
 

 

 

 

三好市まち・ひと・しごと創生 

総合戦略 

 

 

「訪れてよし・触れてよし・住んでよし」笑顔創生・三好 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年３月 
 

三  好  市 
 

 

 

 



目 次 

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

Ⅰ 基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

 １．趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

２．総合戦略の位置づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

３．計画期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

４．計画人口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 

５．理念 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２ 

（１）まちづくりの基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

（２）戦略目標の考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

Ⅱ 重点プロジェクト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

 １．施策の形成の背景となる時代の潮流・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

 ２．ＰＤＣＡサイクル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

３．重点戦略 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

４．５つの重点プロジェクト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

～はじめに～ 
  「三好市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」）という。）は、三好市人 

口ビジョンで示した２０４０年の市の人口目標である１４，０００人超の確保に向けて、 

国の４つの基本方針に基づき「自然増」と「社会増」の両面から様々な施策を盛り込んだ 

ものである。このことから、三好市の将来像として「訪れてよし・触れてよし・住んでよ 

し」笑顔創生・三好を掲げ、官民が連携して地方創生を推進することとする。 

 

Ⅰ 基本的な考え方 
 

１．趣旨 

   総合戦略は、三好市が将来に向けて更なる発展を遂げ、この地域で暮らすことに幸せ 

を感じられるまちをつくり、人口減少や少子高齢化が急速に進む社会情勢において持続 

性を確保していくために、目指すまちの姿やまちづくりにおける理念を明確にするとと 

もに、中期的な基本方針と具体的な施策をまとめたものである。 

 

２．総合戦略の位置づけ 

   ２００８年度を始期とする三好市総合計画の基本構想、基本計画における、人口減少 

の抑制に繋がる重要施策を総合戦略に位置付ける。 

 
 

３．計画期間 

  ２０１５（平成２７）年度から２０１９（平成３１）年度までの５年間とする。 

 

４．計画人口 

  三好市人口ビジョンにおける人口の将来展望を踏まえ、２０４０年時点で人口目標を 

１４，０００人超を確保することとする。 
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５．理念 

三好市の目指すべき将来像の実現に向けた、新市まちづくり計画書※に掲げる新しい 

  まちづくりの基本方針を基に、主体性と持続可能を理念としてまちづくりの方向性を示 

す。  
※平成１８年３月の合併により新市まちづくりを推進・整備していくための基本方針を定めた計画書 

 

（１）まちづくりの基本的な考え方 

  人口減少や少子高齢化が急速に進むとともに、社会環境の変化に伴う財政の逼迫な 

ど厳しい状況のなかで、地域住民が積極的にまちづくりに参画し、いつまでも住み続 

けたくなるまち、訪れる人が幾度となく足を運びたくなるまちづくりを進めることが、 

地域の恒久的な発展につながると考える。 

そのために、住民のニーズを踏まえ、新しいまちに「希望」と「やすらぎ」が持て 

る施策を展開し、「守り継がれてきた故郷」をこれからも「大好きであり続ける」た 

めのまちづくりを進める。 

新たな時代の流れに対応した、三好市の目指すべき将来像の実現に向けて、基本的 

な考え方を以下に整理する。 

 

① 定住と交流を育むまちを目指して 

うるおいある生活環境のなかで、安心して快適に暮らすことは、住民共通の願いで 

ある。 

広大な行政区域を有する本市においては、国・県道をはじめとする道路網の整備促 

   進と効率的な土地利用の誘導などにより、住環境機能を高め豊かな自然環境と独自の 

   景観を保全しながら、快適性とやすらぎを感じられる住環境づくりを進める。 

また、地域住民の交流を促進して一体性の確保を図り、楽しく、いつまでも住み続 

けたいと思えるまちづくりを進める。 

 

② 豊かで生き活き、安心・安全なまちを目指して 

この地域に住むすべての人が安心して健やかに生活を営むことができるよう、それ 

ぞれのライフステージに応じた施策の展開を図らなければならない。 

少子化対策の推進や子育て支援、児童福祉、障がい者（児）福祉などの充実を図ると 

ともに、住民一人ひとりが地域との関わりのなかで、安心して生活できるよう共生の 

まちづくりを展開する。さらに、住民の心安らぐ憩いの場と住宅など生活の場、上水 

道など生活基盤の整備を促進し、自然環境と調和したまちづくりを推進する。 

 

