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１．土地利用
土地利用の基本方針は、平成 24 年 3 月策定のつるぎ町国土利用計画に基づき、土地の

有効利用を図りつつ適切に維持管理するとともに、土地利用の質的向上を図ることによっ

て、よりよい状態で次世代に引き継ぐことを基本方針とします。

つるぎ町の都市計画地域は、吉野川と貞光川が合流する下流域に広がる扇状地を中心と

した地域を指定しています。計画区域内は、人口・世帯数ともに減少傾向にあり市街化圧

力は強くありません。そのような状況から計画区域内は、用途地域の指定による土地利用

規制を行わない非線引き区域となっています。

しかし、既成のない計画地域は無秩序な開発が行われる懸念もあり、秩序ある市街地を

形成するため計画的な土地利用を進める必要があります。

(1)住宅促進エリア
平野部の既成市街地においては、狭隘な区画街路の整備により災害時の避難路確保と併

せ下水道の加入促進により、安心・安全な住宅地の形成に努めます。

住宅化がすすむ鉄道以北の土地については、無秩序な開発が行われないよう適切な土地

利用を誘導します。

市街地内に点在する空き家については、良好な景観形成や賑わいの創出に配慮した活用

方法を検討します。

定住団地

第5章 まちづくりの方針
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第5章 まちづくりの方針

(2)商業振興エリア
つるぎ町北部の国道 192 号と国道 438 号の沿道及び鉄道沿線は、住民の日常生活におけ

る購買活動を充足できる商業地として位置づけます。

また、町外から人材誘致を実施して空き店舗を利用した起業の支援を検討するなど空き

家の有効活用を含め商業の活性化をすすめます。

ＪＲ貞光駅と半田駅は、町の玄関として景観に配慮した施策を検討します。

JR半田駅 JR貞光駅

(3)歴史文化エリア
通称一宇街道沿線の商店街は、二層うだつの残る町並みとして歴史文化を発信し交流人

口の増加を推進する地域とします。

また、景観の保全・修景については関係法による各種施策も検討します。

二層うだつの町並み
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第5章 まちづくりの方針

(4)工業振興エリア
つるぎ町には、都市計画区域内の江ノ脇工業団地と吉野川左岸にある小山北工業団地、

第 2 小山北工業団地があります。現在、8 企業を誘致し町内外から 750 名の雇用が生まれ

ています。

第 2 小山北工業団地には 8,000 ㎡の残地があり、今後とも優良企業の誘致に努力します。

小山北・第2小山北工業団地

(5)農業共生エリア
都市計画区域東部の太田地区や貞光川両岸段丘地域、半田北部の盆地や平野部は、農業

を中心とした生活地域であり、優良農地の保全と住居系住宅の共生をはかります。

山間地域においても農地と住宅の共生をはかり、美しい農山村文化を継承します。

優良農地の保全（太田地区）
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第5章 まちづくりの方針

(6)公園緑地エリア
吉野川河川敷は、生活者が心身共に豊かな生活をおくれるよう自然環境の保全とスポー

ツ・レクリエーションなど多様な住民の要求に対応した地区公園として維持充実をはかり

ます。

於安パークは､ 15ha の敷地内に桜や四季の花畑と遊具施設をもつ自然公園として機能の

充実に努めます。

(7)森林保全活用エリア
つるぎ町の南部に広がる山間地域を水源の涵養や災害防止、自然を活かしたレクリエー

ションの場、自然景観の保全といった多面的な機能を有する地域として位置づけます。

また、森林と住居系用途住宅の共生エリアとして景観と生活環境に配慮します。

南部の山間地域 山間部の森林
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第5章 まちづくりの方針

(8)行政関連施設エリア
役場を中心とした行政サービス拠点は、行政施設・文化施設・公営の都市施設等の整備

をすすめ「利便性のよいコンパクトな町づくり」のための都市機能の向上をはかる拠点と

位置づけ魅力ある市街地形成に努めます。

