基本構想
1
2
3
4

基本理念
徳之島町の目指す将来像
将来の人口
施策の大綱（基本目標）
基本目標 1

人と資源を融合させ、活気あふれるまちづくり

基本目標 2

心の通い合う健康と福祉の元気なまちづくり

基本目標 3

豊かな自然と安全安心な生活が調和する環境社会づくり

基本目標 4

誰もが快適に暮らし続けられる、人に優しいまちづくり

基本目標 5

思いやりと文化を育む人間性豊かなひとづくり

基本目標 6

みんなが主役、協働で展開する結いのまちづくり
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Tokunoshima town Master Plan

徳之島町総合計画

人と自然が輝き みんなで紡ぐ きらめきのまち

基本構想

１ 基本理念
町民と行政との協働により、まちづくりを進めるために定めるものです。
美しい自然風景と肥沃な耕地に支えられた本町は、温もりのある町民性を醸成し、
心の豊かさや環境が重視される昨今、豊かな自然や、先人の創り上げてきた文化・
歴史を次世代に残していくことが大きな使命であります。

基本理念

独自の文化と風土をこれまで築き上げてきました。

基本構想

基本構想は、徳之島町の概ね 10 年後の将来像を想い描き、その実現に向かって、

地方分権が進展する中、後世に誇れる郷土を引き継ぐため、本町が有する自然、
りの姿だといえます。
一人ひとりが主役となり、豊かな自然を守り育て、安全で快適な生活環境を形成
個性と創造力を発揮し、人と自然と産業が共生する躍動感あふれる徳之島町を目指
し、「町民総参加で、みんなの知恵と力で、未来へ紡ぐ健やかまちづくり」を基本
理念に町の発展を創造します。

施策の大綱

癒 し
快 適

交 流

共生・協働

町民総参加で、
みんなの知恵と
力で、未来へ紡ぐ
健やかまちづくり

定 住

将来の人口

するとともに、学び、住み、働き、集うすべての人が自助・共助・公助のなかで、

徳之島町の
目指す将来像

文化・歴史、産業基盤等を生かした特色あるまちづくりこそ、目指すべきまちづく

安全・安心

健 康
賑わい
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基本構想

2 徳之島町の目指す将来像
基本構想

本町は、昭和 60 年に恵まれた自然と人情豊かな環境のもとで、健康をたかめ、
産業をおこし、活力にみちた地域づくりに努め、健康と長寿のまちづくりを目指す
として、「健康のまち宣言」を行いました。

基本理念

また、平成 22 年には、先人が残してくれた「固有のすばらしい自然」と「きむぎゅ
らさ（心美しさ）」を次世代に引き継ぐとして「人と環境にやさしいまちづくり宣言」
を行っています。

徳之島町の
目指す将来像

これまでの様々な取り組み等を引き続き実践するものとし、「第 5 次徳之島町総
合計画」は、まち全体の更なる均衡ある発展を目指すことを目的に、今後 10 年間
の目指すべき将来像を『人と自然が輝き みんなで紡ぐ きらめきのまち』とします。

将来の人口

また、町民の発想や自主的な取り組みが地域を支えるという自治意識の高まりや、
厳しい財政状況など、年々状況変化等を勘案する中で、町民一人ひとりが「住んで
良かった」「いつまでも住み続けたい」と思えるまちとなるよう、今後 10 年間のま

施策の大綱

ちづくりを進めていきます。

協働と自律

人と自然が輝き みんなで紡ぐ きらめきのまち
−固有の資産を次世代に紡ぐ夢づくり−

潤いと活力

16

健やか人づくり

Tokunoshima town Master Plan

徳之島町総合計画

人と自然が輝き みんなで紡ぐ きらめきのまち

基本構想

3 将来の人口
全国的な現象である少子化も影響し、今後も減少傾向が続くものと予想されます。
計画最終年次である平成 33 年には１万人を割るものと予測されますが、様々な

