門部会」も設置し、障がい

者の居住確保と生活支援を行う体制の構築に努めました。また、障がい者やそ

の家族のニーズに適した生活訓練等の各種事業を実施し、自立した日常生活や

社会生活を営むための技術の習得やコミュニケーションを支援し、就労等に繋

がるなどの成果を上げています。 

前期基本計画の取組状況 
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（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 

妊婦健診については、公費負担回数を 5 回から 14 回に増やして妊婦の経

済的負担の軽減を図り、異常の早期発見、治療へとつながるよう努めています。 

乳幼児医療制度については、平成 21 年 11 月から小学 3 年生まで年齢を

拡大して助成し、平成24年10月からは小学校修了まで年齢を拡大しました。 

「小松島市次世代育成支援行動計画」に基づき、各事業を実施するとともに、

平成 22 年 3 月に「次世代育成支援後期行動計画」を策定しました。また、

一時預かり事業を 1 か所から 2 か所に拡充するとともに、放課後児童健全育

成事業（学童保育クラブ）を 6 か所から 7 か所に拡充しました。 

ファミリー・サポート・センター事業については、徳島市等の 6 市町村と

広域で事業を実施し、会員 100 名に増やすことを目標に取り組んだ結果、平

成 23 年度には会員数は 135 名となりました。また、小松島市要保護児童対

策地域協議会を中心に、児童虐待などへの対応に積極的に取り組みました。 

 

 

 

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、併せて長寿

化により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24年

5月の高齢化率は26.65％で、4人にひとりが65歳以上の高齢者です。3年後

の平成27年には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、高齢者や障がい者に対する虐待が家庭や施設等で散見される事態とな

っています。市では、高齢者への虐待に関する緊急の通報に備え、平成24年

度から24時間対応の電話窓口を設置し、関係機関への連絡体制を整備してい

ます。平成22年1月には「高齢者等の生活状況の見守りに関する協定書」を

徳島新聞市内5専売所と締結し、高齢者等の見守り体制の強化を図っています。 

  

現況と課題 
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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「一次予防事

業の対象者（顕著な身体機能低下がみられない高齢者）」と「二次予防事業の

対象者（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。また、生活機能の確認は、基本チェッ

クリストで行っています。 

 

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％を高齢

者世帯が占めています。 

 

障がい者福祉 

  「障害者自立支援法」の施行に伴い、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

が新体系へ移行しました。また、相談支援を強化する国の方針を受け、平成

20 年 2 月に小松島市と阿南市、那賀町との広域で設置された「南部１障害者

自立支援協議会」では、障がい者の自立した生活を目的とし、相談支援事業所

をはじめ、支援学校・保健所・労働関係機関・医療機関等、障がい福祉に関す

る様々な機関とネットワークの構築が図られ、障がい者の生活全般に関わる問

題に対応しています。また、相談内容やニーズが年々多様化、複雑化している

ため、今後も自立支援協議会を中心とした協働・連携の強化を図っていく必要

があります。 

 

少子化対策・子育て支援 

平成 23 年の合計特殊出生率は、全国で 1.39、徳島県で 1.43 となってお

り、徳島県の平均は全国平均を上回ってはいるものの、小松島市の人口推計で

は子どもの数の減少による少子化の進行が予測されます。 

小松島市では、平成 17 年度から平

成 21 年度までの 5 年間を計画期間

とする「小松島市次世代育成支援行

動計画」に基づき、一時預かり事業

（1 か所から 2 か所に）の拡充をは

じめとする保育サービスの充実や、

各種子育て支援施策を実施してきま

した。平成 22 年 3 月には、これま

での計画の進捗状況を検証するとと

もに、実施したニーズ調査の結果を 「みんなのひろば」のクリスマス会 
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踏まえて平成 26 年度末までを計画期間とする「小松島市次世代育成支援後期

行動計画」を策定し、少子化対策として各種子育て支援施策に取り組んでいま

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か所と

私立保育園（所）が５か所あり、延長保育や障がい児保育などの保育サービス

の充実を進めてきました。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。 

また、「乳幼児等医療費助成制度」は、平成 24 年 10 月から「子どもはぐ

くみ医療費助成制度」に名称変更し、対象年齢を小学校修了まで拡大していま

す。 

 

街のバリアフリー化 

  国においては、平成６年「高齢者、身体障がい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「ユニバーサルデザイン4」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、障害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、障がい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。 

                                                   
4 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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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

じた『健康づくり』や『介護予防』事業を推進します。」 

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

業の連携を図り、利用しやすい事業体系を構築します。そして最終的には、

社会福祉における給付と負担の効率化、適正化に取り組み、各事業の安定的

運営に繋げます。 

 

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ます。 

基 本 方 針 
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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（第３期）』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5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、地域において自立と社会参加の実現を図っていくことを基

本とし、国や県と連携をしながら、障がい福祉サービス及び相談支援、地域

生活支援事業の提供体制の整備を進めます。 

  

少子化対策・子育て支援  

「市は、次世代育成支援後期行動計画に則り、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。」 

 平成 17 年度に策定した「次世代育成支援行動計画」の 5 年間の成果等

を検証するとともに、ニーズ調査の結果を反映させ、平成 22 年度から平成

26 年度までの「後期行動計画」を策定しました。この後期行動計画に沿い

ながら、「子育てしやすいまちづくりの実現」という基本理念の実現をめざ

し、子どもと子育て家庭を社会全体で支える体制づくりの整備を行います。 

  

 

 

 

●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 

 

                                                   
5 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

ような社会をめざす考え方です。 

施 策 体 系 
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（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、だれもが安心して生活できる環境づく

りに取り組みます。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。 

●高齢者や障がい者の権利擁護に努めます。虐待を未然に防ぐため、虐待防止

のための啓発活動を行います。24 時間対応の電話窓口など、今までに構築

してき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、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。 

 

（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 

●介護予防のための「基本チェックリスト」による生活機能評価を行うことに

より、介護予防が必要な方と要介護状態になる原因の早期発見につなげます。

また、その判定結果をもとに、その人に適した介護予防事業の周知を行いま

す。さらに、高齢者本人が自分の日常生活の状況を把握していただくことで、

介護予防に対する意識の向上を図ります。 

代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

基本チェックリストによ

る生活機能評価の実施率

（％） 

23 年度 28 年度 返送数を発送数で除した率。 

対象者は 65 歳以上の介護認定を

受けていない方。 
63 73 

●一次予防事業の対象者に対する健康づくり・介護予防については、介護予防

に資する基本的な知識を普及啓発するための事業として、パンフレットの作

成・配布、有識者等による講義の開催、各種介護予防教室の開催、高齢者を

対象とする健康相談の実施、広報等による定期的な情報提供を行います。ま

た、「脳の楽習教室サポーター養成講座」や「認知症サポーター養成講座」

など、介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修や介護

予防に資する地域活動組織の育成及び支援のための事業を行います。 

主 な 取 組 

 



 

43 

●機能低下の明らかな二次予防事業の対象者に対しては、かねてより参加者が

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、

個別通知を繰り返し行うなど、参加者の増加を図ります。また、特にうつ、

閉じこもり、認知症の恐れがある等、通所形態による介護予防の実施が困難

な高齢者に対し、地域包括支援センターと連携を取りながら訪問により、相

談・指導等を行います。 

 

（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 

●「南部１障害者自立支援協議会」において、関係機関と連携して、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

ます。また、自立支援協議会の一組織として設けられた「居住専門部会」を

積極的に運営・活用し、専門的な助言や効果的な支援の充実に取り組みます。

さらに、児童福祉法の改正により障がい児支援が強化されていることを踏ま

え、より一層の地域福祉の推進及び基盤整備に努めます。 

●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、ニーズや状況

を把握し、障がい者の自己選択と自己決定を支援しながら、社会体験や生活

訓練等「地域生活支援事業」の施策推進を図ります。 

●体育大会やコンサートなどのスポーツ・レクレーション活動の充実を図り、

企画・準備・運営において積極的に関わることにより官民協働を推進します。

また、各種活動への地域の参加を促し、障がい者への理解と地域とのつなが

りを深め、障がい者の社会参加を支援していきます。 
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（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 

●市内の各種団体が地域活性化のために行っている男女の「出会いの場」の創

出などの支援を行います。 

●妊婦健診の公費負担回数を引き続き 14 回とし、妊婦の経済的負担の軽減と

異常の早期発見、早期治療につなげます。 

●不妊治療については、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（ショートステイ・トワイライトステイ）、休日保育〔実施保育所を

１園から２園とする目標〕、一時保育の充実と、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。 

 代表的な目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

休日保育事業の実施箇所

数 

23 年度 28 年度 日曜、祝日に保育を実施している

箇所数 1 2 

●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７か所〕を推進します。 

●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、ファミリー・サポート・センターが実施している事業を

広く周知するとともに、引き続き、より多くの人が会員として登録してい

ただけるよう、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。 
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２．「安心」のまちづくり 

②頼りにできる医療環境 

 

 

（１）救急救命・救急医療体制の充実 

ＡＥＤ6を市民誰もが使えるよう、普通救命講習等を毎月実施しています。

また、高規格救急車を運用して救急救命士が常時 1 名は乗車することで救急

救護（プレホスピタルケア）の充実を図るとともに、救急救命士の処置範囲拡

大に対処するため、気管挿管講習や薬剤投与講習の受講に努めています。 

医療体制については、休日、夜間診療について小松島市医師会に委託し、市

内医療機関が輪番制で診療する体制の継続を図るとともに、南部 I 医療圏に属

する 3 病院に補助金を交付して、県内救急医療体制の継続を図りました。 

新型インフルエンザ発生時には、県と連携して電話相談などを実施し、情報

提供と予防啓発を行うとともに、低所得者等への予防接種の費用助成を行いま

した。 

 

（２）健全で円滑な医療保険制度の運営 

国民健康保険税の収納率について、平成23年度の現年度徴収率は93.35％

となっており、92％の目標を達成しました。 

生活習慣病など疾病の予防、重症化予防については、保健センターと連携し

て特定健診、特定保健指導を実施しています。また、人間ドック、脳ドックに

ついては、徳島赤十字病院や市内医療機関で毎年約 300 名が受診しており、

平成 24 年度から、人間・脳統合ドックを新しくメニューに加えています。 

受診の適正化については、専門員によるレセプト点検に加え、平成 24 年 2

月より徳島県国民健康保険団体連合会に委託して点検の強化を図るとともに、

平成 24 年 4 月より後発医薬品（ジェネリック医薬品）差額通知を実施して

います。 

                                                   
6 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。 

前期基本計画の取組状況 
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救急出動 

小松島市においても人口は減少していますが高齢者は増えています。 

救急出動における 65 歳以上の高齢者の割合は約 60％で、病態も複雑・多

様化しており、高齢者による救急車の利用はますます増えると思われます。 

救急における課題として 

（１）医療機関と連携（徳島赤十字病院等） 

（２）救急現場における処置（救命士の業務拡大、バイスタンダーＣＰＲ7） 

（３）適切な搬送医療機関の選定（救急医療施設の充実） 

（４）医療機関への迅速な搬送（道路の拡幅・整備） 

（５）搬送上における処置（救急車両の更新、装備の充実・整備） 

などがあり、人命最優先の救急体制を確立する必要があります。 

   