土地利用の方針（都市計画区域内）

農業共生エリア

住宅促進エリア

行政関連施設エリア

公園緑地エリア

商業振興エリア

歴史文化エリア

工業振興エリア

森林保全活用エリア

河川

国道192号

国道438号

県道・町道

鉄道

公共下水認可区域

吉野川

国道192号

ＪＲ徳島線

国道438号

国道438号

太田川

貞光川

道の駅「貞光ゆうゆう館」

都市施設「火葬場」

役場
貞光中学校

永井屋敷

織本屋

屋内公園

貞光小学校

徳島県立つるぎ高校
貞光浄化センター

大須賀ポンプ場ＪＲ貞光駅

三王公園

江ノ脇農村公園
江ノ脇古墳

八幡公園

都市公園
八坂児童公園
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第5章 まちづくりの方針

土地利用の方針（つるぎ町全域）

美馬ＩＣ

国道438号

吉野川

県道 鳴門・池田線

都市計画区域

小山北工業団地

ＪＲ貞光駅

ＪＲ半田駅

国道192号

ＪＲ徳島線

徳島自動車道

於安パーク

土々呂の滝親水公園

鳴滝農村公園

美馬市穴吹へ

美馬市木屋平へ

三好市へ

つるぎ町役場
半田支所 つるぎ町役場

つるぎ町役場
一宇支所

住宅促進エリア

商業振興エリア

工業振興エリア

農業共生エリア

公園緑地エリア

森林保全活動エリア

地域生活中心区域

行政区域界

都市計画区域界

鉄道（ＪＲ）

自動車専用道路

国道192号

国道438号

県道

町道

長谷保農村公園

御所平公園
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第5章 まちづくりの方針

２．都市施設の整備方針
(1)道路・交通
①幹線道路網の機能強化
・南北地域連携幹線軸である国道 438 号は、生活道としての重要性はもちろんのこと、西

日本第 2 の高峰つるぎ山への登山道路として観光振興に欠かせない交通インフラです。し

かし、幅員の狭小な部分が多く拡幅等の改良工事を進めなければなりません。

・道の駅貞光ゆうゆう館は、東西地域連携幹線軸である国道 192 号の利用者の休憩施設、

観光情報等の発信・連携機能、そして広域的な防災機能をもつ施設として機能充実を図り

ます。

・ＪＲ貞光駅前と半田駅前をとおる県道半田貞光線は、市街地の骨格を形成する地域生活

幹線道路であり安全対策について関係機関と調整をすすめます。

・都市計画道路は、将来のまちづくりの重要な役割を担っています。計画道路 3 路線のう

ち 1 路線が整備済みとなっていますが、計画決定から 40 年以上を経て改良が進まない道

路については社会情勢の変化を勘案し、需要に応じた適正規模への計画変更や必要性の検

討をしなければなりません。

都 市 計 画 街 路
①大須賀前田線 ②馬出北町線 ③馬出宮下線（改良済み）

・市街地の区画街路となっている町道は、概して道幅が狭小で歩行者の安全や都市防災の

観点から対策について検討しなければなりません。

・自動車専用道路である徳島道は、広域連携幹線軸であり関西方面につながる重要な道路

です。車道の 4 車線化と徳島道から神戸淡路鳴門自動車道への切れ目のない通行が可能と

なるよう関係機関に要望します。

国道438号
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第5章 まちづくりの方針

②鉄道の有効利用
・ＪＲ徳島線は、東西連携軸であり徳島へ約 50 分（急行）、岡山へ約 1 時間 30 分（特急）

と利便性に優れるとともに長距離移動の際に疲れにくいという特性があります。ＪＲ貞光

駅の機能向上と広報により利用促進をすすめます。

・ＪＲ貞光駅の景観と賑わい創出のため事業所等の進出を誘導します。

JR徳島線

③公共交通の維持
・不採算性を理由に撤退した路線バスに代わり、住民の交通手段を確保する目的から町内

全域をカバーするコミュニティーバス運行を開始しました。交通手段をもたない高齢者や

若年者のためにも維持しなければなりません。

山道を走るコミュニティーバス
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④生活環境インフラの整備
・集落が散在する地域において、生活環境の向上や防災などの観点から集落間の連携、幹