基本理念

施策を講じ、1 万人の維持に努めます。

基本構想

本町の人口は、昭和 30 年以降、高度経済成長期の都会への人口流出や、近年の

10,000人

徳之島町の
目指す将来像

計画最終年次
（平成33年）
における人口

将来の人口

年少人口
（15歳未満）

生産人口
（15〜64歳）

高齢人口
（65歳以上）

25,000

高齢化率
33.9%

29.8%
20,000
25 .0%

26.4%

30.0%

27.7%

25.0%

22.8%
15,000

13,640
3,111

13,126
3,285

10,000
7,603
5,000

7,364

12,881
3,396

7,236

20.0%
11,770
3,255

6,647

10,941
3,263

6,067

9,852
3,341

5,240

2,926

2,477

2,249

1,868

1,611

1,271

平成7年

平成12年

平成17年

平成24年

平成28年

平成33年

0

35.0%

15.0%
10.0%

5.0%

0.0%
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施策の大綱

【センサス変化率法による試算】

基本構想

4 施策の大綱（基本目標）
基本構想

本町の目指す将来像「人と自然が輝き

みんなで紡ぐ

きらめきのまち

－固有

の資産を次世代に紡ぐ夢づくり－」の実現に向け、次のとおり「施策の大綱」を掲げ、
総合的・計画的なまちづくりを展開します。

基本理念

基 本 目 標

将来像

基本目標１

将来の人口
施策の大綱

人と自然が輝き みんなで紡ぐ きらめきのまち

徳之島町の
目指す将来像

人と資源を融合させ、活気あふれるまちづくり

◆農業の振興

◆林業の振興

◆観光の振興

◆新たな産業創出と雇用の確保

基本目標２

◆水産業の振興

心の通い合う健康と福祉の元気なまちづくり

◆健康・医療の充実

◆高齢者福祉の充実

◆子育て支援・児童福祉の充実

基本目標３

豊かな自然と安全安心な生活が調和する環境社会づくり

◆交通安全の推進

◆循環型社会の推進 ◆地域防災の充実

◆消防・救急の充実

◆防犯体制の充実

誰もが快適に暮らし続けられる、人に優しいまちづくり

◆計画的な土地利用の推進
◆住環境の充実

◆道路・交通網の整備・充実

◆公園緑地の整備

◆上下水道の整備

◆地域情報化の推進
基本目標５

思いやりと文化を育む人間性豊かなひとづくり

◆幼児教育の充実

◆学校教育の充実

◆生涯学習・生涯スポーツ活動の振興

基本目標６

◆青少年健全育成の推進
◆郷土文化の継承・活用

みんなが主役、協働で展開する結いのまちづくり

◆地方自治、地域コミュニティ形成の推進
◆広域連携の推進

1

◆障がい者福祉の充実

◆地域福祉の充実

◆自然環境・生態系の保護・保全

基本目標４

◆商業の振興

◆行財政運営の効率化

◆男女共同参画社会の推進

Tokunoshima town Master Plan

徳之島町総合計画

人と自然が輝き みんなで紡ぐ きらめきのまち

基本目標 1

人と資源を融合させ、活気あふれるまちづくり

発展し、地域全体の自立性を高めることが必要不可欠です。
産業活動の振興を推進することにより、所得向上と雇用創出が図られ、地域の活力を生み
出します。
就業・雇用機会の確保のため、新たな産業の創出・育成を図りながら、地域産業全体の総合
力を高め、自立的に発展する地域の実現を目指します。

