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５つの重点目標に向けた取り組み（主な事業）

Ⅰ 高齢化社会に対応する取り組み

高齢化が猛スピードで進展する本市の現実をしっかりと受け止め、高齢者の皆様

が現役を退いた後も「長生きして良かった」と思える仕組みづくりを全国の自治体に

先駆けて挑戦します。

主な事業

継続 緊急通報・見守り（安否確認）サービス事業 ８９３万４千円

市では従来の緊急通報システムに加え、光ファイバー網を活用した新しい見守り（安

否確認）サービスを平成２１年度から運用開始しました（65歳以上の独り暮らし世帯を対

象 。利用者の増加に伴い、委託料が増額となっています （前年度当初４７２万９千円）） 。

見守りサービスのイメージ

コールセンター 利用者宅・緊急通報

・相談等の通報

・安否確認サービス

・誕生日コール

音声告知

・安否送信機による

ビス見守りサー

端末機本体・訪問依頼 など

＋ご家族・協力者など

安否送信機

ペンダント型

送受信機
・訪問確認

・定期訪問

＊見守り（安否確認）サービス

利用者宅の居間や寝室など数箇所に人の動きを感知するセンサーを設置し、一定時間

室内に人の動きがない場合、自動でコールセンターに通報、利用者宅に電話して安否の

確認を行うものです。また、応答がない場合、事前登録したご家族や地域の協力者に連

絡し、直接確認に伺うことになっています （委託先のコールセンターが１月脇町に開所 ）。 。

（高齢・介護保険課 ℡52-5605）
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継続 高齢者地域支援事業 ８,３０７万８千円

介護保険特別会計で高齢者地域支援事業を実施します。

〔介護予防事業〕

・通所型介護予防事業 １,６６０万５千円

（運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上プログラ

ムをデイサービスなどで実施。自立した生活の確立

と自己実現を支援）

・地域介護予防活動支援事業 ８９８万４千円

（介護予防に関する講演会、介護予防サポーターの育成、ふれあいいきいきサロ

ン等に対する活動支援）

・特定高齢者把握事業 ２２５万円 ほか

（要介護状態となるおそれの高い６５歳以上の特定高齢者を検診等により把握）

〔包括的支援・任意事業〕

・地域自立生活支援事業（配食サービス） １,５７８万円

・認知症高齢者見守り事業 ４９０万９千円

（小地域ネットワーク活動の立ち上げ等）

・家族介護継続支援事業 ３７５万円 ほか

（高齢・介護保険課 ℡52-5605）

継続 災害時要援護者台帳システムへの登載推進 30万円

平成21年度から始めた「手上げ方式」に加え、平成22年度からは対象者にダイレクト

メールを送付し台帳登載への「同意」を得られるよう取り組みます。

（市内全域の要援護者台帳を平成23年度までに完成させます。これにより、災害発生

時の高齢者等要援護者の安否確認と避難支援の迅速化が図られます ）。

（ ）生活福祉課 ℡52-5604

○「地域介護･福祉空間整備等施設整備交付金」を活用した事業をすすめます。

現在交付金を活用して「渕名老人憩いの家」にトレーニング器具などを備え、介護予

防や世代間交流のできる施設に改修する事業をすすめています。

今後も、休校校舎などを活用し、高齢者の皆様が安心して暮らせる地域づくりをめざ

した取り組みをすすめます。
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Ⅱ 情報通信技術の更なる活用