救命処置の拡大 

厚生労働省では病院前救護体制（プレホスピタルケア）の充実をめざして、

救急救命士の業務の拡大について検討しており、救命率の向上や後遺症の軽減

を図るとしています。 

病院前救護体制の担い手である救急救命士・救急隊員は、徳島県メディカル

コントロール委員会の指導、助言を受けながら、的確な救命処置を行えるよう、

さらなる研鑽に努める必要があります。 

                          

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。 

 

                                                   
7 バイスタンダーＣＰＲ  その場に居合わせた人による心肺蘇生法のことです。 

現況と課題 
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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。 

なお、平成24年6月「社会保障制度改革推進法案」が国会に提出されてお

り、後期高齢者医療制度の見直しについては、今後「社会保障制度改革国民会

議」で議論される予定となっています。 

 

 

 

救命効果の向上 

「救命率をあげるには、市民による効果的な応急処置が必要不可欠です。ま

た、2010 年に新しい心肺蘇生法が示され、ＡＥＤのさらなる普及、手技を

簡単にした心臓マッサージなど、市民が取り組み易いかたちとなったことか

ら、市は、新ガイドラインに沿った新しい取り組みにも対応できるよう規約

を整えます。」 

大切な命を救うため、応急手当の普及啓発また他医療機関、市関係部局と

協議を行い予防医療について幅広く検討します。 

 

健全で円滑な医療保険制度の運営 

「病気になったときに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後期高齢者医療制度の健全な運営を進めていくため

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。 

 

基 本 方 針 
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 ●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 

  

 

 

 

（１）救急救命・救急医療体制の充実 

●ＡＥＤについては、さらなる設置場所の増加等の普及啓発に努めるとともに、

設置位置マップを作成し、市民誰もがＡＥＤを使えるよう応急手当講習会を

開催します。 

●救急救命士、救急隊員は、救急医療研修会など色々な場所で組織的、個人的

に自己研鑽に努め、本市で起こりうる救急事故、災害を想定して訓練を行い

臨機応変な判断力、行動力を身に付けます。 

●老朽化した高規格救急車については、計画的な整備に努めます。 

●救急救命士の業務拡大に沿った医療器具、装備の充実に努めます。 

●救命率の向上のため、緊急通報時における傷病者の位置情報を知ることがで

きる「発信者位置情報システム」等の導入を検討します。  

●入院患者等の増加により、病床数に限りがある中、救急活動時に搬送ができ

ない状態が起こっていることから、病床数確保のため、救急車の適正利用に

ついて、市民の皆さんに啓発を図ります。 

●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、協力により、休日、夜間、小児救急医療体制の充実に努め、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」といった新たな感染症発生時には県と連携し、流行

を予防する対策を講じるなど、市民への影響を最小限にとどめるよう努めま

す。 

施 策 体 系 

 

主 な 取 組 
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（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、徳島県市町村国民健康保険財政安定化支援方針にお

いて目標設定している 92%を毎年上回ることをめざします。 

 目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

国民健康保険税の収納率

（％） 

23 年度 28 年度 一般被保険者の現年分の収納率。 

（徴収金額-還付未済額）÷調停額

×100 
93.35 93.50 

●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。 

●後発医薬品（ジェネリック医薬品）利用差額通知の実施等により、医療費の

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。 
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２．「安心」のまちづくり 

③生活環境への阻害要因の減少 

 

 

（１）環境への負荷の少ない循環型都市の構築 

ホームページや広報等を活用して、ごみの分別やリサイクルの啓発・推進に

努めるとともに、小中学生のごみ焼却施設見学の実施や小松島市衛生組合連合

会8を通じて、ごみの分別啓発などに努めています。不燃ごみ全体のリサイク

ル率は、その効果により年々向上しており、可燃ごみ量は徐々に減少していま

す。 

川や海などの水質保全については、平成 23 年 3 月に「小松島市汚水処理

構想」を策定し、汚水処理施設の整備に取り組んでいます。また、「小松島市

循環型社会形成推進地域計画」に基づき、合併処理浄化槽の新設や転換に対す

る補助や、転換する際の既設浄化槽などの撤去に対する補助を実施して整備を

推進するとともに、浄化槽教室を開催して水質保全の普及啓発を行いました。 

平成 21 年 4 月に「小松島市地球温暖化対策実行計画」を策定して省エネ

ルギー活動を行う中で、補助金等を活用して市役所に太陽光発電設備やＬＥＤ

照明設備を設置しました。また、田浦浄水場新管理棟にも太陽光発電設備を設

置し、電力使用量の削減に努めています。 

 

（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身近な公害や苦情については、市民皆さんの協力を得な

がら迅速な対処・解決に努めています。 

環境美化教育については、総合的な学習の時間において米作りや身近な河川

等の水質調査（生き物調査等）を行い、環境への理解の推進を図るとともに、

花壇や一人一鉢活動において花いっぱい運動を推進しました。また、学校周辺

の清掃活動（クリーン作戦・アドプト）を行いました。 

小松島市衛生組合連合会の会員等が行う各地区の清掃活動については、ボラ

ンティア用ゴミ袋の提供などの支援を行っています。 

 

 

 

                                                   
8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。 

前期基本計画の取組状況 
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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、

廃プラスチック、ペットボトル、金属）、資源ごみ3種類（新聞、雑誌、段ボ

ール）に分別してもらい、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、廃プラスチックについては約４割を、びん・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。また、川や海などの公共用水域の水質保全、改善も必要です。 

市は、平成23年3月に「小松島市汚水処理構想」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。それに基づき、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22年10月に「小松島市循環

型社会形成推進地域計画」を策定し、合併処理浄化槽の整備について、平成

23年度から平成27年度までの5年間の目標を定め、各家庭へ普及を促進して

います。 

 

 

 

 

 

 

現況と課題 
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環境美化 

海岸や河川、公園といった市民の

皆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 

平成 22 年度から平成 23 年度にかけて、県の補助事業である「地域グリー

ンニューディール事業」により、公共施設への太陽光発電設備や LED 照明設

備の設置を行い、電力消費の削減に努めるとともに、地球環境保護に関する市

民の皆さんへの啓発を進めています。また、平成 21 年度から取り組んでいる

「小松島市地球温暖化対策実行計画」の推進に加え、省エネ法改正に対応して

庁内のエネルギー使用の管理と削減を図り、省エネルギー・省資源の取り組み

を進めています。 

これからも継続して、市民・事業者・行政が連携して地球温暖化防止に取り

組んでいくことが必要です。 

 

 

 

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めざ

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。 

基 本 方 針 

 

ボランティアによる海岸清掃「リフレッシュ瀬戸内」 
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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ます。 

 

 

 

  ●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 

  

 

 

 

（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めざします。また、小松島市

衛生組合連合会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

型都市をめざします。また、市民の皆さんに対しては、洗剤の適正使用をお

願いするとともに、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。 

●地球温暖化対策実行計画の着実な実施のため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。 

  

施 策 体 系 

 

主 な 取 組 
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（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、的確に対処し、市

民の皆さんと協働して解決を図ります。 

●新学校版環境ＩＳＯ9への申請を推進し、エコスクール活動（節電・ゴミ分

別・リサイクル活動）と環境・エネルギー教育について充実し、環境保全に

対する意識の高い児童生徒の育成や郷土を愛するモラルの高い児童生徒の

育成に取り組みます。また、花いっぱい運動や海岸や河川・道路の清掃活動

などを通じて環境美化教育に取り組みます。 

●不法投棄防止や犬のフン害防止の看板、ボランティア用のゴミ袋の作成提供

や美化運動、資源回収運動を行っている小松島市衛生組合連合会など、環境

に関する地域活動や市民団体活動について積極的に支援します。 

●不法投棄対策として、小松島市の広報に不法投棄防止の内容を掲載して、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。 

                                                   
9新学校版環境ＩＳＯ  従来の学校における節電・ごみ分別・リサイクル活動などに継続

的に取り組むとともに、これらの取り組みを地域に広げ、児童・生徒が地域に出向いて、

環境美化活動や自然観察などの体験活動を積極的に行い、学校における環境学習で学んだ

ことを家庭や地域にも波及させていくことを目的とするものです。 
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３．「信頼」のまちづくり 

①共に進めるまちづくり 

 

 

（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 

一般コミュニティ助成事業を活用し、地域で活動するコミュニティ団体への

支援を行いました。また、地域の皆さんの生涯学習活動の場として、公民館や

コミュニティ集会所を提供するとともに、公民館を中心に地域住民参加や世代

間を越えた行事を開催するなどして自主的な活動の支援に努めました。 

 

（２）地域の特性に合ったまちづくりのための情報共有 

広報については、研修会への参加等を通じて先進地事例を研究し、表紙の写

真スペースの拡大を図るなど、「広報こまつしま」の紙面の充実に努めるとと

もに、市内全世帯への配布に加え、市内の大型ショッピングセンターやコンビ

ニエンスストアに広報誌を設置しました。さらに、「ふれあい行政出前講座」

の開催や「市政モニター制度」の実施により、広聴事業の充実を図っています。 

附属機関等10の委員の一部について市民公募を実施し、都市計画マスタープ

ラン策定市民会議や介護保険事業計画等策定委員会などにおいて、公募委員と

して参加していただきました。また、平成 23 年度から「小松島市パブリック

コメント11手続要綱」を施行し、政策形成過程への市民参加を実現しました。 

新たに書庫を整備して公文書の適正管理を図るとともに、情報公開制度12や

個人情報保護制度の適切な運用・管理に努めています。 

                                                   
10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、法律及び

条例等に基づき設置されるもので、各種審議会等をいいます。 
11 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。 
12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

所管課へ情報開示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開示請求の受付を行っており、情報開示請求のワンストップサービ

スを提供しています。 

前期基本計画の取組状況 
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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、消防団や自主防災会・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、消防団や自主防災会などが存在しています。 

ボランティアとして、平成24年3月末現在、33団体、702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74団体、1,748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。 

今後もこれまで以上に多くの市民の皆さんの参画を図り、協働してまちづく

りを進めていく必要があり、こうした市民の皆さんの自主的な活動への支援や、

公共サービスの担い手を育成することが重要となっています。 

 

 

 

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、ＮＰＯ13、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。」 

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、

                                                   
13 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。 

現況と課題 

 

基 本 方 針 

 

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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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等と合同で

行います。また、市は、現在も社会福祉協議会に補助をして行っている、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つける取り

組み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、市民の皆さん一人ひとりが意識し

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。 

 

 

 

 ●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 

 

 

 

施 策 体 系 
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（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 