③ 地域性を活かし魅力ある煌めくまちを目指して 

名峰剣山をはじめとする四国山系と清流吉野川を有する豊かな自然と美しい景観 

や、地域毎の歴史的、風土に培われた文化的資源などは、本市の貴重な財産である。 

こうした資源の保全、活用を推進するとともに、快適な生活を支える“まち”の環境 

整備に努め、地域の特性を活かした魅力ある煌めくまちづくりに取り組む。 

 

④ 住民参画を基本とした協働のまちを目指して 

住民自らがまちに誇りをもって生活することが、魅力あるまちづくりを推進するう 

えで重要である。 

そのためにも、住民から信頼され開かれた行政を実現させるため、情報公開制度の 

整備や、健全かつ効率的な行財政運営を図る。また、地域住民が積極的にまちづくり 
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に参画するとともに、行政と協働していくことで、地域の力と可能性を最大限に発揮 

できる「住民主体」のまちづくりを目指す。 

 

（２）戦略目標の考え方 

  三好市は、人口減少を抑制するために、比較的人口の多い都市部と人口減少・高齢化 

の著しい山間部に分けて考える。都市部では、現状の若年女性人口の５０％以上を２０ 

４０年においても維持する。山間部では、将来的な集落自治の維持の担い手確保のため、 

現状の児童数を２０４０年においても維持することにして、転出抑制・転入促進ととも 

に人口構造の適正化を図ることとする。 

 この考えのもと、豊かな自然景観や歴史文化など地域固有の資源を活用した観光振興 

により、三好市を訪れる交流人口を拡大し、交流人口のなかから三好市に興味を持った 

リピーターなど三好市ファンである関係人口へ繋げる。さらに、将来的には定住人口へ 

繋げるサイクルの考えと、それぞれの対象に応じた施策を行うことにより、転出抑制・ 

転入促進に繋げ急激な人口減少を緩和する。 

 
 

   【出典】平成２７年６月３０日第１回三好市地方創生推進協議会資料より 

 

 

Ⅱ 重点プロジェクト 
１． 施策形成の背景となる時代の潮流 

① 人口減少と少子高齢化の進行 

わが国の総人口は、少子化を主因に伸びが鈍化してきており、２１世紀初頭にピーク 

  を迎え、その後、人口減少局面に移行するとともに、平均寿命の伸長に伴い高齢化も一 

  層進行されている。 

２０１０（平成２２）年、国勢調査による三好市の年少人口比率（１５歳未満）は 
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９．７％であり、徳島県１２.３％、全国平均１３.２％より低い水準となっている。 