大による品質向上を図ります。

◆ 農業の振興

畜産については、コントラクター、ＴＭ

んがい施設整備など、生産基盤の充実や品

Ｒ構想の実現を目指し、肉用牛の低コスト

質向上、さらには有害鳥獣対策等を図り、

生産による群島内の拠点化を図り、飼養頭

収益性を高め、魅力ある農業を目指します。

数の増頭を目指します。

ともに、環境保全型農業を推進します。

◆ 林業の振興

さとうきびについては、ハーベスター集

林業については、森林の公益的機能に配

団による植え付けから栽培管理、収穫まで

慮し、間伐によるかん養林の育成・保護を

の一貫体系での機械化を促進します。

図るとともに、里山林の機能回復を目指し

また、園芸・果樹においては、高付加価
値作物など新規作物の導入、施設園芸の拡

肉用牛共進会

ます。また、松害虫防除対策を徹底し、森
林保全を強化します。

山集落共有林
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施策の大綱

担い手や新規参入者の育成支援を図ると

将来の人口

基幹産業である農業については、畑地か

徳之島町の
目指す将来像

基本目標達成に向けた主要施策

基本理念

このことから、産業を原動力とした地場産業の振興を図るとともに、若者をはじめとする

基本構想

地域の活性化には、農業・林業・水産業・商業・工業・観光業などの産業がバランスよく

基本構想
施策の大綱（基本目標）

◆ 観光の振興

◆ 水産業の振興

基本構想

水産業については、安定的な供給体制の

南国の特性を生かし、見る観光から体

確立を目指すとともに、魚介類の加工販売

験・体感する観光への転換、奄美広域での

施設や大型製氷・貯氷施設の整備など、規

取り組みにこうした長期滞在型の観光を推

模拡大等による一層の経営安定を図りま

進します。また、観光施設の整備等を順次

す。

行うとともに、広域的な連携による観光メ

また、水産資源の維持・増殖のため、魚

ニューの開発に取り組みます。

基本理念

礁設置や稚魚・稚貝放流を推進します。

徳之島町の
目指す将来像

将来の人口

とくのしま漁協

トライアスロン

◆ 新たな産業創出と雇用の確保

施策の大綱

◆ 商業の振興
多様化する消費者ニーズや経済社会の情

農産品の付加価値化を行う総合食品加工

勢を踏まえながら、魅力ある商業空間づく

センターを生かし、６次産業化による新た

りを推進するとともに、地域産物を生かし

な産業創出や医療福祉施設の整備による雇

た商品開発やブランドづくり、地産地消を

用の拡充を図ります。
既存の産業振興はもとより、新たな企業

推進します。

の誘致や育成を図り、年代を問わず様々な
町民の就労機会の確保に努めます。

農業祭

20

町総合食品加工センター「美農里館」
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徳之島町総合計画

人と自然が輝き みんなで紡ぐ きらめきのまち

基本目標 2

心の通い合う健康と福祉の元気なまちづくり

に向けた施策の充実が求められています。
子どもから高齢者、障がい者を含むすべての人が、住み慣れた地域で健康かつ安心して暮
らせる社会の実現に向け、町民ニーズに応じたサービス提供体制の構築、子育て支援の充実
健康づくりの実践や適切な医療サービスの確保など、誰もが健やかに暮らせるまちづくりを
目指します。

◆ 健康・医療の充実
特定健康診査など各種検診の受診率向上と

実、中山間地など地域の実情を踏まえたへ
き地医療の充実に努めます。

健康相談の充実を図るとともに、町民の健
康な体づくり、生活習慣病予防対策、食育
めます。
また、乳幼児と母親の健康保持を目的に
母子保健の充実に努めます。
さらには、町民がいつでも安心して必要
な医療を受けられる環境を整えるため、行
政、民間病院、各種団体等と連携を図り、
地域医療体制の充実を目指します。

高齢者が地域社会の中で自らの経験と知
恵を生かし、地域社会の担い手として、積
極的な役割が果たしていけるよう老人クラ
ブの育成・指導、世代間交流や雇用の促進
を支援し、高齢者の社会参加の促進を図り
ます。
また、介護予防対策については、高齢者
が安心して在宅での生活が続けられるよ
う、予防給付と地域支援事業の充実に努め
ます。
◆ 障がい者福祉の充実
障がい者及び障がい児が有する能力及び
適性に応じ、自立した日常生活、社会生活
を営むことができるよう、相談支援事業・
日常生活用具支援事業・移動支援事業・地
域活動支援センター機能強化事業等の地域
生活支援事業の充実を図ります。