●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などの自主的組

織の育成に努め、活動の支援を行います。 

●助成制度を活用し、地域コミュニティ活動への支援を行います。 

●地域づくりの拠点となる公民館やコミュニティ集会所については、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。 

●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。 

●徳島東部地域定住自立圏において圏域市町村と連携することで、ＮＰＯ法人

の設立など、ＮＰＯ活動に対する支援を行います。 

 

（２）地域の特性に合ったまちづくりのための情報共有 

●独自の情報発信手段である広報誌及びインターネットの充実を図り、様々な

市政情報を積極的に提供・発信します。また、広報誌の設置場所の拡大や、

新聞、テレビ、ラジオなどの多様なマスメディアの積極的な活用を通じ、高

齢者や障がい者、経済的弱者などにもきちんと情報が届くように努めます。 

●「ふれあい行政出前講座」や重要施策に関する住民説明会の開催などを通じ、

市と市民の皆さんとの対話の機会を増やします。 

●重要事項を審議する附属機関等において、「小松島市附属機関等の設置及び

運営指針」に基づき、引き続き委員公募の実施に努め、政策形成過程への市

民参加を促進します。 

●平成 23 年 4 月に施行した「小松島市パブリックコメント手続要綱」に基

づき、市民の皆さんの声を市行政へ反映できるよう、制度の活用に努めます。 

●公文書の適正管理に努めるとともに、市民の皆さんが利用しやすい情報公開

制度を維持します。 

●「小松島市個人情報保護条例」に則り、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。 

主 な 取 組 
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３．「信頼」のまちづくり 

②効率的な行政運営 

 

 

（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 

小松島市行政改革「集中改革プラン」を推進するとともに、平成 22 年 3

月に小松島市行政改革「集中改革プラン」（第二幕）を策定して行財政改革に

取り組みました。その結果、平成 20 年度決算以降、単年度収支は黒字に転じ、

約 5 億 8,500 万円あった累積赤字も平成 23 年度決算で解消しました。 

人材育成として、職場内外における研修の充実を図り、職員の資質向上に努

めるとともに、平成 22 年度より管理職員を対象に人事評価を試行しています。 

新規地方債の発行額については、年間 17 億円以下（臨時財政対策債を除く）

となるよう運営するとともに、民間からの借入時には複数の金融機関の借入利

率を比較し、最も低利な借入に努めました。また、「健全化判断比率・資金不

足比率」や「財政比較分析表」を作成し、わかりやすい情報提供に努めました。 

 

（２）行政運営における効率的・効果的な IT の活用 

行政事務の効率化とシステム経費の削減を図るため、情報システムの最適化

方針を作成し、住民情報などの基幹業務システムの再構築を実施しました。ま

た、電子自治体共同システムへの参加を継続し、ふるさと納税などの電子申請

を実施できる環境を構築することで効果的なＩＴの活用に努めました。さらに、

ホームページでイベントや農林水産物等の特産品の情報発信に努めました。 

税の電子申告システムの導入を平成 22 年度から進めています。地方税電子

申告システムについては、事業所からの給与支払報告書や償却資産、法人市民

税の電子申告や異動届出のサービスの利用を開始しています。 

 

（３）広域行政の推進 

広域行政について、徳島市を中心市とする徳島東部地域定住自立圏推進協議

会（12 市町村で構成）を設立し、平成 23 年 3 月に定住自立圏形成協定を締

結しました。平成 23 年 9 月には徳島東部地域定住自立圏共生ビジョンを策

定し、生活機能・結びつきやネットワーク・圏域マネジメント能力の強化を図

るために、中心市や周辺市町村とともに連携事業に取り組んでいます。 

 

 

 

前期基本計画の取組状況 
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小松島市の家計 

小松島市は、平成17年6月に「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。そこで、市では、平成18年1月に小松

島市行政改革「集中改革プラン」を策定し、市民の皆さんのご協力をいただき

ながら、行財政改革に取り組んできました。 

平成22年3月には「集中改革プラン」（第二幕）を策定し、引き続き行財

政改革に取り組んできた結果、平成20年度以降、単年度収支は黒字が続いて

いました。こうしたことから、平成23年3月に「財政非常事態宣言」を「財

政危機宣言」に切り替え、引き続き行財政改革に取り組んできた結果、ピーク

時には約5億8,500万円あった累積赤字を、平成23年度決算時には解消する

ことができ、平成24年12月に「財政危機宣言」を解除しました。 

 

平成23年度における小松島市の家計 

 

 

  

 

 

現況と課題 

 

収入明細  

基本給（市税）    44 億 18 百万円 

諸手当（分担金・負担金など） 

4 億 43 百万円 

不動産収入など（使用料・手数料など） 

3 億 33 百万円 

借入金（地方債）   14 億 51 百万円 

親からの仕送り（国からの交付税など） 

      48 億 3 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）  35 億 22 百万円 

 

計 149 億 70 百万円 

 

支出明細 

食費（人件費）     29 億 47 百万円 

医療費（扶助費）   30 億 44 百万円 

子どもへの仕送り（繰出金） 

17 億 16 百万円 

ローン返済（公債費） 21 億 89 百万円 

家の増改築費（普通建設事業費等） 

12 億 38 百万円 

光熱水費、通信費（物件費） 

19 億 21 百万円 

町内会費や各種会費（補助費等） 

12 億 36 百万円 

貯金（積立金）・貸付金 

4 億 79 百万円   

給料の前借りの返済（前年度繰上充用金等）  

1 億 83 百万円   

次の年への繰り越すお金（翌年度へ 

繰り越すべき財源）   10 百万円   

 

計 149 億 63 百万円 
７百万円の黒字 
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しかし、今後、市税の減収が見込まれることや地方交付税総額の安定的な確

保が不透明であること、また、防災対策や公共施設の耐震化事業をはじめとす

る施設整備など多額な財政負担が見込まれており、引き続き行財政改革を推進

していく必要があります。 

 

小松島市役所における IT14 

  昭和 55 年のホストコンピューターの導入から 30 年以上が経過していた

ことから、行政事務の効率化とシステム経費の削減を図るために情報システム

の最適化方針を作成し、平成 23 年に住民情報などの基幹業務システムを再構

築しています。 

  平成 8 年に開設した市のホームページは、平成 13 年に内容の充実を図り、

平成 2１年には、より見やすくわかりやすいホームページとするためリニュー

アルを行いました。また、市役所内に LAN15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 LGWAN16が導入されています。 

 

広域行政 

市町村合併がひととおり終了し、現在は「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

て人口の流出を食い止めようとする「定住自立圏構想」を推進しています。中

心市である徳島市と周辺 11 市町村で構成する「徳島県東部地域定住自立圏推

進協議会」を設立して定住自立圏形成協定を締結し、定住自立圏共生ビジョン

を策定して、生活機能・結びつきやネットワーク・圏域マネジメント能力の強

化を図るために、連携事業に取り組んでいます。 

                                                   
14 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。 
15 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。 
16 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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小松島市行政改革「集中改革プラン」（第二幕）の推進 

「市は、持続可能な財政基盤を確立するため、小松島市行政改革『集中改革プ

ラン』（第二幕）に取り組みます。」 

組織・機構の簡素・効率化や歳入の確保などを継続して行うことで、効果

的・効率的な行財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の皆さ

んからの情報収集などを通じた行政情報化・地域情報化の促進に努めます。」   

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の

皆さんからの情報収集を進め、市民の皆さん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、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、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。 

 

 

 

 ●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 

  

基 本 方 針 

 

施 策 体 系 
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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 

●小松島市行政改革「集中改革プラン」（第二幕）を着実に推進し、継続的な

単年度収支の黒字化と、人口減少社会においても持続可能な行財政システム

の確立をめざします。また、この計画は平成 26 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。 

●市民の皆さんから求められる職員像を認識し、「人事評価」の導入や、職場

内外における様々な研修の充実により、多様化、複雑化する行政ニーズに的

確に対応できる職員の育成に努めます。 

●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。 

●市の財政状況を、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。 

●持続可能な財政基盤を構築するために効率的な行政運営をする中で、省資源

あるいは節約を意識した行政を今以上に行います。 

 

（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。 

●国税電子申告システム（イータックス）については、国税庁が定める電子申

告比率を目標に普及を進めます。また、地方税電子申告システム（エルタッ

クス）については、平成 28 年度の目標値達成に向け、普及を進めます。 

目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

地方税電子申告システム

を利用した申告比率（％） 

23 年度 28 年度 給与支払報告書、償却資産及び法

人市民税の全申告件数に対する

電子申告を利用した比率。 

申告件数については、事業所の大

小や従業員数の多少に関係なく、

１件としてカウント。 

14.4 25 

●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、災害時の迅速な情報提供等を進めます。 

 

 

 

主 な 取 組 
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（３）広域行政の推進 

●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。 

●行政運営と市民サービスの維持向上の観点から、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は、参画している「徳島東部地域定住自立圏推

進協議会」等を通じて、圏域市町村と協力しながら積極的な業務連携に取り

組みます。 
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後期基本計画 
 

基本目標      

４．「人が輝く」       

５．「日（いとなみ）が輝く」 

６．「街が輝く」       
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４．「人が輝く」 

①人権尊重 

 

 

（１）市民が主体となる人権教育・啓発の推進 

人権教育・啓発推進者研修会や人権問題講演会を開催し、参加者の人権意識

の高揚に努めるとともに、小松島市営路線バスに市内小中学校の人権尊重ポス

ター優秀作品を貼り付けたラッピン

グバスの営業巡回を行うことにより、

人権意識の高揚と普及啓発を行って

います。また、小松島市人権教育振

興協議会の活動を中核に、家庭教育、

社会教育、企業・職域を対象とした

研修会の実施や講師の派遣等を行い、

毎年延べ１万人を超える参加があり

ます。 

 

（２）人権尊重の視点に立った行政の推進 

市職員や消防関係者などの特定職業従事者に対する研修を実施しています。 

毎月人権擁護委員による人権相談を開設し、また、｢人権擁護委員の日｣であ

る 6 月 1 日に特設相談所を開設しています。 

小松島厚生福祉解放センター、目佐厚生福祉解放センター及び泰地総合セン

ターでは、｢地域に密着したコミュニティーセンター｣として、地域住民との相

互交流を図ることを目的に相談事業や各種講座を開催し、差別意識の解消に取

り組んでいます。 

 

（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、学校等の家庭教育部会においては、人権学習と保護

者研修の充実を図るための助言や講師派遣等、社会教育部会においては、人権

問題地区別懇談会への講師派遣や資料提供、企業・職域部会においては、職員

研修への講師派遣等を行い、毎年延べ 8 千人程度の参加がありました。 

「広報こまつしま」や機関誌「松明」を通じて人権教育・啓発に関わる記事

を掲載し、市民啓発・広報活動を行いました。 

 

前期基本計画の取組状況 

 

人権教育学級 
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（４）豊かな人権教育・啓発の推進 

様々な個別人権課題をテーマとした研修会・講演会等を開催し、参加者に対

するアンケート等で評価・検証を実施しており、その結果を次年度に生かして

いくなど、改善に努めています。 

 