また、若年人口比率（１５～２９歳） は１０.０％ 、徳島県１３.７％、全国平均 

１５.４％となっており、全国的に年少人口・若年人口が減少している。これにより、 

社会活動の停滞を招き、まちづくりの活力低下につながることが危惧されている。 

さらに、三好市の老年人口比率は３８.０％と、徳島県２６.７％、全国平均２３.０％ 

を大きく上回る。このことから、高齢者介護を取り巻く問題や医療、年金などの財政負 

担が増大し、行政サービスのなかで、その比重が高まることが推測される。 

このことから、健康づくり体制の一層の充実や市民参画による地域福祉体制づくりを 

はじめ、安心して子どもを産み育てることができる支援体制の確立や、高齢者になって 

も元気で安心して生活できる環境づくりなど、すべての人々が生涯を託せる地域づくり 

が必要である。 
 

  ②産業・経済の変化 

世界経済の現在の状況は、国際分業を進め、人・物・資本・情報の流れを速め、国境 

を越えた地域間競争が進んでいる。こうした背景のもと地域の産業・経済は、多くの業 

種で再構築を求められる状況にある。 

このことから、農業は、安全で確かな農産物の生産と地域の特徴と個性ある商品の開 

発・普及が求められている。林業は、今まで継承されてきた林業整備に加え、国民の自 

然志向の高まりを活用した新たな林業振興を目指すことが必要である。工業は、地域で 

これまで培った技術力等の経験を活かし、独創的な技能を発揮した産業振興を進める必 

要がある。商業は、多様化・高度化する消費者のニーズに対応したサービス提供が求め 

られ、活気に満ちたまちづくりに貢献する商業地域の形成が重要である。 

また、農林業においては、担い手不足や就業者の高齢化が進行しており、若者が安心 

して継承できる新たな農林業の振興と環境づくりが必要である。 
 

③高度情報化の進展・国際化の一層の進展 

ブロードバンド化の進展や情報通信機器、通信料金の低価格化を背景に急速に高度情 

報化が進展している。高度情報化の進展は、人々の暮らしをより快適で豊かなものに 

し、新たな活動を創出するなど、社会活動を変革する重要な役割を担っている。情報 

通信技術の活用は、地域社会が抱えるさまざまな課題を解決し、あらゆる分野に効果を 

もたらす可能性を秘めている。 

このことから、高度情報化に的確に対応するために情報基盤の整備と、これらを有効 

  に活用した行政サービスの向上を図ることが求められている。 
 

④環境の価値の重要性 

大量生産、大量消費、大量廃棄型の産業経済活動に伴い、地球温暖化やオゾン層の破 

壊、大気・海洋の汚染など、地球規模の環境問題が深刻化しているほか、国内でも放射 

能汚染、公共用水域の水質汚染、ダイオキシン、環境ホルモン問題等が指摘され、人  々

の環境保全に対する意識が急速に高まっている。 

三好市は、剣山をはじめ大歩危・小歩危の景勝地など、貴重な自然資源の宝庫である。 

この自然環境を市民の快適で安全な生活の場として、将来に向けて持続的に発展させて 

いくためには、これまでの経済社会の仕組みや、私たちの暮らしそのものを見直すこと 

が求められている。 

このことから、産業活動や生活のあり方など環境に負荷を与えないようにするととも 

に、地域の特性を踏まえた環境と調和する質的な充実に重点を置き、自然とともに共生 

していく循環型社会の形成が必要である。 
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また、三好市の特徴である豊かな自然環境を維持するとともに、より快適な環境を創 