Tokunoshima town Master Plan 21

施策の大綱

の推進など、一人ひとりの健康づくりに努

◆ 高齢者福祉の充実

将来の人口

町民が健康で安心して暮らせるように、

広域消防に対応した救急医療体制の充

徳之島町の
目指す将来像

基本目標達成に向けた主要施策

基本理念

や安心して子どもを産み育てることができる環境づくり、さらには、一人ひとりの自主的な

基本構想

福祉や健康、医療へのニーズは多様化、高度化しており、安心して暮らせる保健福祉社会

基本構想
施策の大綱（基本目標）

また、障がいに対する正しい理解や認識
を促す啓発活動の推進にも努めます。

基本構想

◆ 子育て支援・児童福祉の充実
女性の社会進出や就労形態の多様化によ
る保育所利用ニーズの多様化に応じ、延長
保育事業・障がい児保育事業・一時保育事

基本理念

業等の特別保育事業の促進や放課後児童健
全育成の促進等、保育サービスの充実に努
めます。
また、「ファミリーサポートセンター事

徳之島町の
目指す将来像

業」や「地域子育て支援拠点事業」等地域
における子育て支援事業の充実を図る等
子育て家庭が安心して子どもを産み育てら

将来の人口

れる環境づくりを推進します。
◆ 地域福祉の充実
住み慣れた地域において、町民が互いに

施策の大綱

支え合い助け合い、温もりのあるまちを築
いていくため、地域包括支援センター機能
強化を図るとともに、社会福祉協議会の地
域福祉ネットワーク「きゅううがめら活動」
と連携して地域福祉アドバイザーの整備な
ど、地域福祉推進体制の充実を図ります。
地域ぐるみによる福祉活動やボランティ
ア活動の育成支援など、地域福祉の環境基
盤強化に努めます。

郷土料理教室
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徳之島町総合計画

人と自然が輝き みんなで紡ぐ きらめきのまち

基本目標 3

豊かな自然と安全安心な生活が調和する環境社会づくり

卵や希少動植物であるアマミノクロウサギやトクノシマテンナンショウ等が生息するなど、
豊かな自然環境に恵まれているとともに、奄美固有の地域資源や文化を有しています。
また、環境省と林野庁は、奄美・琉球諸島を世界遺産の登録基準を満たす可能性が高い地
とりの環境意識の高揚を図るなど、人と自然が共生するまちづくりや世界自然遺産登録に向
けた取り組みが必要です。

基本理念

域として選定しました。この後、豊かな自然環境に配慮し、絶滅危惧種の保護や町民一人ひ

基本構想

本町は、広大な耕地風景や、砂浜とリーフに囲まれた海岸線をはじめとし、ウミガメの産

さらには、生活環境の向上を図るため、廃棄物対策の強化に努めるとともに、交通安全対

基本目標達成に向けた主要施策
◆ 循環型社会の推進
将来にわたり、持続可能な循環型社会の

源かん養や環境保全林の育成、水質保全や

構築を目指すため、ごみの分別や減量化を

里山整備、また、美しい海岸線の保全や多

徹底するなど、リサイクル活動の推進に努

種多様な生態系の維持保全など、自然環境

めます。

の保全に努めます。

また、限りある資源の有効活用を図り、

産業活動に伴う環境への影響や日常生活

二酸化炭素排出量の少ない地球にやさしい

から生じる生活環境被害を防ぐとともに、

生活スタイルについて、町民一人ひとりの

子どもたちへの環境教育や町民及び事業所

意識の高揚を図り、自発的な環境保全活動

等への環境保全意識の啓発を進めるなど、

を積極的に促進します。

総合的な環境保全政策を進め、限りある自然

地域新エネルギービジョンに基づき、太

環境を次世代に引き継ぐとともに、世界自

陽光発電やバイオマスなどの再生可能エネ

然遺産登録に向けた取り組みを推進します。

ルギーの活用を推進し、地球温暖化防止へ
の寄与に努めます。
◆ 地域防災の充実
地域の中で安心して暮らすことができる
ように、災害予防や災害時における初動体
制の整備など、災害に強いまちづくりを推