本市が設置している光ファイバー網を活用して、医療や一人暮らし世帯の見守りの

ほか、特色ある教育の展開や行政のオンライン化など、わたしたちの日常生活を支

える道具として更に活用できるようなシステムを開発します。

主な事業

継続 緊急通報・見守り（安否確認）サービス事業（再掲） ８９３万４千円

新規 ケーブルテレビ自主放送番組開設事業 １,１２４万２千円

市からのお知らせや各地域の身近な話題などを伝えるため、ケーブルテレビの自主放

送チャンネルを開設します。このため、番組作成や議会中継などの番組送出を専門業者

。 （ ）に委託します 情報電算課 ℡52-8007

○平成２１年度から次の事業に取り組んでいます。

「健康・安全・安心」支援事業（7,203万6千円）

美馬市情報通信基盤とコールセンターを利活用し、市民モニターの体重・体脂肪・血

圧・尿糖値などを測定・収集・分析・保存して医師や保健師などに還元するシステムと、

多機能テレビ電話を利用した見守り(安否確認)サービスの強化、遠隔医療の基盤づくりの

実証実験を実施します。

美馬市役所

対象者の家族

対象者宅

コールセンター

美馬市情報通信基盤（光ファイバー網）

診療所など

安否センサー、バイタル機器

テレビ電話システム

音声告知放送端末

仮想専用線

中核病院

協力員

美馬市役所

対象者の家族

対象者宅

コールセンター

美馬市情報通信基盤（光ファイバー網）

診療所など

安否センサー、バイタル機器

テレビ電話システム

音声告知放送端末

仮想専用線

中核病院

協力員

対象者宅

コールセンター

美馬市情報通信基盤（光ファイバー網）

診療所など

安否センサー、バイタル機器

テレビ電話システム

音声告知放送端末

テレビ電話システム

音声告知放送端末

仮想専用線

中核病院

協力員
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Ⅲ 地域と一体となった教育環境の整備

地域の皆様とともに、次代を担う子どもたちが安心して学び、健やかに育つことが

できる教育環境の整備をすすめます。

主な事業

継続 プラスワンスクールステップアップ推進事業 1,250万円

豊かな人間性をはぐくみ、地域と一体となった特色ある学校づくりをすすめるため、次

の学校でプラスワンスクールステップアップ事業を実施します。

プラスワンステップアップ事業実施予定校

○江原南・穴吹・脇町小学校…ひびけ「みまっこ合唱団」

～美馬市民の和・輪・環！心をつなごう歌声で～

○江原北小学校…江北っ子の地域おこし大作戦～ふるさと再発見地域の情報発信～

○重清西小学校…見つめようふるさと！描こう未来

～「水辺の楽校」で遊ぶ・調べる・創る～

○木屋平小学校…すてき！こやだいＬａｖｅ Ｌａｎｄ

～自然・人・文化をつなぎ、ふるさととともに輝き続ける木屋平っこ～

○穴吹中学校…穴吹の未来を支える「人間力」あふれるまちづくり

～穴中新聞を通してまちの活性化を図る～

（教育総務課 ℡63-2540）

新規 外国語活動支援員 720万円

学習指導要領の改訂により平成２３年度から小

学校で外国語活動が必修化されます。

そこで、市では独自に外国語活動支援員２名

を採用し、市内全小学校での外国語活動の支

援を始めます。
（教育総務課 ℡63-2540）

新規 小学校社会科副読本作製事業 191万5千円

小学校社会科副読本「わたしたちの市 美馬」に最新の情報を盛り込み、新たに作製

します。 （教育総務課 ℡63-2540）

継続 みまっこ健全育成事業 347万円

青少年の健全育成を図るため、児童・生徒の各種大会への出場助成を行うとともに、

教育やスポーツ、文化活動などで活躍した児童・生徒を表彰します。また、市関係の

、 。 （ ）高校生 大学生等についても顕彰を実施します 教育総務課 ℡63-2540
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継続 適応指導教室事業 219万７千円