造しながら、環境への負荷の少ないまちづくりを進め、優れた自然環境を次代に引き継 

いでいかなければならない。 
 

⑤協働のまちづくり 

地域の主体性に基づく自立したまちづくりが一層求められているなか、自分たちの地 

域は自分たちでつくるという気運が高まり、地域住民の手による特色あるコミュニティ 

活動や生涯学習などが進められ、地域課題の解決に向けた実践的な住民活動とともに、 

住民と行政との協働のまちづくりが活発化している。 

また、まちづくりはハードからソフトへ転換し、安全で楽しく暮らせる仕組みを住民 

と行政が協働してつくる時代となっている。地方においては、過疎化、少子高齢化が進 

行し、地域を支えるコミュニティ活動等が弱体化しており、住民の主体的なまちづくり 

への参加が強く求められている。 

今後においては、住民と行政が良きパートナーとして連携し、住民と協働したまちづ 

くりを推進していくことが必要である。 
 

⑥価値観と生活様式の多様化 

経済活動の成熟化に併せて、人々の価値観も生産中心主義、量的価値重視などの物資 

の豊かさから、生活、文化、環境、安全などの人間的・質的価値重視に移行し、自らの 

主体的で個性的な生き方を通して、生活の質を高め心の豊かさを求める方向へと変化し 

ている。 

また、経済のソフト化等に伴い、雇用形態が多様化し、人々の就業意識や就業形態も 

多様化していくことが予想される。 

三好市においても、こうした変化に対応して、生活の質的向上の視点を重視し、さま 

ざまな分野でそれぞれの個性と創造性を発揮し、心の豊かさとやすらぎを実感できる社 

会を実現していくことが必要である。 
 

⑦国際化の進展 

経済交流の拡大や情報通信網の発達などによる、距離と時間を越えた飛躍的な交流の 

拡大により、急速に国際化が進んでいる。国際交流においても、従来の経済交流中心 

から住民レベルの教育・文化・スポーツ等、さまざまな分野にわたる交流が活発化して 

いる。 

今後においては、地球的視野に立って一人ひとりが、国際交流や国際協力、国際活動 

を展開していくような社会づくりが求められている。 
 

⑧地方分権社会への移行 

地方分権は、行政の権限を住民に身近な市町村にできるだけ移し、地域自らがその実 

情に応じた行政を展開できるようにすることである。分権型社会では、市町村が地域の 

発展や住民の福祉の向上により大きな責任を持つことが求められていると同時に、自ら 

の責任と判断で進むべき方向を決め、重点的かつ具体的な施策を実行することができる 

政策形成能力が強く求められている。 

また、権限の移譲により、事務量の増加や専門性の強化が要求されるため、地域の実 

  情に即した行政サービスが展開できる体制づくりと、人材の育成・確保を図ることが重 

  要である。 

さらに、まちづくりに住民一人ひとりが主体的に参加し、住民の総力を結集して、行 

政と住民の協働体制で取り組んでいくことが必要である。 
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２．ＰＤＣＡサイクル 

総合戦略は、市民・地域・団体・企業・行政など市全体で共有し、協働して推進する 

「公共計画」であるため、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、市全体が関わる体制を構築し、高い実効性を確保する 

ことが必要となる。 

また、重点プロジェクト及び施策に設ける数値目標及び重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

については、実施した事業の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の展開を実現する。 
 

①計画策定（Plan） 

総合戦略は、産・官・学・金・労・言の関係者や市民の代表者との意見交換や市民意 

識調査などにより、多様な市民の意見や意識を把握するとともに、行政内部での課題分 

析を含めて現状と課題を整理し、計画書としてまとめた。 
 

②推進（Do） 

策定された総合戦略を多様な媒体を通じて、幅広く情報発信するとともに、各分野に 

おいて関連する地域、団体、企業、行政が協働した推進体制を構築する。 

策定に関わった多くの人たちを含む市民は、各分野において総合戦略の情報発信と計画 

に基づく取り組みの推進を担う。 
 

③点検・評価（Check） 

市民意識調査を毎年実施し、市民の重要度や満足度の経年変化を確認するとともに、 

統計データなどの社会指標を用いて、施策や施策に対する数値目標及びＫＰＩの推進状 

況を検証する。 
 

④改善（Action） 

毎年実施する点検・評価の結果を基に効果検証を行い、その検証結果を踏まえた施策 

  の見直しや、必要に応じて総合戦略の改訂を行う。 
 

   上記のことを踏まえ、三好市では、総合戦略で掲げた数値目標及びＫＰＩについて、 

事務レベルにおける四半期ごとのチェックと外部人材で組織する三好市総合戦略評価 

会議（仮称）を設置し年一回の検証を行い、その結果を基に総合戦略を見直し改訂する。 

 

 

３．重点戦略 

   総合戦略では、多様に絡み合う横断的な課題を解決するため、必要性や重要性を考慮 

したうえで、総合的に取り組む施策を明確にする必要がある。 

 また、人口減少への対応には、転出者を抑制し転入者を促進させることにより人口減 

少に歯止めをかけ、将来的に人口構造そのものを変え、目標とする人口数の達成と持続 

可能なまちづくりを推進することが重要である。 

 このことから、基本的な考え方における重点的・広域的に取り組む施策を重点プロジ 

ェクトに位置づけ、「仕事づくり」「人の流れ」「結婚・出産・子育て」「まちづくり」「財 

政健全化」の５項目において積極的に事業展開を進める。 
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４．５つの重点プロジェクト 