 

 

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 

すべての人の基本的人権が保障されているわけではありません。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現在も根強く存在しています。さらに、

社会状況の複雑化や経済状況の格差、東日本大震災の結果発生した原発事故に

よる様々な風評被害、個人の価値観の多様化が進む一方で物質的な豊かさを追

い求め、自己の「人権」のみを主張し、他人の「人権」を軽視する傾向も見ら

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）」が制定されました。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、平成 23 年には北朝鮮当局による拉致問題等

の項目が追加されています。 

 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、子ども、高齢者、障がい者、同和問題、アイヌの人々、外

国人、ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等、刑を終えて出所した人、犯罪被害者

等、インターネットによる人権侵害、北朝鮮当局による拉致問題等、その他様々

な人権問題など 13 の個別人権問題の解決を図ると示されています。 

 

現況と課題 
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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、未だ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。 

市民の皆さん一人ひとりが、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。 

 

基 本 方 針 

 

 人権教育・啓発推進者研修会 
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●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 

 

 

 

（１）市民が主体となる人権教育・啓発の推進 

●市民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、全ての市民を対象にあらゆる機会を通じて、学習の

場の提供や、広報に努めます。 

●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・啓発を推進し

ます。 

  

（２）人権尊重の視点に立った行政の推進 

●人権の確立が行政の重要課題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。 

●小松島市職員人権問題研究会の充実に努めます。 

●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、県立学校においては、人権学習と保護

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、人権のまちづくり子ども会や識字学級

や小松島市・勝浦郡地区進路保障協議会などの取り組みと連携し、積極的な

推進を図ります。 

●毎月 11 日の「人権の日」や「広報こまつしま」「松明」を活用し、啓発・

広報活動を推進します。 

施 策 体 系 

 

主 な 取 組 
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（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。 
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４．「人が輝く」 

②生涯健康づくり 

 

 

（１）ライフステージに応じた健康な生活習慣づくり 

生後 4 か月までの乳児のいる家庭を保健師や助産師が訪問して支援してお

り、平成 23 年度の訪問実施率は 98.4%で、入院中や里帰りの方を除き、ほ

ぼ全戸訪問ができています。 

妊娠届時個別面接の機会をとらえ、保健師が栄養や喫煙等の指導を行いまし

た。 

休日検診の導入、節目がん検診の実施、一部のがん検診における節目年齢無

料クーポン券の送付などを実施し、受診者数の増加に努めるとともに、子宮頸

がん・乳がん検診の広域化や大腸がん検診の医療機関実施を開始するなど、受

診しやすい体制づくりに取り組みました。受診者数は平成 23 年度 3,557 人

（目標 4,200 人：達成率約 84％）と増加したものの、受診率は全国、県に

比べて低く、引き続き受診者数の増加に努める必要があります。 

特定健診結果でのメタボリックシンドロームの該当者などに特定保健指導

を実施するとともに、該当者以外の方には、生活習慣病予防に関する健康講座

を行いました。また、高齢者に対しては、地元老人会や地域包括支援センター

の協力のもと、市内 10 か所の公民館等で健康相談を実施しました。 

 

（２）地域ぐるみの健康づくり支援 

食に関するボランティア組織である食生活改善推進員（ヘルスメイト） の

養成講座を平成 22 年度に開催し、16 名のヘルスメイトを養成しました。ま

た、ポンポコくらぶにおける安全確認や遊びを通して、母子保健推進員が自主

的に活動できるよう支援しました。さらに、乳児相談や親子教室（ポンポコく

らぶなど）を実施し、遊び場の提供、育児の相談、地域の交流を図りました。 

 

（３）健康づくりのための環境整備 

「健康こまつしま 21」については、実施した中間評価の結果をもとに、取

り組む重点課題と具体的内容について、平成 22 年度に見直しを図りました。 

予防接種については、子宮頸がんワクチンなどの無料接種を平成 22 年度か

ら開始して感染予防を図りました。また、乳幼児定期予防接種については、受

診率 85％を目標に取り組んだ結果、平成 23 年度接種率はＢＣＧ、三種混合、

麻しん・風しんは目標を達成しましたが、ポリオが 80％、日本脳炎が 39％

前期基本計画の取組状況 
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でした。ポリオは不活化ワクチンへの移行期で保護者が接種を控えたため、 

日本脳炎は平成 17 年から約 5 年間、国が接種を控えたためと考えられます。 

保健師、管理栄養士等の資質の向上については、毎月の業務検討会の開催や、

県内研修会への積極的な参加により、知識の向上に努めています。 

 

 

 

国・県では 

平成 12 年度に国において「健康日本 21」が策定され、健康づくり施策が

進められました。公共の場での分煙が進み、成人男性の喫煙者が減るなどの成

果がありましたが、日常生活における歩数の減少や、壮年期のうつ病の増加な

ど新たな課題も出ています。こうした状況の変化等を踏まえ、平成 24 年度に

「健康日本 21（第 2 次）」が策定され、社会経済の変化に対応した健康づく

り運動が推進されます。 

徳島県では全国と比べ糖尿病死亡率が高く、慢性透析患者数は全国第２位と

なっています。 

  

小松島市では 

平成 11 年に完成した保健センター・ミリカホールは、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拠点として、市民の皆さんに総合的な保

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に取り組めるように、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ました。 

平成 20 年度に「健康こまつしま 21」の中間評価を実施し、平成 22 年度

より、課題である糖尿病等の生活習

慣病予防対策の充実、強化に取り組

んでいます。 

また、平成 20 年度から実施して

いる特定健診・特定保健指導は、メ

タボリックシンドロームの認知度を

あげ、健診データから抽出した対象

者に対し効果的な保健指導を行って

います。 

 

 

現況と課題 

 

健康づくりのつどい 
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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。」 

乳幼児から高齢者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。 

 

 

 

●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 

 

 

 

（１）ライフステージに応じた健康な生活習慣づくり 

●母子健康手帳の交付の時から、妊婦健診、乳幼児健診、親子教室を通して継

続的に親子、家族に関わり、より良い生活習慣の形成と子どもの健やかな成

長、発達を支援します。特に幼少期の食習慣は成人期の食習慣に影響を与え

ることより、幼児の朝食欠食率ゼロをめざします。 

●学童期は学校の指導を中心に連携・協力をし、健康な生活に必要な知識、技

能の普及を行います。 

●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、栄養や喫煙、飲酒に対する指導を行い、

正しい知識の普及や望ましい生活習慣への改善を図ります。 

基 本 方 針 

 

施 策 体 系 

 

主 な 取 組 
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●生活習慣病の発生する壮年期は、がん検診無料クーポンや検診手帳の配布、

個別通知によりがん検診のＰＲを図るとともに、休日検診や特定健診との同

日実施など受けやすい検診の体制づくりに努め、がん検診の受診率を胃がん、

肺がん、大腸がん検診は 40％を、子宮頸がん、乳がん検診は 50％をめざ

します。特定保健指導等の充実を図り、メタボリックシンドロームの該当者

及び予備軍の減少をめざします。また血糖、脂質、血圧、喫煙のリスクのあ

る非肥満者に対する保健指導も行います。 

 目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

がん検診の受診率（％） 23 年度 28 年度 対象者に対する検診の受診率 

胃がん 7.7 40 
※受診者は 40 歳から 69 歳で計 

算（子宮頸がんは 20 歳から 69 

歳）し、国民健康保険による人 

間ドックでの胃・肺・大腸がん 

受診者（40 歳から 69 歳）を

含む。 

※対象者は、胃がん・肺がん・大

腸がん（7,206 人）、子宮頸が

ん（5,963 人）、乳がん（4,264

人） 

 肺がん 8.3 40 

 大腸がん 12.9 40 

 子宮頸がん 23.4 50 

 乳がん 24.7 50 

●身体機能や運動機能に個人差が見られる高齢期は、地元の老人会や地域包括

支援センター、福祉部門などと連携し、ロコモティブ症候群（運動器症候群）

や生活習慣病による QOL17の低下を予防し、健康寿命の延伸を図ります。 

●関係機関と連携しながら、自殺予防に関する正しい知識の普及啓発を図ると

ともに、心の健康づくりに関する相談を行います。 

  

（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の健康ボランティアの育成と活

動の活性化を図り、参加しやすい地域に根ざした健康づくり運動を推進しま

す。 

●「糖尿病地域連携パス18」などを活用し、地域医療機関と連携を持ち、糖尿

病の重症化予防に努めます。 

                                                   
17ＱＯＬ  Quality of Life の頭文字をとったもので、「生活の質」と訳されることが多く、

物質的な豊かさやサービスの量、個々の身辺自立だけでなく、精神面を含めた生活全般の

豊かさと自己実現を含めた概念です。 
18糖尿病地域連携パス  徳島県医師会糖尿病対策班で、糖尿病の受診が必要な方が早期の

段階から治療できることを目的に作成された、地域保健師と医療機関医相互の連携のため

の情報提供様式です。 
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●現在、実施している乳児相談や親子教室（ポンポコくらぶなど）の開催を継

続し、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。 

●学校保健や地域スポーツクラブ、地域組織など健康づくりに関連する諸機関

とのネットワークにより、市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組め

るよう支援します。 

 

（３）健康づくりのための環境整備 

●「健康こまつしま 21」の最終年度である平成 25 年度に計画の見直しを行

い、「健康日本 21（第 2 次）」計画や小松島市第２期特定健診等実施計画な

どと整合性を保ちつつ、市の実情に即した計画の更新を図ります。 

●乳幼児から高齢者まで、市民の皆さん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、衛生的な生活習慣の普及に努めるとともに、保育所、

幼稚園、学校、医療機関の協力のもと、定期予防接種の接種率 90％以上を

めざします。 

 目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

乳幼児、児童・生徒の定

期予防接種の接種率（％） 

23 年度 28 年度 ＢＣＧ、三種混合、ポリオ、4 種

混合、麻しん・風しん、日本脳炎、

二種混合の予防接種率 

平均 

(57.1) 

各 

90 

●乳幼児から高齢者まで市民一人ひとりの特性に応じ、生活習慣病の発生予防

や重症化予防に従事する市の保健師、管理栄養士、看護師などの人材確保と

資質の向上をめざします。 
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４．「人が輝く」 

③生涯を通して学べる環境づくり 

 

 

（１）幼児教育の充実と幼稚園の機能強化 

幼稚園での子育て支援については、全ての幼稚園で「預かり保育19」や「未

就園児に対して体験入園」を実施するとともに、平成 24 年度から坂野幼稚園

と坂野保育所の一体化運営を開始しました。 

 

