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１．『小松島市版地方創生計画』の策定にあたって 

 我が国の合計特殊出生率は、人口が長期的に増加も減少もしない基準値である

人口置換水準（合計特殊出生率1２．０７）を下回る状況が今日まで４０年間続いて

きましたが、総人口は長らく増加を続けてきました。その要因としては、親となる第１

次及び第２次ベビーブーム世代という大きな人口の塊があったことにより、出生率

が低下しても出生数が大きく低下するまで影響が及ばなかったことに加え、日本人

の平均寿命が伸び、死亡数の増加が抑制されてきたことなどがあげられます。 

 

 しかしながら、長きにわたった右肩上がりの人口増加時代は２００８（平成２０）年を

ピークに終了し、その後、日本の総人口は減少局面に入っております。将来人口

の推移については、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、２０４８（平成

６０）年には１億人を下回る９，９１３万人となり、２０６０（平成７２）年には８，６７４万人

になるものと見込まれており、総人口における高齢化率は、２０１０（平成２２）年の２

３．０％から、２０６０（平成７２）年には３９．９％、すなわち２．５人に１人が６５歳以上

となることが見込まれております。 

 

こうした急速な人口減少と高齢化の進展による影響としては、総人口の減少スピ

ードを上回る働き手としての生産年齢人口減少の加速化が進行し、このことが国民

所得の低下をもたらし、また、高齢化による社会保障費の増大が働き手一人当りの

負担増加に繋がることから、結果的には勤労意欲にマイナスの影響を及ぼすととも

に、人口規模の縮小がイノベーションの停滞を招くことなども懸念されております。 

特に、地方においては、人口減少と高齢化の進展が深刻であり、人口減少と経

済規模の縮小が負のスパイラルに陥り、まちづくりとしての都市機能を支える産業

を形成できない側面もあり、加えて、人口減少が財政基盤としての地方税や地方

交付税の減少を伴うことから、基本的な行政サービスの低下も危惧されるところで

あります。 

 

この様な状況を踏まえ、東京圏など都市部への人口流出を防ぎ、出生率の改善

や雇用確保に向けた地方創生への取り組みを推進し、人口減少スピードに歯止め

をかけ、将来的には人口構造そのものを変えていくと同時に、効率的な社会システ

ムの再構築を目的に、長期的視点に立って、持続可能な活力ある地域社会を創

造していくため、小松島市版地方創生総合戦略を策定するものであります。 

  

                                                   
1合計特殊出生率とは、一人の女性が生涯に産む子どもの平均数値（１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生

率を合計したもの。） 
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２．小松島市を取り巻く市政概況 

 本市は、一時期の危機的財政状況からようやく脱したものの、数ケ年程度は大
型普通建設事業の予算措置が予定されていることから、引き続き、厳しい財政認

識に立って、行財政運営にあたっていく必要があります。 

 

近年における市政の主な取り組みとして、「防災・減災対策」では、平成２３年３

月の東日本大震災の発生を契機に、将来発生が危惧される南海トラフ地震に備え、

防災行政無線や津波避難施設整備などのハード面での対策をはじめ、地域防災

計画(地震・津波対策編)や災害時初動・避難所運営マニュアルなどのソフト面での

対策を講じるなど、津波等災害に強い安全なまちづくりの推進に向けた取り組みを

推進しております。 

また、国の補正予算等による効率的な補助・地方債メニューの財源などを活用し

た「学校施設等耐震化対策」については、これまで着実な整備を推進しており、平

成２７年度の「小松島南中学校」の竣工をもって完了することとなります。 

加えて、大規模災害時の防災拠点となる「本庁舎耐震化工事」についても着実

に推進しており、「浸水排水対策」では、平成２６年度の「金磯南雨水ポンプ場」の

供用開始による公共下水道事業の推進が図られるなど、特に厳しい財政状況下に

おいては、市民生活の安全・安心の確保に向けた緊急的行政課題に予算を優先

的に重点配分してきたところであります。 

 

近年における財政状況については、平成２３年度普通会計決算において実質

収支赤字を解消し、継続的な単年度収支の黒字化が図られ、計画的に基金積立

を実施するなど、財政収支面でも一定程度の改善が見受けられ、ようやく持続可

能な財政基盤の構築が図られつつあり、こうした状況を踏まえ、平成２６年度以降、

赤字財政下では、先送りせざるを得なかった大型の普通建設事業などの政策的諸

課題にも適切、かつ、計画的に予算措置を講じております。 

 

また、本市の総合的な政策・施策の推進のための上位計画であります「小松島

市第５次総合計画」(平成２１年度～平成２８年度 ただし、平成２５年度からは「小

松島市第５次総合後期基本計画」)に基づいて、「安全・安心・信頼のこまつしま」を

具現化する施策・事業などへの取り組みも推進しております。 
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３．『地方版総合戦略』策定に向けた背景 

「地方創生」に向けた潮流を生み出す発端となった経緯については、平成２６年

５月に民間研究機関である「日本創成会議」(元総務大臣・岩手県知事 増田寛也

座長)の報告によれば、今後も少子化と人口減少に抑制、歯止めがからない場合、

２０４０(平成５２)年には、２０歳から３９歳までの女性人口が現状の半数以下となり、

地方自治体の行政運営に支障がでる、いわゆる「消滅可能性都市」と呼ばれる地

方自治体が８９６にも及ぶとされており、本市もこれに該当しております。 

 

将来における危機的な自治体存続の見通しから、政府においては、平成２６年９

月３日の閣議決定により、地方創生大臣に石破氏を迎え、「まち・ひと・しごと創生

本部」を設置し、同年１０月２０日には「地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策

定に向けた人口動向分析・将来人口推計について」が示され、同年１１月２１日に

は「まち・ひと・しごと創生法」並びに「地域再生法の一部を改正する法律案」の地

方創生関連２法案が可決・成立しました。 

また、平成２６年１２月２７日には国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定されるとともに、「地域住民生活等緊

急支援のための交付金」（地方創生先行型など）をはじめとする当面の地方創生の

取り組みに向けた地方自治体への財政支援と求められる取り組み事項などが示さ

れております。 

 

徳島県においても「『ひと』と『しごと』の好循環で推進！『新未来とくしま』の創造」

を掲げた「ｖｓ東京『とくしま回帰』総合戦略」を平成２７年７月に策定し、「とくしま人

口ビジョン」で示した２０６０(平成７２)年の徳島県の人口「６０〜６５万人超」の確保に

向け、「自然増」と「社会増」の両面から様々な施策を盛り込んだ計画を策定してお

ります。 

 

こうしたこれまでの国や県の経過などを踏まえ、地方自治体経営の存続に向け、

地方創生のテーマである「人口減少問題の克服」や「地域振興・地域活性化対策」

は、喫緊の行政課題であることから、本市における人口の現状分析や将来の人口

展望を提示する「小松島市人口ビジョン」を策定するとともに、平成２７年度からの５

ケ年計画となる施策の目標や基本的方向とともに、具体の施策の具現化に向けて

必要とされる客観的な事業の進捗状況等の指標の設定などを規定した「小松島市

まち・ひと・しごと創生総合戦略」を本年度中に策定することとなりました。 
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４．『地方版総合戦略』策定の趣旨 