線道路へのアクセス向上のため道路改良をすすめます。

・高齢集落となっている山間地域での安全対策のため、ガードレールやカーブミラーなど

の交通安全施設の整備をすすめます。

・コミュニティーバスの安全な運行のため、集落内の狭隘な道路の拡幅や車のスムーズな

通行のため待避場所の整備を行います。

・つるぎ町内には、214 の橋梁があります。橋梁は交通の要であり、不通となった場合の

影響は大きいといえます。点検を実施し、適切な措置をとることによって施設の長寿命化

と安全かつ円滑な交通を確保します。

第5章 まちづくりの方針
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第5章 まちづくりの方針

道路・交通の整備方針(都市計画区域内）

都市計画街路（馬出宮下線）

国道192号（東西地域連携幹線軸）

国道438号（南北地域連携幹線軸）

県道・町道（地域生活幹線軸）

鉄道（東西連携軸）

徳島道（広域連携幹線軸）

都市計画街路

吉野川

国道192号

ＪＲ徳島線

国道438号

国道438号

太田川

貞光川

ＪＲ貞光駅

剣山

香川県

三好市

徳島市
徳島道

美馬ＩＣ

関西方面

愛媛・高知方面

３．５．３ 馬出宮下線（１２．０）

３．５．２ 馬出北町線 （１２．０）

３．５．１ 大須賀前田線（１２．０）



- 77 -

道路・交通の整備方針

美馬ＩＣ

国道438号

吉野川

県道 鳴門・池田線

都市計画区域

ＪＲ貞光駅
ＪＲ半田駅

国道192号
ＪＲ徳島線

徳島自動車道

美馬市穴吹へ

美馬市木屋平へ

三好市へ

つるぎ町役場
半田支所 つるぎ町役場

つるぎ町役場
一宇支所

行政区域界

都市計画区域界

鉄道（ＪＲ）（東西連携軸）

自動車専用道路（広域連携軸）

国道192号（東西地域連携軸）

国道438号（南北地域連携軸）

県道（地域生活幹線軸）

町道（地域生活幹線軸）
剣山

第5章 まちづくりの方針
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(2)公園緑地
①身近な公園の確保
・市街化区域内の遊休農地や空き家などを活用してコミュニティづくりの場や子ども達が