戦略目標Ⅰ  

働く場を創る三好 
   

●数値目標 

指 標 数値目標 

５年間の起業・創業件数 ２５件 

５年間の就職者数 １２０人 
 

  ●基本的方向 

    行政と商工組織や企業などが連携体制を構築し、地域資源の発掘、研鑚により魅力 

ある産業づくりに取り組むとともに、起業者への意欲向上につながる支援を行う。 

 また、魅力ある職場づくりと情報発信により、若者と企業の結びつきを高め、この 

地で働きたいと思える就業環境の実現を図る。 
 

  ●具体的な施策と重要業績評価指標 

具体的な施策・事業 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

◇雇用の場の創出 

  地域産業の競争力の強化と企業誘致の推進、ＵＩ

Ｊターン者等による新たな起業に対する支援の充

実を図る。 

（具体的事業） 

 ○起業・創業支援事業 

 ○企業立地促進事業（先行型） 

○企業誘致サポート事業（先行型） 

○企業誘致セミナー参加者数 

年間５０人 
・Ｈ２６年（ ３９人 ） 

○空き店舗等活用件数年間 

 ４件 
・Ｈ２６年（ － ） 

○起業・創業支援事業を活用 

 し起業・創業した件数年間 

 ５件 
・Ｈ２６年（ － ） 

○誘致された企業数又は検討 

中の企業件数１件（先行型） 
・Ｈ２６年（ ２件 ） 

◇産業の担い手育成支援 

  地域産業の活性化と安定化を継承するため、企業

と就職希望者のマッチングを推進するとともに支

援制度の充実を図る。 

（具体的事業） 

 ○青年就農給付金事業 

○新卒者等就職促進事業（先行型） 

○市内企業ガイドブック作成（先行型） 

○新規就農者数年間２人 
・Ｈ２６年（ ２人 ） 

○ＵＩＪターン者就職者数 

 年間2件（先行型） 
・Ｈ２６年（ － ） 

○高校新卒者市内企業就職者

５年間で８０人 
・Ｈ２６年（ ３２人 ） 

◇地域資源を活かしたモノづくりの推進 

  本市の特性や強みを活かして、産業間の連携を視

野に入れた成長戦略の推進、事業活動継承に対する

支援等を行う。 

（具体的事業） 

 ○特産品開発支援事業 

 ○ジビエ活動支援事業 

○特産品生産奨励事業（先行型） 

○新たな特産品開発件数年間 

２件 
・Ｈ２６年（ － ） 

○うまいよジビエ料理店認定 

 年間５店舗 
・Ｈ２６年（ ４店舗 ） 

○特産品の生産量を５年間で 

２０％増加 
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戦略目標Ⅱ  

ひとを呼びこむ三好 
   

●数値目標 

指 標 数値目標 

５年間の移住者数 ５００人 

５年間の観光入込客数（祖谷のかずら橋渡橋者） １，７００，０００人 
 

  ●基本的方向 

    市内の利便性の高い情報通信環境や交通網を活かして、サテライトオフィスの誘致 

促進に取り組む。 

 また、地域固有の資源のブラッシュアップにより地域の価値を高めるとともに、三 

好市移住交流支援センターの充実を図ることにより、ワンストップでの受け入れ体制 

の整備により、移住定住の促進を図る。 
 

  ●具体的な施策と重要業績評価指標 

具体的な施策・事業 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

◇移住・定住の促進 

  三好市移住交流支援センターの充実を図るた 

め空家バンクを整備し、移住者のお世話役である

「移住コーディネーター」を養成してワンストッ 

プでの受け入れ体制を強化する。 

（具体的事業） 

 ○ＵＩＪターン支援事業 

 ○住民による地域将来ビジョン策定 

 ○生涯活躍のまち構想 

 ○三好市移住交流支援センター事業 

 ○地域おこし協力隊事業 

 ○休廃校等活用事業 

 ○定住促進住宅用地供給事業 

○ＵＩＪターン件数年間６０ 

件及び延べ人数年間８０人 
・Ｈ２６年（ １２件、１５人 ） 