（２）学校教育の充実 

小松島市の教育振興と向上を図るため、「小松島市教育振興計画」を平成 22

年 3 月に策定し、各施策を展開しています。 

中学校への入学前に 6 年生全員に人権学習を実施しています。また、特別

な支援を必要とする児童・生徒に対しては、支援員やボランティアの配置を行

うとともに、「はなみずき学級」を開設して適切な指導と支援を行っています。 

学校給食については、地場産物年間活用計画を策定して、地元産の米粉パン

や農林水産物を活用して地産地消を推進するとともに、給食だよりを通じて食

に関する情報提供を行い、家庭、地域との連携を図っています。 

教職員の研修として、平成 21 年度から教育問題シンポジウムを開催し、教

職員のほか一般の方も参加し、教育課題への理解と推進を図りました。 

また、平成 22 年度にコンピュータの更新や電子黒板の導入等を行いました。 

各校で震災対応マニュアルの作成や避難訓練・防災訓練を実施しています。 

 

（３）青少年の健全な育成とより良い社会環境づくり 

勤労青少年ホームを活動拠点として、青少年の自主的活動を支援しています。 

家庭・学校・青少年健全育成センター等関係機関が連携し、地域ぐるみで少

年非行防止に努めています。また、学校・地域と連携し活動しているボランテ

ィア団体などに対して支援を実施しています。さらに、スポーツ大会などの機

会を提供するとともに、少年非行防止のため、地域ぐるみで巡回等の実施を行

い、健全な青少年の育成に努めています。 

 

 

                                                   
19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。 

前期基本計画の取組状況 
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（４）生涯学習推進体制の確立 

地域・学校・家庭と連携して創造性豊かな市民教育を推進し、市民の皆さん

のニーズに応える教養・文化の研修場所を提供し、地域に即した教育環境の整

備に取り組んでいます。また、公民館などの社会教育施設の機能充実・整備に

取り組むとともに、市民講座や成人講座などの各種講座を開催しました。さら

に、図書館では、ニーズに沿った図書の充実と資料の収集・整備に努めました。 

 

 

 

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。平成 22 年 5

月に小松島市学校再編計画策定委員会を設置し、2 年間 13 回の委員会を開催

し、将来を担う子どもたちへより望ましい教育環境を整えるべく、これからの

学校施設の望ましい具体的な計画を策定し教育委員長に答申されました。その

内容は、中学校は 2 校制に小学校幼稚園は 5 校 5 園とするとされており、平

成 24 年度から、その内容の実施に向けての検討をしています。 

  

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」を行っています。また、坂

野幼稚園と坂野保育所の一体化運営を平成24年度から開始しています。 

 

国では 

学校がカリキュラムを編成する際の基準となる、新たな「教育要領」「学習

指導要領」が 、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ています。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新たに実施されています。 

現況と課題 
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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、平成22年度からコンピュータの更新やインターネットへの接続及び電

子黒板などの教育環境が整備されました。

平成23年度より実施された「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

発音や基本的な表現に慣れ親しませ、中学

校における英語学習へとつながるコミュ

ニケーション能力の素地を育成すること

をめざしています。 

 

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、発達障が

いの子どもに対応するための支援員やボランティアの配置を行っています。さ

らに、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、自主サークル活動として川柳や短歌、編み物などが文芸協会や文化協

会などのサークル活動として活発に行われています。 

ALT が参加しての「外国語活動」 
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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。 

 

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（情報通信技

術）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

ュニティの一員としての自覚と責任

を身につけ、文化やスポーツなどの

機会や場所の提供を行い、充実した

生活を送れるようにします。また、

少年非行の防止や健全育成活動など

健やかな青少年の育成を促進し、さ

らに健全な社会環境の整備を行いま

す。 

基 本 方 針 

 

成人式 
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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、社会条件の変化に対応し、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、施設・設備などの物的

条件や指導者などの人的条件の整備を計画的に推進します。 

 
 

 

●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 

 

 

 

 

（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。 

施 策 体 系 

 

主 な 取 組 
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（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、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。 

●いじめは決して許されないことであり、どの子どもにも起こりうるものであ

ると認識し、学校・保護者・地域でその前兆をいち早く把握し、学校全体で

組織的かつ迅速に対応することを徹底します。また、一人で悩みを抱え込む

ことがないよう、いじめ相談窓口の周知及び相談機能の充実を図ります。 

●不登校傾向の前兆が見られた時点で適切な対応がなされるよう、不登校など

の悩みを持つ児童・生徒と教師、保護者との相談機能を充実するとともに、

学校、家庭及びスクールカウンセラーや適応指導教室（はなみずき学級）と

の連携の強化を図ります。 

●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、地元産の農林水産物を積極的に活用します。また、給

食時間の校内放送や給食だよりを通して、地場産物の生産や食に関する正し

い知識を紹介して、子どもたちの「食」への理解と関心を高め、食べ物に対

する感謝の心を育てるよう取り組みます。さらに、創意工夫した献立づくり

を行うことで、生きた教材として活用できる年間計画を示して給食を提供し

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。 

●立江・坂野の両中学校については、学校再編計画に沿って平成 28 年度開校

を目標に統合を進めることで、質の高い施設整備を図ります。また、他の学

校施設については、校舎の耐震化に続き、屋内運動場の耐震補強工事を進め、

同時に施工する大規模改修工事により、施設の整備・充実を図ります。 

●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。 
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（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、社会環境をより良くするために地域ぐるみで活動を進め

ます。 

●世代横断的なまちづくりを進めるために、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推進しま

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、市民ニーズに応える教養・文化と研修の場を提供し、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ます。 

●社会教育施設の多様な学習情報の収集・発信を行い、各種広報誌やインター

ネットなどを活用します。 

●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

央会館など社会教育施設の機能の充実･整備を行います。 

●生涯学習の拠点としての機能を果たすために市立図書館は、市民の皆さんの

ニーズに沿いながら、図書の充実、資料の収集・整備を行います。 
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５．「日（いとなみ）が輝く」 

①伝統･文化の継承･発展とスポーツの振興 

 

 

（１）文化財・伝統の継承 

平成２３年度には、市教育委員会が調査主体となり、新居見遺跡において埋

蔵文化財発掘調査を実施し、記録保存を行いました。また、遺跡・文化財・伝

統芸能の保存と継承を図るために専門職員を配置するとともに、市広報やホー

ムページなどにより市民の皆さんへの啓発活動に取り組んでいます。 

 

（２）市民文化と芸術の振興 

12 市町村で構成する徳島東部地域における広域文化事業として東とくし

ま小学生俳句大会を開催し、芸術・文化の住民相互の交流を図りました。 

ミリカホールでは、舞台機構や移動観覧席、空調設備等の改修を行うととも

に、自主事業として平成 21 年度から気軽に参加できるクラシックミニコンサ

ートの開催や学校でのアウトリーチ事業20を実施しました。 

 

（３）生涯スポーツの推進 

総合型地域スポーツクラブの「みなと小松島スポーツクラブ」が平成 22 年

4 月から運営を開始しており、種目数、会員数も年々増加しています。また、

平成 23 年度には市制施行 60 周年記念事業として、「特別巡回ラジオ体操・

みんなの体操会」、「宝くじスポーツフェアドリームサッカー・日本代表ＯＢが

やってくる」を開催しました。さらには、徳島東部地域定住自立圏共生ビジョ

ンで取り組むスポーツ大会共同開催事業として、圏域市町村と連携して徳島東

部地域ニュースポーツフェスティバルの開催に向けて準備を進めています。 

小松島市立体育館の屋根の全面改修や、ステーションパークなどの老朽化し

た施設を整備するとともに、各種団体のスポーツ活動への支援を行いました。 

                                                   
20 アウトリーチ事業（Ｏｕｔｒｅａｃｈ）  芸術・文化におけるアウトリーチ事業とは、

ホールが招聘（しょうへい）した演奏家を学校や福祉施設などに派遣し、ワークショップ

やミニコンサートなどを行う事業をいいます。芸術に全く関心のない人、興味があっても

ホールに足を運ぶことのできない人も対象とし、ホールの受益者を拡大し、新しい観客や

聴衆の育成効果があると考えられています。 

前期基本計画の取組状況 
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（４）豊かな食文化の継承及び発展 

小松島市学校食育推進委員会において、正しい食習慣を身につけるよう、学

校を中心に家庭・地域が連携を図りながら食育の推進に努めました。 

平成 22 年 11 月に「小松島市食育推進計画」を策定し、学校等関係機関が

計画に基づき食育に取り組むとともに、市民アンケートを実施し、市民の皆さ

んへの食育ＰＲと食をめぐる現状の把握、関係者間での課題の共通理解を図り

ました。 

 

 

 

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、弥生時代から中世にかけての遺物

や、多くの貴重な書画などが展示、所蔵されています。 

 平成 23 年度には、市教委が調査主体となる初めての埋蔵文化財発掘調査を

新居見遺跡において実施し、記録保存を行いました。その出土遺物に関しては、 

市立図書館生涯学習センターにおいて常設展示を予定しています。また、平成

24 年度は、田浦遺跡の埋蔵文化財発掘調査が実施されています。 

しかし、官民ともに未だ埋蔵文化財包蔵地の周知が徹底されておらず、開発

事業と埋蔵文化財の保護が円滑に行われるような体制を整備する必要があり

ます。 

  現在、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「四国八十八箇所霊場と遍路道」

世界遺産登録推進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、ヨガ、川柳、茶道など、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や高齢者教室などで参加者を

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図っています。 

現況と課題 
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コンサート・講演会・上映会・展示

会など多様な催しに対応可能なミリカ

ホールが平成11年4月に完成し、室内

楽コンサートや映画上映、アウトリー

チ事業の実施など、直に音楽や芝居等

に触れる機会を提供するとともに、貸

館事業を通して、市民の皆さんの芸

術・文化活動を支援しています。 

 

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、和田島緑地（ＪＡ

あいさい緑地）、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」 

学校給食では、地域の特性を活かした学校給食を実施することで、子どもた

ちが地域の食文化への理解を深めるよう努めています。具体的には、地域で生

産された食材や地域の郷土料理や伝統料理など地域に根付いてきた食文化を

継承した献立を取り入れ、給食指導や給食時の放送、給食だよりなどを用いて、

児童・生徒に知らせています。こうしたことを通して、ふるさとを愛し、誇り

をもつ心豊かでたくましい子どもの育成に努めています。 

市民なわとび大会 

 

手工芸文化フェスティバル 
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また、学校給食における食事の準備から後片付けまでの一連の実践を通して、

食べ物やそれにかかわる人への感謝の気持ちをはぐくむとともに、食事のマナ

ーを学ぶことにより、残さず食べる習慣を身に付けるよう取り組んでいます。 

平成 22 年度に「小松島市食育推進計画」を策定し、平成 26 年度までに取

り組む 14 項目の目標値を定めました。学校、保育所、漁協、農協等の関係機

関が小松島市の現状や課題を共有するとともに、それぞれ連携を取りながら、

食育推進に取り組んでいます。 

 

 

 

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えるよう、ふるさとの自然や文化や歴史を

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、専門職員を配置し、

市広報やホームページ、高齢者教室

などにより市民の皆さんへの啓発

活動に取り組みます。 

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

活動を実施します。 

 