◆ 循環型社会の推進
畦プリンスビーチ

進するとともに、地域防災計画やハザード
マップの見直しなど行い、避難経路、救援

Tokunoshima town Master Plan 23

施策の大綱

豊かな自然を次世代へ継承するため、水

将来の人口

◆ 自然環境・生態系の保護・保全

徳之島町の
目指す将来像

策、消防・救急、地域防災、防犯などの充実による安全で安心なまちづくりを目指します。

基本構想
施策の大綱（基本目標）

体制の充実に努めます。
また、防災情報施設の整備により、防災
情報の提供や意識啓発、地域の防災活動の
基本構想

支援など、地域防災の推進を図ります。
◆ 交通安全の推進
人命尊重の理念に基づき、交通事故を未

基本理念

然に防止するとともに、安全で快適な生活
を確保するため、ガードレールやカーブミ
ラーなど交通安全施設の整備を推進しま
す。

徳之島町の
目指す将来像

また、警察や交通安全協会、関係団体と

町消防団

◆ 防犯体制の充実

将来の人口

の連携により、交通安全運動や交通安全教

関係機関及び地域社会の協力体制による

育など取り組みを推進し、交通道徳意識の

犯罪の未然防止を推進するとともに、町民

高揚を図ります。

への防犯意識の啓発や、地域における防犯
活動を支援します。
また、安全な地域環境を確保するため、
防犯灯の設置や防犯情報の提供、登下校時

施策の大綱

の子どもの安全対策、抑止力の強化など地
域における防犯力の強化に努めます。

地域安全運動出発式

◆ 消防・救急の充実
町民の生命と財産を守るため、地域の消
防団との連携のもと、非常時に対応できる
人員の確保、機材の充実など消防体制の充
実強化を図ります。
救急体制については、地域医療との密接
な連携や町民の自主的救護能力の向上を図
り、適切な救急搬送や救命率の向上に努め
ます。
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徳之島町総合計画

人と自然が輝き みんなで紡ぐ きらめきのまち

基本目標 4

誰もが快適に暮らし続けられる、人に優しいまちづくり

域経済状況に対応しつつ、暮らしやすさの向上などを図る必要があります。
したがって、地域の活性化はもとより、個々の生活の快適性や安全性・潤いを確保するた
め、道路交通基盤や公園、上下水道などの都市基盤の整備を計画的な土地利用の方針に基づ
さらには、町民の安全性や利便性を高め、良好な街なみの形成を図るために、住環境や自
然環境への配慮や地域性に応じた施策の展開を進め、優しいまちづくりを目指します。

◆ 計画的な土地利用の推進

また、市街地内においては、都市計画の
変更見直しを踏まえた道路網の構築を目指

土地利用、農産物の生産基盤である農業的

し、日常生活に密着した道路の整備や生活

土地利用及び自然環境を保全する自然的土

道路の安全性と快適性の向上に努めます。

地利用の３つの土地の調和を図りながら、

公共交通機関については、利用向上につ
ながるよう、運行路線及び運行時間の変更

画的な土地利用を推進します。

を図るとともに、利用率の特に低い路線に
ついては、今後デマンドバスや乗合タク
シーの導入を検討するなど、地域の実情に
即したきめ細かな交通システムの構築に努
めます。
◆ 住環境の充実
公営住宅については、住宅マスタープラ
ンに基づき、良好で安全・安心な環境の住