安心して遊べる場の確保に努力します。

・水源の涵養や癒し、山野を散歩することによる健康増進等、森林が持つ多面的な機能を

活かせるよう保存と活用について検討します。

②緑の拠点づくり
・吉野川河川敷公園は、河川敷を利用したスポーツ・レクリエーション・親水等の機能を

持つ公園です。台風による出水の際は利用できませんが、堤防の桜とあわせて住民の憩い

の場として充実させます。

・計画区域の東側の山腹にある三王公園は、緑に囲まれた公園です。周辺には古墳もあり

歴史と自然が融合する拠点とします。

・於安パークは、充実した遊具と四季を通じて自然に親しめる公園として、世代を越えて

楽しめる公園とします。

・貞光川や半田川の水面や河原は、つるぎ町を語るうえで欠かせない景観のひとつです。

環境保護と併せて親水機能の充実のための施設整備が必要です。

③公園の活用と維持管理
・都市計画公園である八坂児童公園の維持管理と於安パーク、土々呂の滝親水公園は、利

用者の安全な環境をつくります。

・二層うだつの町並みに整備した「町並み屋内公園」は、古民家を利用した全天候型の公

園です。憩い、遊び、交流を 3 本柱とした運営を目指します。

(3)公共公益施設
①公共施設
・役場を含めた公共施設は地域の活動拠点であるとともに災害時には情報の集約と対策の

拠点となります。災害に対応できる施設の改修整備が必要です。

・学校等の教育施設は良好な教育環境を確保するため、今後の需要にあわせて老朽化対策

や耐震対策を実施します。

②火葬場
・昭和 46 年整備の美馬西部共立火葬場は、施設の老朽化がすすみ早急な対策が必要です。

現在の施設は冬場の積雪や道路の狭隘によりアクセスが困難です。このような状況から、

利便性が良く災害のおそれが少ないこと、最新の設備に対応できる面積の確保が可能で、

市街化への影響が少ない江ノ脇工業団地西への新設を予定します。

・火葬施設は、景観はもちろん周辺環境に充分配慮した施設が必要です。近年は、火葬炉

そのものの技術的進歩により立地場所の制限や管理上の集約メリットも薄れています。施

設の大規模な集中化により効率のみを追求するのではなく地域施設として適正規模による

分散化が必要です。施設の目的は人間の尊厳に関係するものであり利便性や地域に見守ら

れながら送る場所であることを考慮して整備します。

第5章 まちづくりの方針



- 79 -

公園緑地・公共施設の整備方針

美馬ＩＣ

国道438号

吉野川

都市計画区域

徳島自動車道

於安パーク

土々呂の滝親水公園

鳴滝農村公園

美馬市穴吹へ

美馬市木屋平へ

三好市へ

つるぎ町役場
半田支所 つるぎ町役場

つるぎ町役場
一宇支所

行政サービスエリア

農業共生エリア

公園緑地エリア

森林保全活動エリア

行政区域界

都市計画区域界

鉄道（ＪＲ）

自動車専用道路

国道192号

国道438号

県道

町道

三王公園

八坂児童公園

町並み屋内公園

貞光ゆうゆうパーク

貞光中学校

徳島県立貞光工業高校

太田小学校

貞光浄化センター
大須賀ポンプ場

就業改善センター
貞光小学校
中央公民館

町立半田病院

半田小・中学校

一宇公民館

古見小学校

都市施設（火葬場）
江ノ脇農村公園・江ノ脇古墳

八幡公園

御所平公園

長谷保農村公園

第5章 まちづくりの方針
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(4)河川・下水道
①河川
・つるぎ町の北部を東西に流れる吉野川と、南北に流れ吉野川と合流する貞光川と半田川

は、農業用水や自然景観として貴重な資源です。しかし、台風の度に浸水被害への注意が

必要で築堤等の洪水対策を必要としています。

・通称貞光シマと呼ばれる都市計画区域の北部は、東部の山からの内水の影響を受けやす

く内水排除の設備（都市下水）の完成が急がれます。

・吉野川と貞光川の水位上昇による圧力から堤防内で水が吹き出す堤防漏水が発生する場

所が見られます。吉野川については対策工事を実施しましたが、貞光川にも対策が必要で

す。

②下水道
・美しい清流を守る町として都市計画区域内の東部にある太田地区は農業集落排水事業を

実施し共用を開始しています。市街地には、特定環境保全公共下水道事業を実施し共用開

始となっています。

・下水道施設の受益対象区域外については、地形に促した処理方式を導入することとし、

主に合併浄化槽の設置を促進します。

下水道施設の整備方針

国道192号

国道438号

県道・町道

鉄道

公共下水認可区域

都市下水幹線

公共下水幹線

農業集落排水区域

集落排水幹線

吉野川

国道192号

ＪＲ徳島線

国道438号

国道438号

太田川

貞光川

貞光浄化センター

大須賀ポンプ場ＪＲ貞光駅

太田集落排水施設

第5章 まちづくりの方針
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３．自然環境の保全と都市環境整備の方針
(1)自然との共生
・地形、風土を尊重し吉野川や貞光川・半田川の景観と共生したまちづくりをすすめます。

・中山間地域の耕地は、水源の涵養や防災、景観といった多面的な機能があります。中山

間地域直接支払交付金を利用し適正な管理と保全に努めます。

山間地域の美しい景観

(2)環境に配慮したまちづくり
・太陽光や風力、バイオマスなどの環境負荷の少ない再生可能エネルギーの活用について

山間農地の放棄地や皆伐された林野等の利用を検討します。

・ゴミの再資源化を推進し、資源の有効利用とゴミの少量化をめざします。

・吉良発電所と明谷発電所の 2 カ所の水力発電所をもつ本町は、電力会社との連携により

河川環境の保全や再生可能エネルギーの導入により災害時のエネルギーの確保を目指しま

す。

施 設 名 最大発電量 施 設 名 最大発電量
吉良発電所 2,700KW 切越発電所 4,500KW

(3)町並み景観の保全
・市街地にある二層うだつの町並みは、修景に対して助成を行うなど歴史・文化に配慮し

た町並みづくりを目指します。

・町並み景観については、歴史・文化・地域資源を活かしたデザインや地場産材の活用を

積極的に検討します。

・景観法等の制度を利用した保存と活用について検討をすすめます。

第5章 まちづくりの方針
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４．住まいとまちづくりの方針
(1)住宅
①利便性の高い市街地における住宅供給
・つるぎ町では定住人口の増加をはかるため、都市計画区域内に定住団地を造成し分譲を