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」  

 

基 本 方 針 

 

文化財防火訓練 
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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。また、スポーツ・レクリエーシ

ョンの指導者を育成します。 

 

「食育」の推進 

「学校では、意図的に学校給食を教材として活用することで、給食の時間を

はじめとする関連教科等において食に関する指導を体系付けるとともに、学

校ごとに前年度の見直しを行い、毎年「食育全体計画」を立てます。また、

食の安心・安全についての理解を深めるとともに、よくかんで食べるなどの

望ましい食習慣を身に付け、楽しい給食となるよう食事環境の充実に努めま

す。さらに、偏食や、肥満、朝食欠食、孤食など、食に関する学校だけでは

解決できない課題については、家庭、学校、地域の連携を強化して取り組み

ます。」 

学校給食では、幼児・児童・生徒が発達段階に応じて、学校教育活動全体

を通じて総合的に食に関する知識や能力等を身に付けることができるよう、

継続性を配慮しながら推進します。また、食事の準備から食前のあいさつ、

正しい姿勢とはしの使い方、食後のあいさつ、後片付けなどを実践し、食べ

物やそれにかかわる人への感謝の気持ちをはぐくむとともに、食事のマナー

を学ぶことにより、残さず食べる習慣を身に付けるよう継続して取り組みま

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、その消費を通じた交流を図ることで、環境と調和のとれた安全安心な

食料の供給と地域の活性化を図ります。 

 
 

 

●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 

 

施 策 体 系 
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（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、開発への対応・遺跡の発掘調

査・調査研究を進め、適切に保存します。 

●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。 

●12 市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快適に利用できる施設と

して日頃より適正な管理を行います。また、安価で参加できるミニコンサー

トの開催や学校でのアウトリーチ事業、映画などを実施し、市民の皆さんが

気軽に身近で鑑賞できる機会を増やします。 

●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 

●平成 22 年 4 月に設立したこまつしま総合型地域スポーツクラブ「みなと

小松島スポーツクラブ」の運営を引き続き支援します。 

●徳島東部の地域住民の間にスポーツ・レクリエーションを普及振興し、明朗

で健康な住民生活を実現するため、徳島東部地域ニュースポーツフェスティ

バルの開催に向けて計画を進めます。 

●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。 

主 な 取 組 
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●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 

●小松島市学校食育推進委員会の活動を通じて、食にかかる共通の課題の解決

や、生涯を通じた健康の保持増進をめざして、幼稚園・小学校・中学校の各

段階における一貫した指導を行えるように食育の情報を共有するなど、効果

的に食育が推進されるような仕組みづくりを行います。 

●学校給食については、地域の生産者や生産者団体と連携を図り、地場産物の

導入率について、野菜について徳島県産７割以上となるようにします。また、

地場産物活用年間計画を作り、生きた教材として「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実施します。 

●新鮮で安全性の高い農林水産物を提供し、地産地消を促進するため、多収穫

高品質な栽培技術を推進します。 

●地域に根ざした食育を推進するため、食のボランティア組織である食生活改

善推進員の育成支援を行います。 

●小松島市食育推進実務者会議を定期的に開催し、関係機関が共通理解を図り、

乳幼児から高齢者までライフステージに応じた間断ない食育の推進に努め

ます。 
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５．「日（いとなみ）が輝く」 

②産業の振興 

 

 

（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 

県外の物産展でこまつしまの食材の販売とＰＲを行うとともに、市内のイベ

ントなどで特産品を利用した料理をＰＲすることで地産地消を推進しました。 

環境保全型農業については、平成 22 年に小松島市生物多様性農業推進協議

会を設立し、さらに平成 24 年に小松島市有機農業推進計画を策定し、高品質

で多収穫な有機農産物づくりを推進しました。また、徳島県と連携し、「とく

しま安２農産物21」認証制度や「エコファーマー」の認証の推進を図りました。 

耕作放棄地の解消に向けた活動を行い、農業者戸別所得補償制度における規

模拡大加算の認定など、農地の利用集積円滑化事業に取り組んでいます。 

農地・水環境保全向上対策事業に取り組み、農振農用地に関して、非農家を

含めた地域の活動により、農業施設の保全と農村環境の向上を図るとともに、

農業用水路や農道の整備として材料支給などを行いました。 

鳥獣による農作物被害に対しては、小松島市有害鳥獣捕獲対策協議会におい

て毎年予察捕獲実施計画を立てて捕獲を実施し、被害の減少に努めました。 

地籍調査については、中田町の一部地区について順次調査を進めており、基

礎的な土地情報整備のため、土地の境界確定に努めています。 

 

（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 

「小松島市小口融資保証制度」の貸付利率を引き下げ、市内中小企業者の設

備資金などの運転資金の借入負担の軽減を図るとともに、平成 23 年 4 月か

ら「セーフティーネット保証制度」により、経営安定に支障をきたしている中

小企業に対し資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会に対し、平成 23 年

度で 115 件の認定事務を行いました。 

工場などの誘致については、企業立地促進法による固定資産税の減免条例や

産業振興に寄与する事業に係る市税の特別措置条例など企業優遇制度を活用

した企業立地の推進を図りました。また、起業については産業振興に寄与する

                                                   
21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。 

前期基本計画の取組状況 
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事業に係る市税の特別措置条例を平成 28 年 3 月まで延長し、固定資産税の

減免期間を 3 年から 5 年に拡充しています。 

 

（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 

中心市街地活性化検討会で補助金等を活用して、地域資源を生かしたまちづ

くりや市街地にぎわい創出としてイベント事業を実施しています。また、平成

22 年 10 月に「小松島みなとまちづくり協議会」を設立し、小松島港本港地

区のにぎわい創出のためのイベント活動の実施や将来構想の検討などを協議

しています。 

みなとオアシス交流広場に加え、平成 23 年には旧小松島フェリー桟橋の改

修整備と浮桟橋が新設され、海中ＬＥＤ照明を備えた施設が完成しています。 

がんばる商店街支援事業により、継続して商店連盟や団体への支援を実施し

ています。また、中小企業診断士による経営相談や個店の魅力向上に向けた経

営指導など中小企業振興事業を商工会議所に委託し実施しています。 

 

（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 

平成 23 年度に策定された徳島東部地域定住自立圏共生ビジョンに基づき、

徳島市を中心とした東部圏域の観光振

興事業に取り組み、特産品や伝統産業、

見所などを紹介した小松島市の観光情

報誌を新たに作成し、ＰＲに努めまし

た。また、「小松島みなとまちづくり協

議会」では、地域資源である水産物を

広くＰＲするため、水産品等販売促進

事業を実施し、小松島沿岸部で獲れる

豊富な魚介類の販売、加工品開発、Ｐ

Ｒ事業に対し支援を行っています。 

 

 

 

農林水産業 

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。 

 

現況と課題 

 

水産品等販売促進事業「海鮮朝市」 
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 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22について、平成 17 年の農林業センサス調査の結

果では、就業者数 1,972 人のうち 60 歳以上が 69.9％でしたが、平成 22

年の調査結果では、就業者数 1,626 人のうち、60 歳以上が 78.0％となって

います。5 年間で農業就業者の減少と高齢化が一層進んでおり、農業の担い手

不足、兼業化の進展、農地の遊休化などの多くの問題に直面しています。 

漁業就業者数23については、平成 15 年の漁業センサス調査の結果では、就

業者数 372 人のうち 60 歳以上は 37.6％でしたが、平成 20 年の調査結果

では、就業者数 292 人のうち 60 歳以上は 38.3％で、就業者数の減少が一

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、鉄

工・造船など港を活かした企業が集積していましたが、近年の原材料等高騰に

伴う製造業等の業績低迷により業務撤退や閉鎖を余儀なくされています。 

平成 20 年工業統計調査による事業所数は 152 社、従業員数は 2,451 名、

製造品出荷額等は 632 億円で、木材、家具などが上位を占めています。 

市では商工会議所とともに制度融資24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。 

国際物流ターミナルとして港湾施設がほぼ整備された徳島小松島港赤石地

区は、四国横断自動車道が近い将来開通が予定され、小松島市にインターチェ

ンジの設置が予定されるなど、社会資本など整備が進み企業等の受け入れ体制

が整いつつあるなか、県などとともに企業立地やコンテナターミナルの利用促

                                                   
22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 22

年農林業センサスにおいて調査期日は平成 22 年 2 月１日です。 
23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 20 年漁業センサスにおいて調査期日

は平成 20 年 11 月 1 日です。 
24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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進を図っています。 

 

商業 

小松島市の中心市街地は、街路や公園、景観整備などが整いつつある一方で、

近年の車社会の進展、消費者の多様化するニーズ、郊外型大型店舗の出店や減

少傾向にある居住人口により空き店舗化・未利用の土地が増加し、次世代の経

営者が不在の店舗が多いことなど、商店街としての機能がこれまで以上に低下

しており、今後更なる中心市街地の空洞化が進むことが懸念されています。 

平成 19 年の商業統計調査によると、商店数は 561 店、従業者数 2,867

人、年間販売額 551 億円となっており、平成 14 年に比べて商店数が 17.2％、

従業員数が 11.4％、年間販売額が 1.1％減少しています。 

 

観光・地域資源 

定期航路撤退により遊休化したフェリーターミナルや緑地整備された周辺

部を生かした「にぎわいづくり」が、NPO 法人「港まちづくりファンタジー

ハーバーこまつしま」により行われています。 

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。 

ＪＲ南小松島駅舎内に小松島市観光案内所を開設し、小松島市の身近な観光

名所や特産品などを広くＰＲしています。本市には宿泊施設が少なく、観光客

は日帰りや通過型の観光を目的としており、滞在時間が少なく、市の地域資源

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

環境を活かしたものが豊富にあり、大

地の産物ではすだち、やまもも、しい

たけ、水産物ではちりめん（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

る人気の品々が生産されています。 

 

 

こまつしま観光案内ステーション 
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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・新規就農者育成、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」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、有機農業推進計画に則

した有機農業者の育成と高品質多収穫な栽培技術の普及に取り組みます。 

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25や集落営農といった担い手の確保や

新規就農者育成に取り組みます。 

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、企業が小松島市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。また、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、小松島市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、それぞれの企業の進出条件に応じた対策を行います。 

 
                                                   
25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）。 

基 本 方 針 

 



 

95 

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進めるた

め、経営指導や人材育成を進めます。さらに、「市の顔」として、中心市街地

に商業・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、商業者の意欲的な取り組み

や後継者、人材育成を支援し、市内各店舗の魅力づくりを行い商店街の活性

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、小松島市の魅力発信を行い、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市の

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。 

小松島市の既存の観光資源や特産品に付加価値を付け、魅力や価値を相乗

的に高める施策を講じ、小松島市の魅力アップとそのＰＲを進めます。 

また、その魅力を観光客に伝えるため、地域づくり、人づくりの観光まち

づくりとして、観光ボランティアガイドを養成します。 

 

 

 

●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 

  