小松島市の将来のまちづくりの基本的方向性については、目標とする都市像の

キャッチフレーズ・テーマを「安全・安心・信頼のこまつしま」と位置付け、それ以外

の３つの「基本目標」とともに「小松島市第５次総合計画」における基本構想として

位置付けており、また、小松島市の都市づくりの基本理念と目標、並びに将来の都

市構造に係る政策方針については、「小松島市都市計画マスタープラン」に位置

付けております。 

しかしながら、こうした市の上位計画はあるものの、少子高齢化の加速度的な進

展による人口減少の克服は喫緊の対応課題であることから、本市総人口の推移に

関わる自然・社会増減の影響や地域間における人口移動状況などの動態分析な

ども踏まえた将来における人口推移の展望としての「小松島市人口ビジョン」、並

びに、本市が実施してきたこれまでの取り組みに加え、新たな政策・施策の推進な

ども含めた「地方創生」の取り組みとしての「小松島市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を策定するとともに、今後は、そうした上位計画と相乗的、かつ、機能的に推進

していくことが求められております。 

「地方版総合戦略」については、これまで全国の地方自治体において策定して

きた「総合計画」などの政策、施策との整合性といった観点からも関係性があり、ま

た、将来における自治体運営の在り方を検証していく契機としての効用もありま

す。 

人口減少の克服には、「出生率を上昇させ、新しく生まれてくる人口を増加させ

る」「地域に移住し、そして定住者となり活躍する人材を見つける」という二つの方

法以外に解決策はありません。まち・ひと・しごと創生法第２条第３号の「基本理念」

として「結婚や出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚、出

産又は育児についての希望を持つことができる社会が形成されるよう環境の整備

を図ること。」という表現があるように、あくまでも行政の役割は『人口増加のための

環境づくり』であります。また、第１号は「国民が個性豊かで魅力ある地域社会にお

いて潤いのある豊かな生活を営むことができるよう、それぞれの地域の実情に応じ

て環境の整備を図る」とあり、『地域社会で豊かに暮らす』環境を整えるのが行政の

役割であります。「小松島市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本理念も法の目

的と同じく、いかに「環境を整えるか」という視点で策定します。 

また、特に「人口増加策」や「仕事づくり」においては、「小松島市に住む若い世

代」「生産年齢人口世代」が当事者となります。この世代の人達の力が活きるような

政策に重点を置くこととします。 

本市の最重要課題である人口減少問題を克服するための総合戦略は、平成２９

年度から１０年間の「小松島市第６次総合計画」と同様に、今後の市政の方向性を

左右する非常に重要な計画であり、総合戦略の内容を総合計画の柱となる４つの

政策に反映させ、他の行政計画とも連動させながら，総合的かつ計画的な施策の

推進を図っていくこととします。 
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５．小松島市総合計画との関係性 

本市では、平成２８年度までを目標年次とする「小松島市第５次総合計画」を平

成２１年度に策定し、目標とする都市像である「安全・安心・信頼のこまつしま」を目

指したまちづくりを展開してきており、平成２４年度で前期基本計画が終了したこと

から、その後、本市財政状況の変遷や社会情勢等の変化などを踏まえての見直し

を行い、平成２５年度からは４年間を計画期間とする「小松島市第５次総合計画」

（後期基本計画）を策定しております。 

 

第５次総合計画では、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政策の３つの重点目標「安全・安心・信頼のこまつしま」に加

え、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の３つの基本目標として、「人が輝く」「日（いとなみ）が輝く」

「街が輝く」を掲げ、様々な政策を推進してきました。 

 

 今回策定する、人口減少・地域振興対策としての「小松島市まち・ひと・しごと創

生総合戦略」については、様々な少子化・子育て支援策や、まちづくり振興策・産

業活性化策などを柱に据え、最終的には人口減少克服に向けた様々な施策・事

業を位置づける５ケ年計画となります。     

 

また、平成２９年度からの１０年間を計画期間とする「小松島市第６次総合計画」

では、本市がめざすべき都市像である“未来へ輝く 希望と信頼のまち こまつしま”

の実現に向けて、本市で住みたい、働きたい、また、安心して子育てができる環境

整備などに力点を置いて、市政運営全般にわたる様々な施策・事業を位置づけ、

展開、推進していくこととしております。 

 

策定にあたっては、「小松島市まち・ひと・しごと創生総合戦略」における人口減

少対策や地域振興の視点をベースに、将来の人口減少社会においても、対応可

能な効率的かつ戦略的なまちづくりを推進していくため、「安全・安心で快適に暮

らせるまちづくり」など、まちづくりの根幹となる主たる分野ごとに、どのようなまちづ

くりをめざすのかを、４つの政策に分類し、その４つの政策の柱に沿って、８つの基

本目標に分類し、11の施策を展開していきます。 
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６．計画期間 

平成２７年度から平成３１年度までの５年間とします。 

 人口ビジョンで示されている目標年次は２０６０(平成７２)年であり、長期間の計画

となりますが、当面目前の５年間に集中して行う計画とします。 

 

 

 

 

 

 

７．政策目標設定と政策検証（ＰＤＣＡ）の構築 

「地方版総合戦略」については、市民、地域、団体、企業、行政などが連携、情報

共有し、協働して推進していく「公共計画」であり、計画策定（Plan）、推進（Do）、点

検・評価（Check）、改善（Action）の各過程においても、高い実効性を確保していく

ためにも、外部の有識者等による第三者組織などが進捗状況を検証していく仕組

みを構築していく必要があります。 

 

具体的には、国が示す政策４分野（①地方にしごとをつくり、安心して働けるよう

にする。②地方への新しい人の流れをつくる③若い世代の結婚・出産・子育ての

希望をかなえる。④時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る。）ごとに５年後

の基本目標を設定します。その際、基本目標は、実現すべき成果に係る数値目標

とします。 

  

また、政策分野ごとに講ずべき施策の基本的方向と具体的な施策を記載し、各

施策の効果を客観的に検証できる指標（重要業績評価指標（ＫＰＩ）  Key 

Performance  Indicators）を設定します。 

 政策の基本目標に係る数値目標及び重要業績評価指標（ＫＰＩ）については、実

施した事業量を測定するものではなく、その結果によって得られた成果を測定する

成果指標を原則とし、目標を明確化することで、市全体での目標の共有化と成果

を重視した取り組みを展開していくことで、計画推進のマネジメントを強化し、着実

に推進される計画とします。 
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８．小松島市の人口動態等分析 

計画策定にあたっては、人口の現状分析や将来推計等を踏まえるとともに、そこ

から見える地域の現状や課題を把握しつつ、その特性に即した地域課題を抽出し

ていくことが前提となります。 

 

地方版総合戦略に位置付ける政策、施策の立案を効果的に推進していくため、

国からの様々なビックデータを収集し、都道府県・市町村ごとにわかりやすく、可視

化したシステムであります国の「地域経済分析システム」(ＲＥＳＡＳ)に基づく本市の

人口動態等の特徴としましては、２００１（平成１３）年以降は、転出が転入を上回る

社会減に加えて、死亡が出生を上回る自然減の状態となり、確実に総人口の減少

が進行しております。 

 