市内に在籍する不登校児童・生徒の自立と学校復帰を支援するため、適応指導教室

（ ） 、 、を切久保小学校 休校中 に設置し 不登校児童・生徒の通室指導を実施するとともに

。（ ）教室に通えない児童・生徒の家庭訪問などの活動を展開します 教育総務課 ℡63-2540

継続 放課後児童健全育成事業 １,０１２万2千円

保護者が昼間労働等により家庭にいない児童たちに、遊びや生活の場を提供し、その

健全な育成を図る事業です。脇町児童クラブ、脇町第二児童クラブ、なか よし児童クラ

。 （ ）ブの３か所で展開します 子どもすこやか課 ℡52-5606

継続 放課後子どもプラン事業 1,225万９千円

、学校施設等を活動拠点に安全な子どもの居場所づくりと地域住民との交流を図るもので

平成２２年度には１８教室を展開します。 （生涯学習課 ℡63-2177）

継続 学校支援地域本部事業 179万2千円

地域の人々が持つ得意分野を活かし、授業の手助けを行うボランティア組織を設置し、

。（ ） （ ）地域全体で学校教育を支援します 穴吹中学校区で実施 生涯学習課 ℡63-2177

継続 地域ぐるみの学校安全体制推進事業 25万4千円

学校や通学路の子どもの安全確保を図るため、地域学校安全指導員（スクールガード

） 。 （ ）・リーダー による巡回指導と評価などを行います 生涯学習課 ℡63-2177

○次の「美馬市版『スクール・ニューディール』事業」について、平成２２年度の早期

に完了できるよう取り組みをすすめています。

学校施設耐震補強事業●

（ほぼ全小・中学校の耐震化が完了 ）。

学校施設太陽光発電設置事業●

（全ての基幹小・中学校に太陽光発電設備を設置 ）。

学校ＩＣＴ環境整備事業●

（市内全小中学校にデジタルテレビ（受信システム含む）を整備、市内全小学校にコン

ピューター（ＬＡＮ含む）を整備 ）。

中学校武道場整備事業●

（脇町中学校および江原中学校に武道場を整備 （脇町中学校は卓球場併設 ）。 ）
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Ⅳ 環境にやさしい社会づくりの推進

人と自然の共生を図るため、ごみ減量化、分別の推進、リサイクルによる再資源

化など環境負荷の軽減に努めるとともに、負の遺産である拝原処分場についても適

正に事業をすすめます。

主な事業

継続 民間施設省エネ・グリーン化推進補助事業 １,２００万円

国の平成２１年度第１次補正予算により県に造成された地

域グリーンニューディール基金を活用し、太陽光発電、エ

コキュート等の複合的活用に対して補助（５０万円×２４戸）

を行います。

（ ）環境衛生課 ℡52-8020

新規 環境推進モデル事業 １80万円

空き缶などの資源ゴミ持ち去り防止、ごみ減量化、ごみの

再資源化のため、美馬・脇町・穴吹の各庁舎へ資源ごみ回

収箱を設置します。また、休日夜間に美馬・脇町・穴吹地区

を巡回し、資源ごみの回収を行います。

（環境衛生課 ℡52-8020）

継続 循環型社会形成推進事業（負担金） 2,237万3千円

平成２１年度に引き続き、美馬環境整備組合が実施する拝原最終処分場適正処理事業

に係る生活環境影響調査（環境アセスメント）及び測量・調査等に対する負担金です。

（ ）拝原最終処分場担当 ℡52-5620
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Ⅴ 地域の観光振興と国際交流の推進

本市の豊かな自然や観光資源を活用したイベント等を更に充実させるとともに、グ

ローバル時代に対応するために中国大理市など本市と文化的背景の似通った地域と

の国際交流をすすめます。

主な事業

新規 中国・大理市との友好都市提携事業 ２３０万円

本市と中国雲南省大理市両市民の相互理解を深め、

両市の友好関係と協力を一層発展させるため、大理市

から訪問団を招き「友好都市協定書」の調印式を行い

ます。

また、調印式には友好都市である兵庫県洲本市およ

び北海道新ひだか町からも訪問団を招き、友好関係を

▲昨年11月大理市・段市長と友好深めます。
都市関係意向書を取り交わしました（秘書広報課 ℡52-8006）

新規 第2回パラグライディングアジア選手権開催支援事業 50万円

平成２２年５月１日から９日に四国三郎の郷ほかで開催される「第２回パラグライディング

アジア選手権」の開催を支援します。また、選手権にあわせて「にし阿波アウトドアフェ

スタ」を開催します。

○にし阿波アウトドアフェスタ

本市は三好市・つるぎ町・東みよし町とともに「 」に指定され、にし阿波観光圏

豊かな自然を背景に観光促進活動に取り組んでいます。そこで、平成２２年度は

「第１回にし阿波アウトドアフェスタ」を開催 「自然の宝、

庫、アウトドアのふるさと」として滞在型観光資源を全国

や海外にアピールすることをめざします。

・５月1日 前夜祭

・５月2日 吉野川竹筏下りレース

自転車王国徳島ｉｎにし阿波

にし阿波パークゴルフ交流会

・(期日未定) にし阿波アウトドアフォーラム

（ ）商工観光課 ℡52-2644
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その他の新規・拡充事業