行ってきました。山間地から利便性の良い市街地への移転や町外からの移転により、団地

をかかえる集落は地域コミュニティの維持や地域活性化につながっています。

・全国に先駆けて高齢社会に突入しているつるぎ町は、住宅マスタープランの中で「高齢

社会に対応した住まいづくり・まちづくり」を目標のひとつとして掲げています。住宅の

バリアフリー化は重要な対策であり、個人住宅のバリアフリー化等のリフォームに補助制

度を設け、安心して暮らせるまちづくりをすすめます。

・東南海地震等に備えた安全な住宅のため、住宅の耐震診断や補強等に対して助成制度の

拡充を検討します。

②風致や文化を守る住宅
・地域に根ざした伝統建築技法などを活かし、風土になじむ住宅建設を進めます。

・市街地には全国でも珍しい二層うだつの町並みが残っています。町並みの持つ景観や歴

史文化を継続できるよう町並み保存への助成を続けます。

・吉野川と半田川・貞光川の美しい川面や豊かな緑など、風致に配慮した住宅建築を啓発

します。

③公営住宅
・町内には約 411 戸の公営住宅がありますが、需要とのバランスを勘案しながら耐震や再

整備について検討します。

つるぎ町公営住宅一覧
No. 名称 棟数 戸数 建設年度 共同施設 住　　　　　　　　設 構　　　　造
１ 木ノ内団地 2 9 昭和４３年度 つるぎ町半田字木ノ内154番地1 簡易　平屋建
２ 東久保団地 2 10 昭和４３年度 つるぎ町半田字東久保937番地2 簡易　平屋燈
３ 西久保団地 2 10 昭和４４年度 つるぎ町半田字西久保148番地2 簡易　平屋建
４ 根生団地 2 10 昭和４４年度 つるぎ町半田字根生59番地6 簡易　平屋建
５ 高橋団地 4 15 昭和４８年度 つるぎ町半田字小野440番地I 簡易　平屋建
６ 根生西団地 1 5 昭和４９年度 つるぎ町半田宇松生88番地1 簡易　２階建
７ 小野団地 2 10 昭和５０年度 っるぎ町半田宇小野426番地1 簡易　平屋建
８ 逢坂団地 2 10 昭和５１年度 つるぎ町半田字逢坂31番地 簡易　２階建
９ 西山団地 2 10 昭和５１年度 っるぎ町半田字西久保191番地 簡易　平屋建
10 八千代団地 3 10 昭和５２年度 つるぎ町半田字下喜来101番地1 簡易　平屋建
11 丸戸団地 1 16 昭和５３年度 児童遊園 つるぎ町半田字小野500番地1 中尉　４階建
12 天神団地 1 16 平成元年度 児童造園 つるぎ町半田宇小野477番地 中尉　４階建
13 木ノ内第2団地 1 20 平成５年度 児童遊回 つるぎ町半田字木ノ内112番地4 中耐　４階建

半田小計 25 151
14 中須賀団地 3 12 昭和４１年度 つるぎ町貞光学中須賀60番地1 簡易耐火構造　平屋建
15 馬出団地 2 8 昭和４０年度 つるぎ町貞光学馬出82番地1 簡易耐火構造　平屋建
16 丸井団地 5 5 昭和３２年度 つるぎ町貞光端山宇東丸井60番地2 木造スレート　平屋建
17 ハ幡南団地 1 16 昭和４５年度 つるぎ町貞光学前田42番地2 耐火構造　４階建
18 ハ幡北団地 1 16 昭和４６年度 つるぎ町貞光学前田42番地2 耐火構造　４階建
19 宮内団地 4 20 昭和４４年度 つるぎ町貞光学宮内187番地 簡易耐火構造　２階建
20 宮内北団地 1 16 昭和５１年度 集会所 つるぎ町貞光学宮内187番地 耐火構造　４階建
21 野口団地 1 16 昭和５１年度 児童造園 つるぎ町貞光字野口52番地2 耐火構造　４階建
22 駅栄団地 1 6 平成３年度 集会所 つるぎ町貞光学馬出37番地3 中庸耐火構造　３階建
23 太田団地 1 16 平成５年度 児童遊園 つるぎ町貞光学太田西87番地2 中潜耐火構造　４階建
24 太田第2団地 1 9 平成８年度 つるぎ町貞光学太田西87番地2 中層耐火構造　３階建
25 太田第3団地 1 16 平成１１年度 集会所 つるぎ町貞光学太田西88番地 中層耐火構造　４階建
26 明治橋団地 2 14 平成１３年度 駐車場 つるぎ町貞光学町19番地1 中層耐火構造　４階建木造２階