特に、人口減少段階の分析としては、２０１０ (平成２２) 年では、老年人口(６５

歳以上)が増加し、年少人口(１５歳未満)・生産年齢人口(１５歳以上６５歳未満)が

共に減少する第１段階に該当しておりますが、２０２０ (平成３２) 年からは老年人

口が維持・微減となり、年少・生産年齢人口が減少する第２段階に移行し、２０４０ 

(平成５２) 年以降は、いよいよ老年人口も減少に転じ、全年齢区分において人口

が減少していく第３段階へ移行する見込みであり、本市は日本全体の傾向と比較

し、第１段階早く人口減少が進行していく見通しとなっております。 

 

また、人口移動状況では、本市では、男女とも県内転出者の構成比率が高く、

特に、徳島市への通勤通学者が多いことから、徳島市のベッドタウン、即ち、都市

周辺の郊外化した衛星都市としての特性をもっていることに加え、徳島市への人口

流出割合が大きくなっております。 

こうしたことから、人口動態の特性のみに着目いたしますと、自然減少対策であ

る結婚・出産・子育てなどのあらゆるステージにおいて切れ目ない支援策を実施し

ていくとともに、社会減少対策としての産業振興面における企業誘致や雇用創出と

いった施策などを推進、展開していく必要があります。 
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９．『地方創生』に向けた課題と将来像(ビジョン) 

 これまでの本市における市政の取り組みや、現状の課題分析などを踏まえつつ、

市政全般にわたる施策、事業推進の計画である平成２９年度からの「小松島市第６

次総合計画」とともに、平成２７年度からの「人口減少・地域活性化対策」を目的と

した『地方創生』への取り組みに向けて、本年度策定する「小松島市人口ビジョン」

並びに「小松島市まち・ひと・しごと創生総合戦略」については、将来に向けた小松

島のまちづくりの礎となる市政施策推進の計画として、極めて重要であります。 

 

特に、平成２７年度に策定する「小松島市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策

定にあたっては、人口の現状分析や将来見通しの展望である国の「長期ビジョン」

の考え方に示されているとおり、人口減少が経済社会に与える影響などを分析し、

出生率の改善を図り、人口減少に歯止めをかける「積極戦略」とともに、一方では、

一定の人口減少は回避しがたい状況も勘案し、規模の経済性の観点から、効率

的・効果的な社会システムを再構築することを念頭に据えた「調整戦略」の視点も

併せ持った計画となることが求められております。 

 

また、地方創生の取り組みに向けた本市の地域特性としては、中心市街地は徳

島赤十字病院や徳島赤十字乳児院、徳島県立みなと高等学園などを核とした医

療・福祉ゾーンを形成しており、周辺には都市計画道路や雨水ポンプ施設などの

基本的なインフラ基盤は整備されているものの、特に中心市街地の空洞化が顕著

となっていることから、観光振興や移住交流促進を目的とした、各種物産イベント

の定期的開催や、更なる観光プロモーションの機能強化などを図り、中心市街地

ににぎわいと活気をもたらす「街並みの再生」が今後のまちづくりの課題のひとつと

なっております。 

 

加えて、都市圏などからの人口還流策となる新規就農支援や地域おこし協力隊

などへの取り組みの他、今後においても本市で推進していく農商工連携による小

松島産品としての６次産業化ネットワークへの取り組みの一環として、地域のビジネ

スモデル構築への支援などを通じて、産品の流通販路拡大に向けた情報発信な

ども魅力あるまちづくりに向けた大きな課題であります。 

 

また、「地方創生」の政策テーマでもあります、時代に合った地域をつくり、安心

のまちづくりの構築に向けては、回避しがたい人口減少社会を見据えた公共施設

等の適正管理に取り組むとともに、少子化による新たな教育・保育ニーズへの対応

に向けた様々な子育て支援策の充実など、人口流入・定住促進に繋がる施策を展

開し、最終的には小松島固有の地域資源の強みを活かしつつ、創意工夫ある新

たな施策、取り組みなども立案し、まちづくりの推進に生かしていくことが重要であ

ります。 
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１０．『まち・ひと・しごと創生総合戦略』（国） 

 地方版総合戦略の策定にあたっては、国が策定した「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」の基本的な考え方や政策５原則等を基に、地方における人口減少の抑止や

地域経済縮小の克服を図り、まち・ひと・しごとの創生による好循環を実現していく

必要があります。 

 

【「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における基本的な考え方】 

(１)『人口減少と地域経済縮小の克服』 

本格的な人口減少社会の到来を迎え、地方と東京圏との経済格差により、東京

などの都市圏における人口の過度の集中が進展しており、地方においては、地域

経済の縮小による人口減少に益々拍車がかかっており、こうした負のスパイラルを

解消し、人口減少を克服していくため、「地方創生」に向けた取り組みが必要となり

ます。 

①東京圏における人口一極集中を是正する。 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する。 

③地域の特性に即して地域課題を解決する。 

 

(２)『まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立』 

①「しごとの創生」⇒若い世代が安心して働けるよう、地方における「相応の賃金」と

「安定した雇用形態」、並びに「やりがいのあるしごと」の確保 

②「ひとの創生」⇒地方における就労・移住・定住を促進しつつ、結婚から出産、子

育てまでの切れ目ない支援の実現を図る。 

③「まちの創生」⇒「しごと」と「ひと」の好循環を支えるため、「まち」の活性化、並び

に、安心できる暮らしの確保や広域連携への取り組みを推進し、高齢化等の地域

課題の解決を図る。 
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【まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則】 

⇒地方自治体におけるこれまでの個々具体の施策への取り組みは、短期的には

一定の成果を挙げておりますが、地域特性を加味しない「全国一律」の手法や、施

策に対する十分な効果検証の仕組みが構築されていなかったため、都市圏など

への地方からの人口流入を阻止する抜本的な解決には至っていません。 

 こうした観点を踏まえ、「まち・ひと・しごと創生」に向けた計画策定にあたって、柱

となる以下の政策５原則を定めております。 

 

（１）自立性 

 各施策を有機的に作用させるにあたり、構造的な問題への対処等を通じて、地

方公共団体等の自立性を促す。 

（２）将来性 

 地方が自主的かつ主体的に、前向きに取り組むことを支援する施策に重点を置
く。 

（３）地域性 

 各地域の実状に即した施策を支援するため、各地域は客観的データに基づく実

状分析や将来予測を実施し、「地方版まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に取

り組む。 

（４）直接性 

 限られた財源や時間的制約がある中で、最大限の成果を期するため、ひと・しご

との創出と、まちづくりを直接的に支援する施策を集中的に実施する。 

（５）結果重視 

 明確なＰＤＣＡメカニズムの下に、短期・中期ごとの具体的な数値目標（主要指標）

を設定し、政策効果を客観的な指標（ＫＰＩ）により検証し、必要に応じて改善等を

行う。 

 

 

 

 



 



 

 

第２章 

総合戦略 

 

 

 

 

 



※次頁以降の総合戦略の各項目の内容、定義については下記のとおりです。 

 

１．政策分類 

 国の総合戦略を勘案し、４つの政策分類を設定しています。 

 

２．基本目標 

４つの政策分類ごとの目標で、施策や具体的事業を効果的に推進す

るために設定した数値となっています。 

※基準値・数値目標欄の○数字は年度を表し、例えば、基準値㉖は平

成２６年度実績数値、㉗は平成２７年度実績数値、数値目標㉛は平成

３１年度数値となっています。 

 