○空家バンク述べ登録件数平 

成３１年度までに５０件 
・Ｈ２６年（ － ） 

○お試し住宅整備件数５年間 

 ５件 
・Ｈ２６年（ － ） 

◇地域ブランドづくり 

  自然景観、伝統文化、食材、アウトドアスポ－ツ

など地域固有の資源を活用して、まちづくりの価値

を導き出し、地域の誇りや愛着を生み、住みよいま

ち・訪れたいまちを創出し、地域経済の活性化を図

る。 

（具体的事業） 

 ○三好市ブランド戦略の構築 

 ○にし阿波ＤＭＯの創設 

 ○ラフティング世界選手権等開催支援事業 

 ○徳島県剣山世界農業遺産推進事業 

○地域おこし企業人交流プログラム（先行型） 

○観光入込客数 

（祖谷のかずら橋渡橋者） 

年間３３０，０００人 
・Ｈ２６年（ ３０１，１９３人 ） 

○外国人宿泊者数前年比 

２０％増 
・Ｈ２６年（ ７，２３２人 ） 
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戦略目標Ⅲ  

結婚・出産・子育ての希望を叶える三好 

   

●数値目標 

指 標 数値目標 

５年間の婚姻件数 ３００組 

５年間の出生者数 ７５０人 

  ●基本的方向 

    子どもを産み育てやすい環境づくりのためには、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目 

ない支援と地域で子育てを支える仕組みをつくるとともに、教育機関、家庭、地域、 

企業、行政などが連携して、子どもの教育に取り組む。 

  ●具体的な施策と重要業績評価指標 

具体的な施策・事業 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

◇結婚希望者への支援 

  若者の結婚希望を叶えるため、出会いの場の機会

を増やすとともに支援制度を充実させる。 

（具体的事業） 

 ○心ときめく地域婚活支援事業（先行型） 

○年間婚姻組数６０組 
・Ｈ２６年（ ５５組 ） 

○結婚支援事業をきっかけに 

結婚に至った件数1件（先 

行型） 
・Ｈ２６年（ － ） 

◇安心して出産・子育てができる環境整備 

  安心して出産できる環境づくりを目指し、安心・

安全な子育て施設の充実と支援制度の向上を図る。 

（具体的事業） 

 ○母子保健事業 

 ○延長保育事業 

 ○病児保育事業 

 ○地域子育て支援拠点事業 

 ○子育て支援事業 

 ○放課後児童クラブ 

 ○乳児家庭保育支援給付金 

○三好市不妊治療費助成事業（先行型） 

○年間出生者数１５０人 
・Ｈ２６年（ １３９人 ） 

○延長保育年間延べ利用者数 

７００人 
・Ｈ２６年（ ７６４人 ） 

○子育て支援拠点施設の年間 

 開設日１４５日、１日当た 

 りの平均利用者数３５人 
・Ｈ２６年（ 開設日１４５日、 

１日当り３３．４人 ） 

◇安心して働き続けられる職場の環境整備 

  ワーク・ライフ・バランスの促進に向けて仕事と

子育ての両立に積極的な企業を支援する。 

（具体的事業） 

 ○ワーク・ライフ・バランスの促進 

○セミナー開催に対する参加 

企業数年間３０社 
・Ｈ２６年（ － ） 

◇新しい時代に「生きる力」を育む教育 

  特色ある教育の推進のため、地域住民や各種団な

どが協働するとともに、子どもの社会的・職業的自

立に向けた教育を推進する。 

（具体的事業） 

 ○特色ある教育環境の整備 

  （三好教育みらい塾ほか） 

 ○海外短期留学支援制度 

○国際姉妹都市交流事業 

○教育みらい塾により提案さ 

れたプログラム件数３件 
・Ｈ２６年（ － ） 

○海外短期留学支援制度によ 

 り留学した学生数年間１名 
・Ｈ２６年（ － ） 

○国際姉妹都市交流事業に参 

加する学生数年間１５名 
・Ｈ２６年（ １２人 ） 
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戦略目標Ⅳ  