畑地帯総合開発地域

◆ 道路・交通網の整備・充実

宅を確保するため、計画的な維持管理に努
めます。
多様化する住宅需要に対応した高齢者用

快適で円滑な道路交通体系の形成を図る

住宅等の施設整備を推進し、民間住宅の質

ため、広域幹線道路については、隣接町と

的向上やバリアフリー化、特に耐震化の促

の広域的な交通ネットワークを構築し、地

進、住宅取得・改善資金制度活用などの情

域間の活性化を図ります。

報提供に努めます。

Tokunoshima town Master Plan 25

施策の大綱

地域の特性を十分に生かした総合的かつ計

将来の人口

町民生活や産業活動の基盤である都市的

徳之島町の
目指す将来像

基本目標達成に向けた主要施策

基本理念

き、進めていきます。

基本構想

少子高齢社会の進展や環境に配慮した生活志向などの時代潮流の変化から、人口減少や地

基本構想
施策の大綱（基本目標）

◆ 公園緑地の整備

◆ 地域情報化の推進

基本構想

生活の潤いと安らぎをあたえ、また災害

地域における情報化を推進するため、関

時においては避難場所としての活用を図る

係機関との連携を深めながら、地域 ICT 基

ため、公園や緑地の総合的な整備・充実に

盤の高度化など情報通信基盤の整備を促進

努めます。

するとともに、誰もが情報化による利便性

誰もが安心して利用できるように、既存
の公園の適正な維持管理に努めます。

を享受できるよう、利活用にかかわる支援
体制の充実を目指します。また、電子自治

基本理念

体の更なる推進に努めます。
◆ 上下水道の整備
水道事業の効率的で健全な運営を図るた
め、平常時はもとより、地震・渇水等の災

徳之島町の
目指す将来像

害時及び事故等の非常時においても給水の
安定性を図るため、水源の確保と生活用水
の安定的な供給と確保に努めます。

将来の人口

なお、水道施設については、水道ビジョ
ンに基づき、計画的な設備更新を進めると
ともに、施設の適切な維持管理に努めます。
また、衛生的で快適な生活環境を確保す

施策の大綱

るとともに、公共用水域の水質保全を図る
必要があります。
下水道については、効率的・効果的に事
業を推進するため、市街地の整備動向との
連携や啓発活動により下水道事業への理解
を深め、下水道接続率の向上に努めるとと
もに、実情に即した計画の見直しも視野に
入れ、公共下水道の計画的な整備を推進し
ます。
なお、公共下水道区域以外については、
合併浄化槽の普及を促します。
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Tokunoshima town Master Plan

徳之島町総合計画

人と自然が輝き みんなで紡ぐ きらめきのまち

基本目標 5

思いやりと文化を育む人間性豊かなひとづくり

命を尊重する心、公共性や規範意識、倫理観や正義感、郷土を愛する心など、価値観を大切
にするとともに、高度情報化や地球環境問題など時代潮流に対応した教育を推進し、人間性
豊かな輝くひとづくりを目指します。
ションに親しみながら触れ合う、誰もが生きがいを享受できる活動の充実を図ります。

◆ 幼児教育の充実
幼児期における教育の重要性を認識し、

◆ 学校教育の充実
ヤンキチシキバンの先人の教えを現在並
びに将来にわたり受け継いで、生きる力を

進するとともに、幼稚園教育要領に基づき、

備えて自己実現が図れる教育を推進しま

幼児教育推進のための指針づくりに取り組

す。

みます。
実に努めます。
幼稚園、保育園、小学校等関連する教育
機関との一貫した教育や相互連携を推進し
ます。

く活躍・貢献できる人物を育成するために、
学力向上のための学校教育の充実に物心両
面からさらに力を入れるとともに、家庭や
地域における教育を積極的に推進します。
なお、学校施設については、児童生徒が
適切な環境で、安心して学校教育を受ける
ことができるように、学校の適正規模に配
慮しながら、計画的な施設の耐震化、改修
改築を推進し、良好な教育環境に努めます。