３．基本的方向 

 基本目標の達成に向けた政策推進の方向性を記述しています。 

 

４．施策 

 政策分野ごとに、それぞれ５年間のうちに重点的に推進していく施

策を盛り込んでいます。新規の施策のほか、これまで既に実施してい

る施策のうち、人口減少対策や地域活性化策としての効果があるもの

も掲載しています。 

 

５．重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

 各施策ごとの進捗状況を検証するために設定している指標です。 

※基準値・目標値欄の○数字は年度を表し、例えば、基準値㉖は平成

２６年度実績数値、㉗は平成２７年度実績数値、目標値㉛は平成３１

年度数値となっています。 

 

６．具体的事業 

施策ごとの具体的事業を記載しています。 
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【プロジェクト】 

 政策分類①  時代に合った地域をつくり、 

安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する。 

 

１ 基本目標 

数値目標（平成３１年度） 

指標 基準値 数値目標 

本市にずっと住み続けたいと

感じる割合 

【アンケートによる割合】 

㉗ 

６１％ 

 

㉛ 

７５％ 

 

津波避難困難地域 

（和田島地区・金磯地区） 
－ 

㉛ 

解消する 

 

 

２ 基本的方向 

今後、人口減少・少子化対策としての「地方創生」に向けた様々な取り

組みを推進しつつも、進展していく少子化への保育・教育環境の充実を図

ることを前提に、幼稚園・保育所の施設統廃合、一体化、認定こども園へ

の移行などの方策を促進するとともに、他の公共施設においても長期的な

観点から財政負担の軽減・平準化に資することを目的とした公共施設の適

正管理に努めます。 

また、「津波等災害に強い安全なまちづくり」の推進のため、都市計画や

防災・減災の観点からのインフラ整備面なども含めた、安全、安心のまち

づくりの実現に根ざした施策の推進をはじめ、広域行政圏域内における定

住自立圏への継続的な取り組みや地域の交通ネットワークを形成するなど、

生活利便性の向上や地域経済への好循環をもたらす活力ある経済・生活圏

の形成に向けた地域連携を図ります。 

 

３ 具体的な施策と重要業績評価指標 

（基準値は平成２６年度実績または平成２７年度実績、目標値は平成３１年度数値） 

①人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化 

市民との合意形成を図りながら、人口規模に見合った公共施設の適正

管理に取り組む。『小松島市公共施設等総合管理計画』に基づく、施設
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更新・長寿命化・統廃合等の整備方針による施設の適正管理を行う。幼

稚園・保育所については、それに併せて「就学前教育・保育のあり方」

の方針に沿った再編や認定こども園への移行等を推進し、少子化を踏ま

えた最適な配置を目指し、就学前教育・保育の充実を図る。また、市営

住宅については、『市営住宅長寿命化計画』に基づき管理戸数の適正化

に努め、老朽化住宅からの移転促進を行う。 

 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

認定こども園設置数 

（目標値は５ケ年度累計） 

㉗ 

未実施 

㉘～㉛ 

５箇所 

市営住宅管理戸数 

（基準・目標値ともに年度末数値） 

㉖ 

９２３戸 

㉛ 

８００戸 

 

②地域連携による経済・生活圏の形成 

広域圏域内における生活機能・マネジメント能力の強化や圏域内外の

住民との交流・移住促進などによる結びつきやネットワークの機能強化

など、圏域内の経済活性化をはじめ、交流・定住人口の増加等を目的と

した『徳島東部地域定住自立圏連携事業』（公共施設（葬斎場）の広域

利用、観光振興、病児保育等）など広域行政への取り組みを推進する。 

（具体的事業） 

・定住自立圏共生ビジョン連携事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

広域行政連携事業数 
㉖ 

１５事業 

㉛ 

１６事業 

 

③地域公共交通網の整備促進 

バス無料優待事業については、平成２７年度に市営バス路線を徳島バ

スへ民間移譲したことに併せ、旧市営バス路線に加え、徳島バス路線も

拡充して無料とするとともに、利用者数の把握を目的とした「利用券方

式」を導入するなど、事業内容、サービスの拡充を図ることで、高齢者

や障がい者の方々の移動手段を拡充し、生きがい施策を促進する。 

また、平成２８年度に策定した地域公共交通網形成計画に基づき、ダ

イヤの見直しをはじめ、路線バスの南小松島駅乗り入れによる鉄道と路

線バスの接続性向上や市民ニーズに応じたルートの変更、利用案内の充

実などの施策を実施することにより、公共交通利用者の増加を図り、地

域公共交通網の維持・確保に努める。 

 

 



- 13 - 
 

（具体的事業） 

・老人・身体障がい者等バス無料優待事業（社会福祉憲章条例事業） 

・乗合バス協定路線運行事業 

・地域公共交通活性化事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

優待券の延べ利用者数（基準・目標

値ともに単年度数値） 

㉗ 

１０万５千人 

㉛ 

１１万人 

 

④地域防災組織の育成、及び消防救急医療体制等の機能強化 

地域住民に対する防災意識の向上を目的とした啓発活動の推進や自

助・共助を基本認識とした地域防災力の充実強化のため、自主防災組織

活動への支援を行うとともに、住宅防火対策としての住宅用火災警報器

の設置率の向上を図り、火災その他の災害時における常備・非常備消防

力の機能強化に向けた消防車両・施設の計画的整備に努める。 

県内唯一となる２４時間対応の「高度救命救急センター」を備える徳

島赤十字病院においては、中心市街地における医療・福祉ゾーンの中核

機能を担い、高度な医療提供やドクターカーの運用を行っていることか

ら、徳島赤十字病院との医療連携による救急救命・救急医療体制を確立

する。また、傷病者の救命率向上を目的に、救急救命士の養成や救急資

器材の計画的な整備を図る。 

（具体的事業） 

・地域防災力強化事業（活動支援補助金） 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

自主防災組織結成率 

（目標値は年度末数値） 

㉖ 

７３．９％ 

㉛ 

１００％ 

消防団員充足率（基準値は８月１日

現在、目標値は年度末数値） 

㉗ 

９５．３％ 

㉛ 

１００％ 

住宅用火災警報器設置率（基準値は

６月１日現在、目標値は年度末数

値） 

㉗ 

６４．０％ 

㉛ 

８８．８％ 

 

⑤災害に強く、誰もが安全、安心して暮らせるまちづくり 

津波等をはじめとした、あらゆる災害に強い安全なまちづくりの推進

のため、大規模災害発生時に備えた津波避難施設・避難路の計画的整備

をはじめ、新たな取り組みとして、土砂災害や河川増水など自然災害か

らの被害を最小限に食い止めることを目的に、土砂災害該当地域におけ

る避難計画やハザードマップを作成する。また、防災意識の高揚のため、

避難計画に基づく避難行動の確認として、自主防災会や学校をはじめ、
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老人会、婦人会などの各種団体等に、防災出前講座等を活用し、周知徹