安心なくらしを守り、地域をつなぐ三好 
   

●数値目標 

指 標 数値目標 

市民が地域で生活する上での満足度 ８０％以上 

市民協働のまちづくりが出来ていると答えた割合 ８０％以上 
   

●基本的方向 

    高齢化社会に対応する地域包括ケアシステムの構築と高齢者の活躍の場づくりな 

どを通して意欲的に活躍するアクティブシニアを増やす。また、市民や多様な団体が 

主体的に地域づくりを考える対話の場づくりを進めるとともに、地区自治会組織や人 

材の育成の強化を行う。 
 

  ●具体的な施策と重要業績評価指標 

具体的な施策・事業 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

◇安心して暮らせる元気な地域づくり 

  市民が主体となった持続可能なまちづくりの推

進、地域包括ケアシステムや防災システムなどの充

実により、安心して暮らせる地域づくりを実現す

る。 

（具体的事業） 

 ○住民による地域将来ビジョン策定（再掲） 

 ○生涯活躍のまち構想（再掲） 

 ○健幸づくり支援事業 

 ○元気なまちづくり支援事業 

 ○有害鳥獣捕獲報償金事業 

○市民や団体より活力ある地 

域づくり提案件数年間６件 
・Ｈ２６年（ ６件 ） 

○市民の住（生活）環境に対 

する満足度８０％以上 
・Ｈ２６年（ ７５％ ） 

○健康状態が良いと答えた市 

民の割合８５％以上 
・Ｈ２６年（ ８０％ ） 

◇地域づくりをサポートする人材の育成 

  集落の地域力維持・強化を図るために、地域内外

の人材を積極的に活用し地域社会へ貢献する担い

手となる人材の育成と確保に取り組む。 

（具体的事業） 

 ○集落支援員事業 

 ○地域おこし協力隊事業（再掲） 

○集落支援包括事業（先行型） 

○地域づくりをサポートする 

人材が市民と連携して実施 

するプログラム数年間延べ 

１０件 
・Ｈ２６年（ ３件 ） 

○集落支援包括事業メニュー

活用件数年間２２０件 
・Ｈ２６年（ ２１８人 ） 

◇地域をつなぐシステムづくり 

  山間部の不便な地域や交通弱者などに対して、地

域をつなぐシステムづくりを進め住み良いまちを 

実現する。 

（具体的事業） 

 ○地方バス運行補助金交付事業 

○市営バス運行事業（先行型） 

 ○辺地地区等タクシー利用者助成事業（先行型） 

○市営バス（西祖谷路線）年 

 間乗客数３，０００人を維 

持（先行型） 

・Ｈ２６年（ ３，４１９人 ） 

○辺地タクシー述べ利用者数 

年間３７０人 
・Ｈ２６年（ ３５８人 ） 
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戦略目標Ⅴ  

未来に「ツケ」を残さない三好 
   

●数値目標 

指 標 数値目標 

公共施設マネージメント※への市民容認度 ８０％以上 

  ※市が保有する公共施設を長期的にわたり安全・安心に提供するため、効果的かつ効率的に 

企画・管理・運用していく取り組み。 
 

  ●基本的方向 

    公共施設のデータを整理した現状を踏まえ、公共施設マネージメントの将来的な 

   方向性などを示した公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の適正化を進める。 

 また、施設の用途別の課題を整理し「活用」「質」「量」など視点から全体量の圧縮、 

長寿命化など効率的、効果的な施設の維持、管理、運営を図る。 
      

  ●具体的な施策と重要業績評価指標 

具体的な施策・事業 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

◇公共施設データベースの構築 

  公共施設やインフラの老朽化の程度を、減価償却

率などにより正確かつ客観的に把握できる「固定資

産管理システム」を完全導入する。 

（具体的事業） 

 ○固定資産管理システム整備事業 
 

○公共施設等総合管理計画に 

基づき公共施設の総延床面 

積を平成２７年度より５年 

間で８％削減 

◇公共施設等総合管理計画に基づく再配置計画の 

策定 

  公共施設等総合管理計画に基づき、機能や品質、

利用状況、運営状況などから全施設を総合的に評価

するとともに、市民のニーズを把握したうえで施設

類型ごとに管理計画を策定する。 

（具体的事業） 

 ○公共施設等総合管理計画策定事業 

◇公共施設の長寿命化の推進 

  市民の安全・安心を確保し、公共施設のトータル

コストの縮減や予算の平準化を図るため、戦略的な

維持管理・更新などを推進する。 

（具体的事業） 

 ○公共施設長寿命化計画策定事業 

（公営住宅、橋梁ほか） 

○計画に基づく維持修繕率 

１００％ 
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