幼稚園教育の充実（亀津幼稚園）

Tokunoshima town Master Plan 27

施策の大綱

また、幼稚園教育の充実と地域交流の充

国内さらには国際的にも、たくましく広

将来の人口

幼児の発達や生活実態に対応した教育を推

徳之島町の
目指す将来像

基本目標達成に向けた主要施策

基本理念

また、すべての町民が、生涯を通じて風土と歴史に触れ、芸術活動やスポーツ・レクリエー

基本構想

未来を担う子どもたちを育むために、学校と家庭、地域の一体的な連携を深め、人権と生

基本構想
施策の大綱（基本目標）

◆ 青少年の健全育成の推進

◆ 郷土文化の継承・活用

基本構想

青少年の非行を未然に防止し、心身とも

郷土芸能・文化の保存を図るために、郷

に健全で社会性を身につけた、人間性豊か

土芸能教室、島口島唄大会、郷土史講座な

な青少年を育成するため、家庭・学校・地

どを開催、文化財少年団などの支援・育成

域間の連携強化に努めるとともに、地域ぐ

に努めるとともに、伝承文化を守るため住

るみ、町民ぐるみによる青少年の健全育成

民相互の連帯や郷土愛を育み、地域の祭り

を推進します。

や子ども会、老人クラブなどの活動を支援

基本理念

します。
指定文化財の保存・継承に努めるととも
に、歴史・文化の研究を進め、成果を住民
に提供する学習機会づくりを推進します。

徳之島町の
目指す将来像

将来の人口

大島地区ソフトボール大会

施策の大綱

◆ 生涯学習・生涯スポーツ活動の振興
生涯学習センターを中心に、生涯学習の
拠点である図書館や公民館の機能強化を図
ります。
郷土の誇る伝統的な向学心を大切にし、
生涯学習推進体制の円滑な運営を図り、心
豊かな日々を過ごせるよう、社会教育諸条
件の整備充実に努め、自主的学習活動を積
極的に推進します。
誰もが気軽にはじめられる軽スポーツや
ニュースポーツなど、多様なスポーツ事業
や情報の提供に努めるとともに、生涯学習
と連動したボランテイアや地域づくりグ
ループの活動を支援します。

28

手々もちたぼり

Tokunoshima town Master Plan

徳之島町総合計画

人と自然が輝き みんなで紡ぐ きらめきのまち

基本目標 ６

みんなが主役、協働で展開する結いのまちづくり

くりを推進します。
具体的には、町民一人ひとりが、自らまちづくりの主役となる社会の実現に向け、より広
範な情報公開を図り、町民誰もがまちづくりに参画しやすい環境を整備するとともに、健全
また、厳しい財政状況の中で、更なる行財政改革を推進し、自立性の高い健全な行財政運
営の構築を目指します。

◆ 地方自治、コミュニティ形成の推進

的な財政運営を図ります。

地域固有の文化等を保持しつつ、町民のラ
イフスタイルに即したコミュニティ組織の
充実、強化に努めます。
に向けた支援を積極的に推進します。

生活や経済活動の領域がますます拡大す
る中、産業振興を含め経済活動や町民生活
での結びつきの強い近隣市町村と連携し、

また、町民と行政が一体となった協働に

お互いの社会資本などのストックや地域資

よるまちづくりが求められていることか

源を有機的に活用するなど、連携・協力を

ら、町民、事業者、行政の役割分担を明確

進め、広域的な視点にたった行政運営に努

にし、参画の機会の拡充を図ります。

めます。

ＮＰＯ法人やボランティア団体など、自
主的活動の育成・支援に努めます。
◆ 行財政運営の効率化
時代潮流や町民ニーズにあわせた様々な
行政課題に対し、行政サービスの充実・向
上を図るため、効率的・効果的な行政運営
を展開します。また、時代に即した人材の
育成や職員の資質向上、定員管理、給与の
適正化に努めます。
財政面においては、将来にわたる財政需
要予測のもと、中長期的な展望に立ち、財

手作り弁当の日

Tokunoshima town Master Plan 29

施策の大綱

学習や交流機会の充実、リーダーの育成

◆ 広域連携の推進

将来の人口

地域コミュニティ活動を促進するため、

源の確保と効率的運用に努め、健全で計画

徳之島町の
目指す将来像

基本目標達成に向けた主要施策

基本理念

な共生協働の関係を構築します。

基本構想

地方分権の進展が加速する中、地域課題を共通認識し、「町民が主役」の特色あるまちづ

基本構想
施策の大綱（基本目標）

◆ 男女共同参画社会の推進
活力ある心豊かな地域社会を創造してい
くためにも、男性・女性が対等な関係であ
基本構想

らゆる分野に参画でき、共に責任を分かち
合う男女共同参画社会の実現に努めます。
町民の男女共同参画意識の醸成に努める
とともに、適切な情報の提供や啓発活動、

基本理念

学習支援に取り組みます。

徳之島町の
目指す将来像

将来の人口
施策の大綱

亀津浜おどり

30