底を図る。 

加えて、公共空地の利活用により、市街地の防災空間確保を図り、市

民に安らぎと潤いをもたらす都市公園の整備の促進をはじめ、災害の未

然防止、農業用水水質改善などを目的とした基幹的農業排水対策となる

那賀川地区国営総合農地防災事業などの他、浸水対策としては、各雨水

ポンプ施設の排水区域の拡大に向けた枝線水路整備の推進など、防災・

減災に根ざし、誰もが安全で、安心して暮らせるまちづくりの実現に努

めていく。 

（具体的事業） 

・日峯大神子広域公園（脇谷地区）整備事業 

・防衛施設周辺洪水対策事業 

・小松島市公共下水道事業 

・那賀川地区国営総合農地防災事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

津波避難施設・避難路整備箇所 

（津波避難困難地区対象） 

（基準・目標値ともに年度末数値） 

㉖ 

９箇所 

 

㉛ 

１３箇所 

 

 

⑥高速道路ネットワークの早期整備 

国土強靭化・地方創生の基盤となる高速道路の早期供用を図ることに

より、広域ネットワーク網を形成し、人や経済の交流による産業及び地

域の活性化を図る。取り組みとして、四国８の字ネットワークの一部を

形成する「四国横断自動車道」の早期完成に向け、国や県と連携し整備

促進を図ると共に、高速道路を活かした地域の活性化及び観光振興など、

新しい魅力の創出を目指す。 

（具体的事業） 

・高速道路対策事業 

・小松島南部地区都市再生整備事業 

 

⑦空き家対策の推進 

市内に存在する空き家数の把握、並びに空き家の立地や状態などの実

態調査に取り組むとともに、安全安心な住環境の整備促進を目的に、空

き家等対策の推進を図る。空き家等対策の推進には高い専門性が要求さ

れることから、「空家等対策計画」に基づき、空き家の利活用等を図る。                         

（具体的事業） 

・空き家等対策事業 

・老朽危険空き家除却支援事業 
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重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

老朽危険空き家除却補助件数 
㉗ 

３件 

㉛ 

５件 

 

⑧木造住宅耐震化の促進 

大地震における住宅の倒壊等による被害の軽減を図ることを目的と

し、木造住宅の耐震化工事若しくは耐震化工事と併せて行うリフォーム

工事を実施する木造住宅耐震事業を拡充し、安全・安心のまちづくりを

目指す。 

（具体的事業） 

・木造住宅耐震事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

木造住宅耐震化促進事業補助件数 

（基準値は過去１０年間平均） 

⑰～㉖ 

４件 

㉛ 

１０件 

 

⑨道路橋梁の整備促進 

南海トラフ巨大地震に備えた防災・減災対策の推進と地域経済の活力

向上を図り、安全・安心な生活空間の確保に資する地域づくりに向けて、

道路新設改良や道路舗装整備をはじめ、橋梁長寿命化修繕計画に基づく

橋梁補修、交通安全施設の整備促進、道路の機能維持のための側溝清掃

など、道路インフラの整備を図る。 

（具体的事業） 

・社会資本整備総合交付金事業 

・側溝清掃事業 

 

⑩生涯学習施設（社会教育・社会体育施設）の整備 

災害時避難所に指定されている新耐震基準施行以前の公民館の耐震

化等を実施し、市民の方々が安心して利用できる社会教育施設の整備に

努めるとともに、「生涯スポーツの推進」を目的に市民の方々が快適で

利用しやすい社会体育施設の整備に努める。 

（具体的事業） 

・公民館整備事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

生涯学習施設利用者数 

（年間延べ利用者数） 

㉖ 

１６０，４０９人 

㉛ 

１７０，０００人 

 

⑪高齢者及び障がい者福祉の増進 

高齢者及び障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができ、
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地域活動をはじめ、いきいきと社会参加することができる相談支援及び

通報体制の環境を整備する。 

（具体的事業） 

・障がい者相談支援事業 

・緊急通報体制等整備事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

障がい者相談支援事業所相談件数

（基準・目標値ともに単年度数値） 

㉖ 

１，６０３件 

㉛ 

１，８００件 

緊急通報装置設置世帯数 

（基準・目標値ともに年度末数値） 

㉖ 

３６世帯 

㉛ 

１００世帯 

 

⑫高齢者が躍動する安心なまちづくり 

地域の自主性や主体性に基づき、住み慣れた地域で安心した暮らしが

できるよう、地域包括ケアシステムの構築に向けて「介護予防」「生活

支援」「社会参加」など、地域で高齢者が躍動するまちづくりを推進す

る。 

この取り組みの一環として、シルバー人材センターへの事業委託によ

り、新たに高齢者の就業場所を開拓する事業を実施することで、介護予

防や生きがいの向上、健康増進、更には生活基盤の経済的安定に繋げて

いく。 

（具体的事業） 

・高齢者活力創出事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

新規開拓企業数 

（目標値は単年度数値） 

㉗ 

未実施 

㉛ 

６件 
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 政策分類②  本市にしごとをつくり、安心して働けるようにする。    

 

１ 基本目標 

数値目標（平成３１年度） 

指標 数値目標 

新規雇用者数（５ケ年度累計） 
㉗～㉛ 

２００人 

新規事業所設立数（５ケ年度累計） 
㉗～㉛ 

５件 

 

２ 基本的方向 

地方創生のテーマの１つである市外から「ひと」の流れを呼び込み、現

在本市に居住している「ひと」が今後も定住していくには、「しごと」の

創出によるまちづくりの実現が必要となります。県都徳島市に隣接する地

域特性や、古くから港湾都市である地域特性を生かし、企業誘致に向けた

取り組みを推進しつつ、小松島ブランド産品の育成や６次産業化ネットワ

ークの推進による地場産業の強化をはじめ、新規雇用創出に向けた環境整

備支援の他、農業経営基盤の強化に向けた施策の推進など、「しごと」の

創出が「まち」の活性化や「ひと」の交流に繋がる好循環を生み出す仕組

みを構築します。また、地域の中小企業等を活性化させるために、各経済

関係団体や金融機関などと連携して、中小企業の経営支援等を行い、雇用

の拡大につなげます。 

 

３ 具体的な施策と重要業績評価指標 

（基準値は平成２６年度実績または平成２７年度実績、目標値は平成３１年度数値） 

①地域産業の競争力の強化 

東とくしま農業協同組合や小松島・和田島漁業協同組合などで組織す

るこまつしまブランド戦略推進協議会による農林水産業ブランド産品

の育成をはじめ、県内外の物産展でのＰＲ事業の他、平成２６年度から

取り組みを推進している市内農林水産物を利用した商品開発や改良、生

産から販売までの体制構築を目的に、商工会議所、農協、漁協などから

構成される６次産業化ネットワーク組織等への設立支援を行い、６次産

業化ネットワークによる販売促進、販路拡大を図る。 

また、平成２８年度からは県と連携し、「こまつしまブランド」の販

路拡大に向けた海外商品展などへの出展によるＰＲ活動や６次産業化

への取組を支援する。 
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新たな６次産業化に向けては、地域連携協定を締結している阿南高専

とともに、市内に繁茂する竹等の未利用資源を活用した商品開発や実用

化に向けた実証実験などの取り組みを進める。 

（具体的事業） 

・農林水産ブランドソフト事業 

・６次産業化支援事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

６次産業化商品件数 

（基準・目標値ともに年度末数値） 

㉖ 

１件 

㉛ 

４件 

６次産業化取り組み件数 

（目標値は５ケ年度累計） 

㉗ 

６件 

㉗～㉛ 

２０件 

 