施 策 体 系 
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（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、「小

松島市生物多様性農業推進協議会」と連携して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。 

 目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

新規就農者数（人） 23 年度 28 年度 平成 23 年度から平成 28 年度ま

での新規就農者の合計人数 2 20 

●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26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

                                                   
26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。 

主 な 取 組 
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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。 

●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させるとともに、誘致企業と既存企

業との情報交換の場を創出するなど、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支援します。 

 

（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、にぎわいあふれた商店街をめざすとともに、商業者の意欲

的な取り組みや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後継者・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。 
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（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 

●これまで地元でのみ知られていた行事や特産品等について、情報収集を行い、

その情報を市内外へ市のホームページや観光広報誌などを通じ、小松島市に  

訪れたくなる魅力を発信します。 

●地元の農林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

農林水産物を工業が加工したり、生産者が販売・流通まで行う六次産業化の

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。 

●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、小松島市独

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。 
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５．「日（いとなみ）が輝く」 

③働きたい人が働ける環境づくり 

 

 

（１）安定した雇用関係の維持と労働環境の向上 

中小企業の振興を図るため、小松島商工会議所に業務委託して、経営相談や

専門知識、パソコンの技能習得、労務などについて専門家を講師に迎えてセミ

ナーや講演会を開催しました。 

 

（２）新規雇用の場の創出 

徳島公共職業安定所小松島出張所や小松島商工会議所と連携して雇用の状

況や市内求人などの情報収集や把握に努めるとともに、有能な人材育成・確保

を狙う企業と正社員経験の少ない求職者とのマッチングが図れるよう、商工会

議所が実施する「ジョブカード制度」の支援などを行いました。また、企業立

地促進法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例により、県と一体となっ

た企業立地を促進し、平成 23 年度は木材加工業者 1 社の実績がありました。 

 

 

 

小松島市の就業構造 

平成 22 年の国勢調査による小松島市の就業者数は、第 1 次産業 1,438 人

（8.2％）、第 2 次産業 4,151 人（23.6％）、第 3 次産業 11,981 人（68.2％）

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。 

 人口減少社会のなかで、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 

小松島市には、大企業27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。近年の有

効求人倍率の傾向として、小松島市は徳島県平均値を大きく下回っています。 

                                                   
27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。 

現況と課題 

 

前期基本計画の取組状況 
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全国的な傾向として最近は、求職者個人の都合にあう柔軟性ある仕事を求め

る求職者が増加するなか、企業からの求人条件と求職者が求める条件に大きな

隔たりが生じ、その結果、長期就労につながっていない状況です。また、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

います。 

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ことや、年齢や性別に関係なく求職者の能

力を発揮でき個々の生活に応じた就労環境整備への対応など、雇用の確保は大

きな課題です。 

 

 

 

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。」 

平成 24 年 2 月の全国の有効求人倍率は 0.75、徳島県は 0.93、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 となってい

ます。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、雇用者や勤労者に対し、労働条件向上のための啓発を行うとともに、

勤労者福祉の向上をめざし、勤労者の生活安定と向上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など、企業が進出しやすい環境が

整うなかで、魅力ある事業環境の情報発信を行い、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。」 

 

基 本 方 針 
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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、市内の未就業者等に対し、農林水産業の担い手の確保や、福祉など

生活支援サービス業に対する就業支援等や、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。 

港湾設備や高速道路など物流網の整備に伴い、企業が進出しやすい環境が

整うなかで、企業立地促進法など国・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。 

 

 

 

●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 

  

 

 

 

（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。 

  

施 策 体 系 

 

主 な 取 組 
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（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林水産業について、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28による小松島市への居住を支援

します。 

●企業立地促進法に基づく国・県の施策や市の企業誘致施策等により企業誘致

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。 

●高齢者や新規学卒者等の就労について、関係機関と連携し状況に応じた雇用

の場の創出、提供に取り組みます。また、障がい者雇用については、県立み

なと高等学園及び関係機関と連携を図りながら、就労支援を行います。 

 

                                                   
28Ｕ・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です。 
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６．「街が輝く」 

①快適に暮らせる生活基盤の整備 

 

 

（１）生活道路網等の整備 

小松島航空基地周辺和田島 47 号線外 2 線の道路改良舗装工事については、

航空基地正門から大手海岸までの区間の二車線化（片側自歩道化）を図り、大

手海岸から航空基地までの区間について供用を開始しています。 

また、国からの交付金を活用し、破損部の修復など緊急性の高い個所から優

先して、道路工事や測量委託業務の実施を行うなど、市道の整備を進めました。 

 

（２）公園・広場・緑地の整備 

たぬき広場野外ステージ改修工事、および、ＳＬ記念広場内の遊具と合併浄

化槽の修繕工事を行い、公園・広場の整備を行うとともに、中田 38 号線自転

車歩行者専用道路第 1 号橋橋梁修繕工事を行い、施設の管理に努めました。 

 

（３）社会ニーズに対応した公営住宅整備 

市営住宅の将来的な基本方針（建替え・改修・維持管理など）を定めるため

に、小松島市営住宅長寿命化計画の策定に取り組んでいます。また、老朽化が

進んでいる小集落地区改良住宅については外壁改修事業を実施しています。 

 

（４）安全な水の安定供給 

水道システムについては、計画的かつ効率的に施設更新と耐震化を行うため、

投資効果の高いと考えられる上流側から実施しています。また、老朽化した配

水管の計画的漏水調査と漏水修繕工事を実施し、有収率向上を図っています。 

田浦浄水場の耐震化及び施設更新についてはほぼ完了しており、新たな水質

課題等に対応できるよう配慮しています。 

 

（５）ごみ処理・し尿処理など生活関連施設の整備・充実 

市民の皆さんのご協力による資源ごみの回収の推進や、廃プラスチックごみ

処理の委託業者を変更したことなどにより、リサイクル率が向上し、最終処分

場への埋立量の減量化が図られました。また、次期ごみ焼却場などの中間処理

施設の整備に向けた取り組みについては、近隣市町村と広域化・施設体制の検

討などを行い、平成 24 年 7 月に徳島東部 7 市町村により、徳島東部地域環

境施設整備推進協議会を設置しました。 

前期基本計画の取組状況 
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火葬場施設については、ＰＦＩ（民間資金による公共施設整備）の手法によ

る整備を進めるため、可能性調査を行いました。 

 

 

 

生活道路 

小松島市では、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 号線に集中するため、朝夕の通勤時には、慢性的な渋滞が起

こっています。 

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、様々な経年劣化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、市民の皆さんの

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。 

今後は、小松島市営住宅長寿命化計画により、各団地それぞれの現状調査と

適正な住宅管理戸数をもとに集約化を進め、また各団地の活用方針にしたがっ

て、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必要があります。 

 

現況と課題 

 

ステーションパークにあるたぬきの像 



 

105 

水道 

水道施設の耐震化や施設整備を計画的に進めています。そのうち田浦浄水場

の整備は、平成 24 年度中に完了する予定です。また、送配水管の漏水調査と

同調査に伴う修繕工事を計画的に継続

しながら実施していますが、有収率か

ら判断すると前期計画期間で、平均で

約 82％であり、県内の平均を維持し

ています。 

今後は、漏水調査の施策について継

続的に検討を加え、配水損失をできる

限り抑制し、有収率の向上を図る必要

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、不燃ご

み残渣、側溝汚泥などを年間約2,000ｔ程度埋め立て処理しています。県に

対し平成22年から5年間の埋立許可期間の延長を行っており、この期限が、

平成26年度末までとなっています。そのため残余容量があれば再び許可期間

の延長を行うことになりますが、いずれにしても、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。 

 火葬場施設は、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40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。 

 

 

 

水道部の新管理棟 
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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号線と県道徳島

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り組みを

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。」 

子ども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。」 

東日本大震災を受けて、津波等による被害想定を見直す動きもあり、耐震

化事業の優先順位等の再検討を要することから、今後、送配水管施設更新を

継続しながら、これまでに策定済みの水道耐震化計画、水道ビジョン等の見

直しを図り、それらに基づき耐震化事業を進めます。 

 

基 本 方 針 
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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、市民の皆さんに分別の徹底をお願いし、可燃ごみを

現状の一日あたり 35ｔ程度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

との広域処理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。 

 

 

 

●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 

     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 

 

 

 

 

（１）生活道路網等の整備 

●狭あいな市道を整備改善し、渋滞の緩和や防災性の向上を図ります。 

●国土交通省の社会資本整備総合交付金事業を活用し、生活道路の整備を推進

します。 

 

（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。 

●徳島小松島港本港地区及び赤石地区の緑地計画など緑地整備を進めます。 

 

 

 

施 策 体 系 

 

主 な 取 組 
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（３）社会ニーズに対応した公営住宅整備 

●小松島市営住宅長寿命化計画に基づき、住戸の管理戸数の適正管理や、建替

え・用途廃止・改修・維持修繕等を行い、市営住宅のライフサイクルコスト

の縮減を図ります。 

●築後 30 年以上経過している小集落地区改良住宅の改修工事については、従

前の工法及び使用資材等の見直しを行うなど、コスト削減に努めることで実

施戸数の増加を図り、早期に全戸の改修が完了するよう努めます。 

 

（４）安全な水の安定供給 

●安全な水を安定供給するため、水道施設の適切な維持管理を行い、また、中

長期的な視点で計画的、効率的に施設更新を行います。 

●取水環境の変化に対応するため、監視強化を図り、適切な水質管理を行い、

水道の安全性の確保を行います。 

●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、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、資源ごみ（紙類）、

金属（スチール、アルミ）、びんガラス、ペットボトル、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、

現在の最終処分場の延命化に努めます。 

目標指標 現状値 目標値 指標の説明等 

市民1人1日当たりの可

燃ごみ（可燃性粗大ごみ

を含む）の量（グラム） 

23 年度 28 年度 １年間の可燃ごみ量（可燃性粗大

ごみを含む）÷365 日÷人口 
877 800 

●次期ごみ焼却場などの中間処理施設の整備に向けた取り組みについては、徳

島東部 7 市町村で構成する徳島東部地域環境施設整備推進協議会で、広域

整備に向けた協議を進めます。 

●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。 

●火葬場施設については、市民の皆さんのニーズを踏まえながら、できるだけ

早期の事業化に向けて、さまざまな事業手法を検討します。 
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６．「街が輝く」 

②魅力ある都市基盤の整備 

 

 

（１）中心市街地・周辺市街地の計画的な整備 

平成 22 年 12 月に景観行政団体に移行し、豊かな自然環境と歴史的景観を

保全するとともに、地域の環境と調和した街づくりを進めています。 

小松島みなと交流センター「kocolo」周辺については、駐車場外周部のフ

ェンスの設置や敷地内の整備を行うとともに、「海鮮朝市」や「こまつしまう

まいもん祭り」などのイベントを通じて人が集いやすい環境の整備に努めてい

ます。 

 