貞光小計 24 170
27 内野第1団地 1 12 昭和５４年度 児童遊園 つるぎ町一宇宇太刀之本28番地 簡易耐火３階建て
28 内野第2団地 1 16 昭和５７年度 集会所 つるぎ町一宇宇太刀之本303番地 中層耐火４階建て
29 赤松第1団地 2 11 昭和５２年度 つるぎ町一宇宇赤松852番地 簡易耐火２階建て
30 赤松第2団地 3 14 昭和５２年度 つるぎ町一宇宇赤松764番地 簡易耐火２階建て
31 中央団地 2 8 昭和５２年度 つるぎ町一宇宇伊良服403番地 簡易耐火２階建て
32 河内団地 3 15 昭和５３年度 つるぎ町一宇字大佐古670番地 簡易耐火２階建て
33 広沢団地 1 5 昭和５２年度 つるぎ町一宇字広沢1804番地 簡易耐火２階建て
34 実平団地 2 7 昭和５３年度 つるぎ町一宇宇実平□87番地 簡易耐火２階建て
35 旧赤松団地 1 2 昭和２７年度 つるぎ町一宇宇赤松609番地 木造　平屋建 中層耐火３階建て

一宇小計 16 90
合計 65 411

（資料:平成25年4月現在）
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第5章 まちづくりの方針

公営住宅

(2)防災
①防災のまちづくり
・防災の拠点となる公園やグラウンドなどのオープンスペース、避難路となる道路の安全

性を点検し必要に応じて改善をはかります。

・道路の延焼遮断効果を高めるため、幅員の拡幅など計画的な整備について検討します。

・施設の不燃化、耐震性向上の促進をはかります。歴史的建造物については、安全の確保

と景観資源としての魅力保持の両面から慎重に検討を進めます。

・住宅の庭木等が張り出すなど通行の妨げとなっている箇所については、緊急車両の通行

や避難路の安全確保のため所有者の理解を得ながら適切な処置を進めます。

②自然災害の軽減
・自然環境に配慮しながら吉野川や半田川・貞光川の河川整備について関係機関との調整

を進めます。

・東南海地震や河川の氾濫など広域的な災害については、国・県・周辺市町との連携を図

りながら広域防災に関する検討をすすめます。

③自主防災組織の育成
・地域の実情に詳しいコミ

ュニティ組織を活かした自

主防災組織を育成・設置し、

安心・安全の地域づくりを

強化します。
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第5章 まちづくりの方針

(3)観光
①観光ルートの形成
・市街地には二層うだつの町並みがあり、貴重な歴史・文化の観光資源です。国道 192 号

沿いにある「道の駅貞光ゆうゆう館」から「二層うだつの町並み」を経由し「巨樹・巨木」

をめぐって「剣山」を登山するという観光ルートを確立します。

・観光を起点とした地域振興のため、観光インストラクターの育成について関係団体と町

が協働で進めます。

②観光拠点の連携充実
・観光情報の発信基地である「道の駅貞光ゆうゆう館」、コミュニティビジネスの拠点で

ある「つるぎの宿岩戸」、滞在型観光施設「ラ・フォーレつるぎ山」が連携し地域活性化

の起点となるよう充実を図ります。

道の駅「貞光ゆうゆう館」

(4)高齢化対策
・歩道などの公共の移動空間、公共施設、公園等の整備について、高齢者を含めた誰しも

が気軽に無理なく利用できるバリアフリーやユニバーサルデザインの視点で整備を検討し

ます。

・住宅をバリアフリー化する改修に対して助成措置を実施し、安心して暮らせる住環境を

つくります。

・一人暮らしで家に閉じこもりがちな高齢者の社会的孤独感の解消と孤独死等の緊急事対

応や自立生活の助長のために、デイサービスセンター等を利用して日常動作訓練や趣味活

動等のサービスを提供します。

・働く意欲を持つ高齢者に対して、長い間の経験や培ってきた知識や能力等に応じた就労

の機会を提供するためシルバー人材センターの充実をはかります。

・高齢者の積極的な地域活動や健康・生きがいづくりを推進するため老人クラブ等への支

援を行います。

・高齢にあっても時代の流れの中で遅れず積極的に生活するために設立されたシルバー学

園は、生涯学習や仲間づくりなど生きがい創造の場として充実を図ります。
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(5)少子化対策
①子育てに関する相談や情報支援の充実
・育児不安をはじめ、児童虐待、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）、不登校、いじ