②企業誘致等の促進と中小企業の振興 

本市の自然的、社会的環境に配慮しながら、適切な土地利用を図るこ

とにより、企業誘致等に向けた取り組みを推進しつつ、引き続き市内

での操業・事業拡大に対する固定資産税の優遇措置を実施するなど、

地場産業の育成に努める。 

また、中小企業が本市雇用の大部分を支え、重要な経済基盤を担っ

ていることからも、引き続き、地域社会全体で連携、協働して、中小

企業の振興を支援していく。 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

企業立地促進に係る固定資産税減

免件数（基準値は直近５ケ年度累計） 

㉒～㉖ 

６件 

㉗～㉛ 

８件 

 

③新規雇用創出に向けた環境整備 

新規雇用創出奨励制度の推進、及び小松島市創業支援事業計画に基づ

く創業・起業に係る経営相談や起業者支援等を実施し、また、市内事業

所の概要や業務内容の紹介など情報発信の強化により、新たな雇用創出

に向けた環境整備支援を図る。新規就職者数の増加を図るため、ハロー

ワークとの合同により事業説明から面接まで一貫して行う小松島合同

就職面接会や、事業所見学バスツアーの開催を実施するなど、長期安定

的な雇用の確保に向けた取り組みを推進する。 

（具体的事業） 

・雇用創出事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

就職面接会への参加者数 

（基準・目標値ともに単年度数値） 

㉗ 

１２２人 

㉛ 

１４４人 
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重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

新規就職者数 

（基準・目標値ともに単年度数値） 

㉖ 

２５人 

㉛ 

３０人 

創業相談人数（基準・目標値ともに

単年度数値） 

㉗ 

６人 

㉛ 

２５人 

創業者数（基準・目標値ともに単年

度数値） 

㉗ 

２人 

㉛ 

５人 

新規雇用奨励助成金企業数 

（基準・目標値ともに単年度数値） 

㉖ 

１件 

㉛ 

１件 

 

④農業・農村における多面的機能の向上支援 

農業・農村における多面的機能の発揮のため、地域活動や営農継続等

に対する支援をはじめ、地域資源の適正管理を目的とした多面的機能の

維持確保に向けた担い手農家への農地集積を図る。 

（具体的事業） 

・多面的機能支払交付金事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

多面的機能支払交付金事業活動面

積（ヘクタール） 

（基準・目標値ともに年度末数値） 

㉖ 

６９８ha 

 

㉛ 

９８０ha 

 

 

⑤地域における農業経営体の基盤強化促進 

農業後継者等の担い手不足や耕作放棄地の増大といった問題解決の

ため、担い手への農地集積を促進し、地域の中心となる経営体への農地

の利用集積の加速化を実現し、持続的で力強い農業施策の推進により経

営体の基盤強化を図る。 

（具体的事業） 

・人・農地問題解決推進事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

人・農地プラン担い手延べ経営体数 

（基準・目標値ともに年度末数値） 

㉖ 

１４９経営体 

㉛ 

１６０経営体 

人・農地プラン出し手延べ経営体数 

（基準・目標値ともに年度末数値） 

㉖ 

２０５経営体 

㉛ 

２２０経営体 

青年就農給付金人数 

（基準・目標値ともに単年度数値） 

㉖ 

５人 

㉛ 

８人 

農地集積件数 

（基準・目標値ともに単年度数値） 

㉖ 

１５件 

㉛ 

２０件 
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 政策分類③  本市への新しい人の流れをつくる。 

 

１ 基本目標 

数値目標（平成３１年度） 

指標 基準値 数値目標 

転入転出者数の均衡 

（基準値（平成２６年実績）は県人

口推計による） 

㉖ 

△１９０人 

 

㉛ 

０人 

 

年間観光客入込数 

（小松島港まつり・客船入港乗船者

数・あいさい広場利用者数等） 

（基準値は平成２６年実績） 

（数値目標は平成３１年数値） 

㉖ 

７５万２千人 

㉛ 

８０万５千人 

 

２ 基本的方向 

本市固有の地域資源である港を交流拠点とした様々な観光振興策や産

直市等の活性化イベントの開催などをはじめ、新規就農者定住支援に向け

た農業振興策の推進など、今後も引き続き、積極的な情報発信に努めます。 

また、中心市街地の空洞化への空き店舗対策をはじめ、まちづくりの再

生のため、外部からの視点を注入する「地域おこし協力隊」の任用など、

「しごと」の受け皿としての雇用創出とともに、観光振興に向けたプロモ

ーションの機能強化を図るなど、まずは本市への人の流れを作ることで、

雰囲気や風土、「良さ」を共感してもらい、「交流人口」の増加が、ひいて

は「定住人口」に結びつく取り組みを推進します。 

 

３ 具体的な施策と重要業績評価指標 

（基準値は平成２６年度実績または平成２７年度実績、目標値は平成３１年度数値） 

①新規就農定住支援策の促進 

農業従事者の高齢化と担い手の減少が急速に進展している現状を踏

まえ、都市圏等からの人材還流を促すための有効な就農定住支援策とし

て、新規就農者の住居及び農地確保を目的に、農業等に有効な空き家、

及び耕作放棄地などの未利用地域資源を活用するための基礎調査に加

え、新規就農者への家賃補助を実施する。 

（具体的事業） 

・就農定住支援事業 
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重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

新規就農者数（基準・目標値ともに

単年度数値） 

㉗ 

１人 

㉛ 

５人 

 

②にぎわい創出のまちづくり 

移住・定住人口の増加には、まずは、本市に来訪し、本市の魅力を知

っていただく機会の提供など交流人口を増やすことが重要な入り口と

なる。にぎわい創出のまちづくりに向け、豪華客船入港時の観光ボラン

ティアガイドによるツアーの実施をはじめ、観光パンフレットの作成や

観光プロモーションビデオの作成など、観光プロモーションの機能強化

を図っていく。また、中心市街地における空き店舗の改装による新規出

店や市域内の特色あるチャレンジショップ開業者等への支援を行うと

ともに、住民の交流や観光情報の発信拠点として県内初の認定となる

「まちの駅」の活用など、本市の魅力発信に向けた取り組みを推進する。 

（具体的事業） 

・観光・イベント振興事業 

・中心市街地にぎわい創出事業 

・客船入港歓迎事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

空き店舗への新規出店者数（基準・

目標値ともに単年度数値） 

㉗ 

２件 

㉛ 

３件 

観光案内所年間利用者数 

（基準・目標値ともに単年度数値） 

㉖ 

３，９０３人 

㉛ 

４，５００人 

豪華客船乗船者数 

（基準・目標値ともに単年度数値） 

㉖ 

２，５３４人 

㉛ 

８，０００人 

 

③オンリーワン小松島の推進 

地産地消の推進を目的に小松島西高による地元食材を活かした料理

メニュー開発など、食育普及推進に向けた取り組み、並びに６次産業化

や海外での商品販売との連携などをはじめ、農林水産物の販売促進に向

けた「こまつしまブランド戦略推進協議会」への取り組み支援などを引

き続き実施する。 

また、ふるさと応援寄附の返礼品「ふるさと産品」のメニュー追加を

行い、更なる小松島ブランドの魅力発信に努める。 

（具体的事業） 

・農林水産物販売促進事業 

（こまつしま・うまいもん祭り、みなと海鮮朝市） 

・小松島市ふるさと応援寄附金事業 
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重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