（２）交流基盤の整備 

四国横断自動車道については、各地区において用地買収や工事などを進めて

います。立江トンネル全長約 954ｍのうち、田野地区天王谷までの約 518

ｍ区間の掘削工事が完了し、さらにそれに続く天王谷橋全長約 42ｍの工事が

完了しました。設計協議については、平成 24 年度末で市内に 7 つある地元

対策協議会の全地区で設計協議が合意しました。市では、設計協議での合意に

基づき、側道、周辺道路、排水路などの周辺整備を進めています。 

みなと交流センター南側ウッド

デッキでは、随時イベントなどを実

施しにぎわいと交流促進が図られ

ています。また、徳島小松島港赤石

地区コンテナターミナルの利用促

進については、県や港湾荷役業者と

ともにポートセールスを実施する

とともに、東京や大阪への海運業者

へのセールスも随時実施しました。 

 

（３）高度情報化への対応 

地デジ対策として、アナログ放送停波までに滞りなく地上デジタル放送の視

聴を可能とするために、共聴施設を改修・新設することにより受信環境を整え、

市内 3 共聴組合 147 世帯の難視世帯の解消に努めました。 

ホームページを活用してイベント情報、農林水産物をはじめとする特産品な

どの情報発信を行い、市のイメージアップや産業の振興に努めました。 

前期基本計画の取組状況 

 

徳島小松島港のガントリークレーン 
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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、金長だぬ

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。 

平成23年度から県は、本市の中心市街地と国道55号線（前原町）を連結す

る延長約600ｍの県道小松島港線（バイパス工事）の用地買収に着手し、一

部については取得に至っています。この県道は、四国横断自動車道の小松島Ｉ

Ｃ（インターチェンジ）へアクセスする大変重要な路線です。 

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」や、平成20年に県の公園整

備事業により、県と市が共同で整備したウッドデッキなどの施設を中心として、

イベントや常設の特産品販売所を通し、賑わい創出事業が行われています。 

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。 

  

高速道路・主要道路 

「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）

のうち、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29で整備されることが決定されました。 

小松島市内においては、7つの地区対策協議会が設立され、道路本体構造と、

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

区で行われました。その結果、平成20年9月に新居見、田浦、前原地区、平

成21年1月に田野地区、平成23年8月に立江・櫛渕地区、平成24年8月に江

田、中田地区において調印を終えました。 

                                                   
29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。 

現況と課題 
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四国横断自動車道の阿南～徳島東間は、「四国8の字ネットワーク」の空白

地帯に位置する高規格幹線道路の一部であり、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。 

また、小松島市では主要道路が少な

く、このことは、渋滞損失時間による

経済活動の阻害、交通事故の増加、排

気ガス等による沿道環境の悪化をもた

らすほか、緊急輸送や災害時における

避難や物資輸送の妨げとなるため、防

災面での課題となっています。 

 

高度情報化 

近年の情報通信技術の発展は、めざましいものがあります。インターネット

の普及により、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30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。 

また、平成 23 年 7 月にアナログテレビ放送が終了し、地上デジタルテレ

ビ放送に移行しています。 

  今後は、こうした情報通信技術の有効な利活用とデジタルデバイド31の解消

に向けた対策を検討していく必要があります。 

                                                   
30 モバイルコンピューティング  携帯型のコンピュータ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。 
31 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。 

四国横断自動車道設計協議調印式 
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中心市街地の計画的な整備 

「市は、市の顔となるにぎ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。 

市の徒歩圏内には主な行政・文化施設と自然空間、歴史的資源があること

から、イベントなどを通じて、市外からも人が集う街として、中心市街地の

魅力を高め、これらの施設、歴史的資源等が有機的に結ばれることで、「歩

いて楽しいこまつしま」として、魅力のある都市景観の形成をめざします。

また、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するとともに、一般国道 55 号線などの主要

幹線道路の代替路として機能することで、慢性的な渋滞を解消し、時間損失

が減少します。また、重篤患者の搬送など三次医療施設への円滑な救急輸送

を実現します。災害時の円滑な交通の維持や津波発生時には防波堤として機

能することで、被害軽減が期待されます。さらには、関西地方や四国他県か

らの所要時間を短縮し、農・水産品の出荷や企業取引、潜在観光需要におけ

る広域交流を促進することにより、県内はもとより、「近畿圏へも近いこま

つしま」をめざします。 

主要道路については、慢性的な渋滞の解消及び災害時の避難道路や復興道

路の観点から、管理者である国や県などと連携し、都市計画道路を中心とし

た道路網の整備を推進します。 

基 本 方 針 
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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、市民の皆さんからの情報収集を進

め、市民の皆さん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

トワークの整備に努めます。 

さらに、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います。 

 

 

 

●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 

 

 

 

 

（１）中心市街地・周辺市街地の計画的な整備 

●既に整備されている掘割りやステーションパーク（自歩道）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と各種イベントの支援を行うことで、中心市街

地へ人の流れを呼び戻し、活性化を図ります。 

●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緑地な

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。 

●金磯地区については、「金磯地区まちづくり計画」に基づき、昭和 58 年度

より地区整備事業を開始している幹線道路や都市下水路などの整備を促進

するとともに、「金磯地区整備基金」を活用しながら区画道路・公園などの

整備を図ります。 

施 策 体 系 

 

主 な 取 組 
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（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。 

●県道小松島港線（バイパス工事）については、四国横断自動車道の進捗に併

せた整備が必要不可欠であることから、県や関係機関と連携し、地元調整や

要望活動を行ってきており、今後も継続していくことで、早期完成をめざし

ます。 

●都市計画道路などの主要道路の整備推進により、交通の円滑化を図るととも

に、救急輸送や災害時の避難路・輸送路を確保します。 

●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ます。

本港地区については、人との交流の場としてにぎわいを復活させるよう、ま

た、赤石地区については利用促進のため未整備埠頭や緑地部分の早期整備を

推進するとともに、コンテナなど貨物取扱量が増えるようポートセールスを

行います。 

●路線バスや鉄道などの公共交通を運行する事業者に対し、支援や要請を行い、

市民の皆さん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 

●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。また、迅速かつ正確な

災害情報の提供に努めます。 

●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。
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資 料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【後期基本計画 審議等の経過】 

 

開催日等 会議の名称等 会議の内容等 

平成 24 年 10 月 3 日 第 1 回審議会 

市長から小松島市基本構想等審議

会へ後期基本計画(素案)の諮問と

審議 

平成 24 年 10 月 5 日 

～ 10 月 24 日 

パブリック 

コメントの 

実施 

意見件数 1 件 

平成 24 年 11 月 14 日 第 2 回審議会 後期基本計画(素案)の審議 

平成 25 年 1 月 18 日 答申 
小松島市基本構想等審議会から 

市長へ後期基本計画(素案)の答申 
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【諮問】 

 

 

小 総 第  ２７３号 

平成２４年１０月 ３日 

 

 

小松島市基本構想等審議会会長 様 

 

 

                     小松島市長 稲 田 米 昭  

 

 

小松島市第５次総合計画後期基本計画の策定について（諮問） 

 

 

小松島市第５次総合計画後期基本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、後期基本計画について、貴審議会の意見を求

めます。  
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【答申】 

 

 

                                                                                                               

平成２５年１月１８日 

 

 

小松島市長 稲 田 米 昭 様 

 

 

小松島市基本構想等審議会 

会長  松 村 豊 大 

 

 

小松島市第５次総合計画後期基本計画について（答申） 

 

 

平成２４年１０月３日付小総２７３号で本審議会に諮問のありました小松島

市第５次総合計画後期基本計画の策定について、当審議会において慎重に審議

した結果、別冊のとおり取りまとめましたので答申いたします。 

審議にあたっては、第５次総合計画策定時以降に発生した欧州の経済危機問

題や東日本大震災などの大きな社会情勢の変化や、「第１次一括法」「第２次

一括法」の成立により現在進められている義務付け・枠付けの見直しや国から

地方への権限移譲などの地方分権・地域主権に向けた取り組みなどを踏まえな

がら慎重に議論を重ねました。 

なお、計画の策定・推進にあたっては、答申の趣旨に十分配慮され、将来像

の実現をめざし最大限努力されるようお願いいたします。 
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【小松島市基本構想等審議会委員名簿】 

 

氏名 所属団体等 役職 

荒井 義之 東とくしま農業協同組合 代表理事組合長  

井内 隆 小松島漁業協同組合 組合長  

岡部 敏明 阿波銀行小松島支店 支店長  

喜多 操子 小松島市消費者協会 会長  

小林 勝代 小松島商工会議所 専務理事  

高木 稔 小松島市身体障害者連合会 会長  

立川 邦男 ＮＰＯ法人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  

谷 明彦 小松島市ＰＴＡ連合会 会長  

谷 亮弘 人権擁護委員 小松島地区委員長  

鳥井 敬一 小松島市教育委員会 委員長  

中野 晋 徳島大学大学院 ソシオテクノサイエンス研究部 教授 博士（工学）  

中山 功 小松島市衛生組合連合会 会長  

畠山 ツミ子 小松島市連合婦人会 会長  

服部 文昭 小松島市文化協会 会長  

廣野 博光 社団法人小松島青年会議所 理事長  

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 
副会長 

藤野 和也 小松島市医師会 会長  

藤野 正宏 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  

前田 久 小松島市自主防災連合会 会長  

松下 純子 徳島文理大学短期大学部 生活科学科食物専攻 教授  

松村 豊大 徳島文理大学総合政策学部 教授 博士（政策科学） 会長 

山本 紘一 徳島県鉄鋼協同組合 理事長  

五十音順（敬称略）
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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) 関係団体を代表する者 

(2) 学識経験を有する者 

(3) その他市長が必要と認める者 

 (委員の任期) 

第 4 条 委員は，当該諮問に係る審議が終了したときは，解任されるものとする。 

2 委員のうち役職により委嘱された委員が前条第 2 項各号に掲げる職を失った場合には，

委員の職を失う。 

(会長及び副会長) 

第 5 条 審議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は，委員の互選により定める。 

3 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

4 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

(会議) 

第 6 条 審議会は，必要に応じ，会長が招集する。 

2 審議会は，委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長が決するところに

よる。 

4 審議会には，専門的知識を有する者の出席を求め，その意見を聴することができる。 

(専門部会) 

第 7 条 会長が必要と認めるときは，審議会に専門的事項を分掌させるため専門部会を置

くことができる。 

2 専門部会は，会長が指名する委員で組織する。 

3 専門部会に部会長を置き，専門部会に属する委員の互選による。 

(庶務) 

第 8 条 審議会の庶務は，総合計画担当課において処理する。 

(委任) 

第 9 条 この条例に定めるもののほか，審議会の運営について必要な事項は，市長が定め

る。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則(昭和 48 年条例第 24 号) 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則(平成 12 年条例第 19 号) 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則(平成 17 年条例第 18 号) 

この条例は，公布の日から施行し，平成 17 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則(平成 24 年条例第 22 号) 

この条例は，公布の日から施行する。 
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