めなど、多様な問題や悩みに対応するため関係機関の連携をはかり相談体制の充実や地域

に密着した子育て相談窓口の整備に努めます。

・子育て家庭に支援サービスの情報を広報誌やインターネット等の媒体により提供しま

す。また、子育て講座を開催し、出産・育児に関する知識と意識を身につけてもらいます。

・「町並み屋内公園」は、子育て中の親同士の交流の場や憩いの場としての機能を充実さ

せます。

・子育てサークル等の育成や活動支援をおこない、子育て中の親の孤立化や育児不安の解

消に努めます。

②母子福祉の充実
・安心して子供を産み育てられるように、妊娠・出産・乳児期における健康診断を通じて

母と子の支援の充実をはかります。

・児童虐待の早期発見のためにも未受診児へのフォローアップ体制を充実させます。

・老朽化した保育所の改修や学童保育施設の整備を検討します。

子育て広場「あんりーる」

③経済的支援
・出産・育児に関する各種手当てや医療費助成による支援のほか、チャイルドシートの貸

し出し等、保護者の経済的な負担軽減に努めます。
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(6)障がい者対策
・障がいのあるなしに関わらず、お互いを尊重できる共生の町づくりを目指し「すべての

人が心豊かに住み続けられる町」を実現するため、広報等により障がいに関する正しい知

識と理解を広めるとともに各種の支援施策を実施します。

・障がい者団体や家族会等が行う自主的な活動を支援し、障がいのある人の自立を促しま

す。

・関係機関と連携し社会的弱者である障がい者等に対する虐待の防止及び早期発見と対応

に努めます。

・障がい者の生活や自立を支援する制度は、必要とする人が必要とするサービスを利用で

きるよう情報提供、相談及び支援計画づくりなどの充実を目指します。

スポーツ大会

(7)教育
①教育施設の充実
・学校施設の耐震化や防犯対策の整備をすすめ、安全でゆとりある教育環境を確保します。

・英語教育等の教育内容の多様化に対応できるよう学校施設・設備の整備充実取り組みま

す。

・休廃校の学校施設や余裕教室は、地域への施設開放や地域振興事業等に利用します。

②教育体制の充実
・時代に即応する人材を育成するため、効果的な教育が実践できる教職員の研修を計画的

に行い教育指導体制の充実をはかります。

・いじめや不登校等の問題に対し、相談・指導の充実に努めるとともに、家庭や地域と一

体となった指導体制づくりを進めます。

・バスやタクシーを利用して通学している児童生徒に適正な通学方法を検討します。

・児童生徒の将来を考えた教育効果を勘案し、統廃合を視野にいれた学校区の検討を進め

ます。

・障がいのある子ども達が、ひとり一人の教育的なニーズに応じた支援と専門性の高い教

育を受けるため特別支援学級の体制整備に努めます。
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(8)福祉
・すべての人がお互いを認め合い、支え合える福祉文化の創造のため、子どもの頃からの

福祉教育の意識啓発を育成します。また、地域のコミュニティー機能を促進し、ともに支

え合う地域づくりを進めます。

・自分らしく自立した生活をおくるため、福祉サービスの情報提供が適切に行われるとと

もに相談体制やサービスの利用援助等の支援の確立に努めます。

・すべての人が暮らしやすい町であるために、公共施設や道路等においてバリアフリー化、

ユニバーサルデザインの導入を進めます。

・災害時に要援護となる高齢者や障がい者等のための支援システムを確立し、安全に安心

して暮らせる体制をつくります。

(9)まちづくり
・「まちづくりの主体は住民」です。地域貢献を実践する団体の育成や自治会等との連携

を図り、町づくりへの積極的な参画を促進します。

・地域の実情に即した新しい試みに積極的に取り組み、受益と負担の公平性を求め、限り

ある財源を最大限に活用します。

・観光客との交流、都市と農村との交流など様々な交流機会の創出に努めます。

都市と農村の交流事業
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柚