小松島市ふるさと応援寄附件数 

（基準・目標値ともに単年度数値） 

㉖ 

８８７件 

㉛ 

１，０００件 

 

④地域力の機能強化の推進 

地域に活力をもたらし、魅力あるまちづくりの実現に向け、三大都市

圏等からの新たな価値観や外部からの視点の注入を目的に「地域おこし

協力隊」を募り、「商工観光業活性化」、「農林水産業振興」などの事業

推進を図ることで、東京など大都市圏への人口一極集中を是正し、地方

への「人材還流」を促進する。地域活動への参加、放置竹林対策として

の竹灯籠作成によるイベント等での活用など、ホームページやフェイス

ブックで本市の魅力発信活動を実施し、移住定住に繋げる。 

（具体的事業） 

・地域おこし協力隊事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

地域おこし協力隊事業による移住

者数（基準・目標値ともに単年度数値） 

㉗ 

１人 

㉛ 

３人 

 

⑤地域の歴史・町並み・文化等による地域活性化 

地域の歴史、町並み、文化等の魅力を掘り起し、史跡や日本遺産、世

界遺産への登録推進に向けて関係機関との連携を図るとともに、これら

地域資源を観光資源として戦略的に活用し、交流人口の増加や移住に繋

げる。 

（具体的事業） 

・四国へんろ道世界遺産推進事業 

 

⑥移住・定住促進に向けた情報発信 

県の移住・交流ウェブサイト「住んでみんで徳島で！」への情報掲載

や「住んでみんで徳島で！」県民会議との情報交換や意見交換を行うな

ど連携強化に努めつつ、小松島の魅力を全国に発信するため、地域おこ

し協力隊との連携や全国移住ナビへの掲載情報の充実を図り、移住・定

住を促進する。また、移住相談できる窓口の設置や、都市部で開催され

る移住フェアへの参加、農業漁業体験ツアー等により移住のきっかけづ

くりを提供するとともに、地域住民の受け入れ態勢の整備を行う。 

（具体的事業） 

・移住定住促進事業 
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重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

移住者数（基準・目標値ともに単年度数値） 
㉗ 

１５人 

㉛ 

５０人 

移住ワンストップ窓口を利用して移

住した世帯数（基準・目標値ともに単年度数値） 

㉗ 

０世帯 

㉛ 

５世帯 

空き家の利活用件数 

（基準・目標値ともに単年度数値） 

㉗ 

０件 

㉛ 

２件 

 

⑦障がい者の定住促進 

 平成２４年４月に開校した「徳島県立みなと高等学園」を中心とする

「発達障がい者総合支援ゾーン」（ハナミズキゾーン）が形成されてお

り、特別支援学校の卒業生や地域生活を送る障がい者の定住促進を図る

ため、障がい者用住宅改修費用の助成を行うなど、障がい者の方が地域

で生活しやすい環境の整備を図る。 

（具体的事業） 

・障がい者用住宅改修支援事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

住宅改修補助件数 

（目標値は単年度数値） 

㉗ 

未実施 

㉛ 

２件 

 

⑧地方創生拠点の形成促進 

地域の元気を創ると共に、本市の新たな魅力を創造し、その魅力を発

信していく場として、また、市外から観光地への来訪や新たな産業の振

興など、「ヒト・モノ」による経済的好循環の流れを創出しつつ、新し

い様々なサービスや個性豊かで多様な価値の提供など、活力あるまちづ

くりの基盤整備として、地域外からの活力を呼びこむ「道の駅」による

多種多様な機能を「核」とした地方創生拠点の形成に努める。 

（具体的事業） 

・【再掲】小松島南部地区都市再生整備事業 

 

 ⑨阿波遍路道（古道）を核とした小松島魅力再発見 

   四国遍路８８箇所霊場のうち、第１８番札所「恩山寺」及び１９番札

所「立江寺」の２箇寺が存在しており、古来より利用されていた山道（古

道）を遍路道として復活することで、関西圏等からの観光客が里山や竹

林等の風景を歩いて楽しめる日帰り体験ツアーなどを提案していく。 

また、「お接待」の精神を基本とする観光ボランティアの育成とともに、   

四国でも最大規模の売り上げを誇る、地元農協が運営する産直市場によ

るブランド産品の開発や６次産業化への取り組みと「歩き遍路」との組

み合わせなどにより、市外・県外の方への本市の魅力発信を行う。 
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 政策分類④  若い世代が結婚・出産・子育てに安心し、 

希望を持てる環境をつくる。 

 

１ 基本目標 

数値目標（平成３１年度） 

指標 基準値 数値目標 

合計特殊出生率 

（基準値は平成２６年度報告数値） 

（数値目標は平成３７年度数値） 

㉖ 

１．３３ 

 

㊲ 

１．８０ 

 

子どもを産み育てやすい環境だと 

感じる割合 

【アンケートによる割合】 

㉗ 

２６％ 

 

㉛ 

５０％ 

 

中学校修了前のお子さんを扶養（年少

扶養）する共働き世帯の割合 

（基準値は平成２７年度課税による） 

㉗ 

６０％ 

 

㉛ 

７０％ 

 

 

２ 基本的方向 

子育て世帯の核家族化や共働きの増加など、就労環境の変化に対応して、

子育てに係るニーズは、拡大かつ多様化する傾向にあります。 

次世代を担う子ども達の健やかな成長と子育てをする家庭が仕事との

両立を図ることができるよう、子育ての第一義的な責任は家庭にあるとい

う基本的認識に立ちながらも、地域ぐるみで子育てを応援していく施策の

推進に努めます。 

最終的には、特に若い世代の方々が本市に「住んでよかった」「住み続

けたい」と感じ、出産や子育てに希望を持てるよう、子育て世帯への経済

的負担軽減策をはじめ、それぞれのステージに応じた、きめ細かな子育

て・育児支援策の推進を図るとともに、グローバル化・情報化の進展に対

応した学校教育の充実に努めます。 

本計画終了後の期間においても、合計特殊出生率を上昇させることがで

きるような施策を継続し、２０３０(平成４２)年には、２．０７となるよ

う数値目標を掲げる必要があります。 

 

３ 具体的な施策と重要業績評価指標 

（基準値は平成２６年度実績または平成２７年度実績、目標値は平成３１年度数値） 
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①子育て世帯への経済的負担軽減 

既に市単独事業として実施している第３子以降に係る保育所・幼稚園

保育料の無償化、並びに、公・私立幼稚園間の保護者負担の公平性を図

ることなどを目的とした「就園奨励費補助金」に加え、放課後児童クラ

ブにおけるひとり親家庭や多子世帯児童に係る保育料軽減事業、平成２

９年度より対象年齢を中学校修了まで拡大した子どもはぐくみ医療費

助成事業などの子育て世帯への経済的負担軽減施策を推進することに

より、より多くの子どもを産み育て、安心して子育てがしやすいまちづ

くりの実現に努めていく。 

（具体的事業） 

・保育所・幼稚園保育料第３子以降無償化 

・幼稚園運営事業（就園奨励費補助金） 

・ひとり親家庭に係る放課後児童クラブ保育料軽減事業 

・多子世帯児童に係る放課後児童クラブ保育料軽減事業 

・子どもはぐくみ医療費助成事業 

・新生児聴覚検査費助成事業 

 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

子育て世帯の経済的負担軽減施策の

市民満足度【アンケートによる割合】 

㉗ 

３３％ 

㉛ 

５０％ 

 

②妊娠・出産・子育てまでの切れ目ない支援 

妊娠・出産・子育てまでのあらゆるステージにおいて、切れ目なく、

細やかな対応による子育てサービス支援を実施していく。具体的には、

安心して健やかな子どもを産み育てることができるように、安全で快適

な妊娠、出産環境を確保するとともに、乳幼児期からの子どもの健やか

な発育、発達を支えるための保健医療体制の充実を目指し、引き続き、

妊婦・乳幼児健診事業などの取り組みを推進する。また、妊娠・出産に

対して悩みや不安を一人で抱え込むことの無いよう、妊娠中の相談支援

や産後における母親への育児不安の解消等を目的に、赤ちゃんの健やか

な育ちと母親の健康の保持、増進に向けた「産前・産後ママサポート事

業」を実施する。 

また、不妊治療に係る経済的負担の軽減を目的に、特定不妊治療への

市単独助成としての「小松島市こうのとりサポート事業（不妊治療費助

成事業）」を行う。 

（具体的事業） 

・ブックスタート事業 

・マタニティくらぶ 

・妊婦健診事業 
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・乳児家庭全戸訪問事業 

・乳幼児健診事業 

・乳幼児相談・子育てポンポコくらぶ 

・食育推進事業 

・小松島市こうのとりサポート事業（不妊治療費助成事業） 

・産前・産後ママサポート事業 

・産後ケア事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

乳幼児健診受診率 

（基準・目標値ともに単年度数値） 

㉖ 

９５．９％ 

㉛ 

１００％ 

ハイリスク産婦等への助産師訪問

実施率（目標値は年度末数値） 

㉗ 

未実施 

㉛ 

１００％ 

 

③健康づくりのための疾病予防に対する支援 

感染のおそれがある疾病の発生及び予防を目的に、予防接種法に基づ

く、乳幼児、学童生徒の定期予防接種を実施し、疾病予防に対する支援

を推進する。 

また、若年者への将来に向けた胃がん予防を目的に、１６歳を迎える

市民にヘリコバクター・ピロリ菌抗体検査を無料で行うとともに、ピロ

リ菌感染陽性者のうち除菌希望者には費用を助成する「若年者に対する

胃がん予防対策事業」を実施する。 

（具体的事業） 

・定期予防接種等事業 

・若年者に対する胃がん予防対策事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

定期予防接種率 

（基準・目標値ともに単年度数値） 

㉖ 

７３．３％ 

㉛ 

９０％ 

 

④子どもを安心して産み育てることができる環境整備 

子ども・子育て支援新制度に対応した教育・保育認定に基づく子育て

サービスの提供をはじめ、利用実態や供給体制を踏まえた地域子ども・

子育て支援事業の充実を図るための環境整備を行う。具体的には、保育

優先の高い育休明けの保護者の児童を受け入れするため、民間保育所

（園）及び認定こども園に対して、年度当初からの保育士配置を前提と

した保育士確保支援対策となる「保育士人材確保事業」を実施する。ま

た、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相

談することができる子育て支援センターなどを設置する地域子育て支

援拠点事業のほか、冠婚葬祭などの理由で保育所等で一時的に預けたい
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場合や、病気のために保育所等で預かることができない場合に子どもを

預けられるよう事業展開や施設の整備を行い、様々な保育ニーズに対応

する。 

（具体的事業） 

・保育士人材確保事業 

・ファミリー・サポート・センター事業 

・延長保育事業 

・放課後児童健全育成事業 

・放課後子どもプラン事業 

・地域子育て支援拠点事業 

・一時預かり事業（幼稚園・保育所） 

・病児保育事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

民間保育所における育休制度活用

による年度途中入所者数 

（基準・目標値ともに単年度数値） 

㉗ 

３８人 

 

㉛ 

４０人 

 

特別保育・教育サービス利用者割合 

【アンケートによる割合】 

㉗ 

２７％ 

㉛ 

５０％ 

地域子育て支援拠点事業 

（実施箇所数）（目標値は年度末数値） 

㉖ 

２箇所 

㉛ 

５箇所 

一時預かり事業（幼稚園型） 

（実施箇所及び年間延べ利用者数） 

（目標値は年度末数値） 

㉖ 

１箇所 

６，７６０人 

㉛ 

５箇所 

１０，０００人 

一時預かり事業（一般・余裕活用型） 

（実施箇所及び年間延べ利用者数） 

（目標値は年度末数値） 

㉖ 

２箇所 

３，４５７人 

㉛ 

５箇所 

６，７５０人 

 

⑤仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）・働き方改革への支援 

就労の場において、男女が共に力を発揮し、共に働けるような男女共

同参画への環境づくりを行いつつ、仕事と家庭への両立支援に向けた施

策の推進を図る。夫婦共働き世帯の増加など、家族の形が変化すると同

時に、子育てに関わりたいと思う男性の増加など働き方や生き方に対す

る希望も多様化しており、市で行う事業にもパパとなる男性の参加を呼

び掛けている。また、国の動きとしては、平成２８年４月に施行された

女性活躍推進法による様々な企業支援に加え、子ども・子育て支援法改

正による仕事・子育て両立支援事業が新設され、仕事と子育てとの両立

に資することを目的とする企業主導型の事業所内保育事業により、多様

な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行っている。 
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重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

地域型保育事業又は企業主導型保

育事業数 

㉗ 

未実施 

㉛ 

３箇所 

 

⑥学校教育の充実 

教育指導体制、家庭・学校・地域の教育力向上等、教育環境の充実に

努める。新たな取り組みとしては、成長期にある小中学生のお子さんが、

望ましい食習慣を形成し、生涯にわたって健康な生き生きとした生活を

送ることができるようにするため、成長期に必要な栄養バランス、地域

の食材を考慮した学校給食のレシピを紹介する「学校給食カレンダー」

を作成し、児童・生徒の食育及び健康教育の普及、推進を図る。 

また、児童・生徒の健やかな心身を育むため、教育問題シンポジウム

等を活用した啓発活動を実施するとともに、ＱＵテスト（楽しい学校生

活を送るためのアンケート）による学校・学級におけるよりよい人間関

係づくりや、生活習慣の確立に向けた取り組みを行い、学校教育の充実

に努める。 

（具体的事業） 

・学校情報化の推進 (インターネット環境維持事業) 

・英語教育の推進 (ＡＬＴ招致事業) 

・体験的な学習の充実 (総合的な学習の時間活動補助事業) 

・不登校児童生徒への自立支援 (適応指導教室運営事業) 

・学校給食カレンダー事業 

・健やかな心身を育むための支援事業 

重要業績評価指標(KPI) 基準値 目標値 

特色のある教育活動（体験）が充実

していると感じる割合 

【アンケートによる割合】 

㉗ 

３１％ 

 

㉛ 

５０％ 

 

全小中学校児童・生徒が規則正しく

（毎日）朝食を食べる割合 

【学校アンケートによる割合】 

㉖ 

８８％ 

 

㉛ 

１００％ 

 

市内小学校児童の学校評価におけ

る学校満足度 

㉖ 

８７．８％ 

㉛ 

９３％ 

 



 