継続 自治会共創・協働まちづくり事業 ８７５万円

平成１９年度から実施している「自治会共創と協働モデル」事業を継続し、２つ以上の

自治会が連携した広域的な組織によるまちづくり活動へ引き続き支援を行います。

（ 、 ） （ ）継続分の５地区に新たに３地区を加え ８地区で実施 ふるさと振興課 ℡52-8009

新規 地域おこし協力隊推進事業 ３５０万円

「地域おこし協力隊」とは、３大都市圏をはじめとする都市圏から都市住民を受け入れ

（住民票を異動 、概ね１年以上３年程度地域で生活して、地域協力活動に従事するとい）

うものです。

本市では、木屋平地区で地域協力活動に従事してもらう予定です （３５０万円を上限に。

。） （ ）特別交付税で措置されます ふるさと振興課 ℡52-8009

継続 オラレまちづくり基金積立 ３,５００万円

オラレ美馬設置に伴う運営協力費（売上分）を活用し、オラレ美馬運営協力に係る事

業、オラレ美馬周辺対策事業及び本市における活力あるまちづくり事業を推進するための

基金への積立です （平成21年度は補正予算で計上して積立て ）。 。

なお、平成２１年度分（後期）と平成２２年分（前期）の積立実績額を平成２３年度に取

。 （ ）り崩して事業を実施します ふるさと振興課 ℡52-8009

継続 みまっこ医療助成事業 ９,８０９万８千円

平成２１年９月から「乳幼児はぐくみ医療費助成事業」を拡充して「みまっこ医療費助成

事業」とし、市独自に小学校修了前までの子どもの医療費を無料化しています （前年度。

） （ ）当初５,６１０万８千円 子どもすこやか課 ℡52-5606

継続 「みまの木造住宅」建築助成事業 300万円

美馬産材の消費拡大と、地域経済の活性化を図るため、美馬産材を使用して住宅を建

築する市民の皆さんに対して、１棟につき３０万円の補助金を交付する制度を平成21年度

。 （ ）に引き続き実施します 林政課 ℡52-2634

継続 プレミアム商品券発行事業補助 1,000万円

平成２１年度に定額給付金にあわせてプレミアム付き商品券を発行しましたが、消費拡大

と中小商店等の振興に効果が認められましたので、平成２２年度も市商工会が発行するプ

レミアム商品券（１億１,０００万円）のうち１０％のプレミアム分（１,０００万円）について補助し

。 （ ）ます 商工観光課 ℡52-2644
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主な投資的事業

☆引き続き市内の各種基盤整備をすすめます。

〈社会資本整備総合交付金事業〉

地方公共団体が行う社会資本整備について、これまでの個別補助金が原則廃止され

基幹となる事業のほか、これとあわせて関連する社会資本整備や基幹事業の効果を一

層高めるための事業を一体的に支援されることになりました。

○社会資本整備総合交付金事業〈市街地整備〉 ７,４７０万円

脇町地区２期目（平成２２～２５年度）をスタート。市道・排水路の整備やまちづくり活

動調査、ワークショップ運営などを実施 （旧まちづくり交付金事業）。

（ ）監理課 ℡52-5607

○社会資本整備総合交付金事業〈活力創出基盤整備〉 ２億２,２００万円

市道１６路線および排水路１か所の整備を実施 （旧地域活力基盤創造交付金事業）。

（ ）建設課 ℡52-5608

○社会資本整備総合交付金事業〈地域住宅支援〉 １,４１４万１千円

中層団地（ナロヲ第１,２、明連、別所および拝北団地）の耐震診断を実施します （旧。

） （ ）地域住宅交付金事業 住宅管理課 ℡52-5612

＊ 平成２２年度当初予算では、基幹事業のみ計上し、基幹事業以外の事業は交付内示

額がわかり次第予算計上する予定です。

〈道整備交付金事業〉

○市道整備 １億４,６８０万円

。 （ ）市道１２路線の改良・舗装を実施 建設課 ℡52-5608

○林道整備 7,012万3千円

。 （ ）林道３路線の開設を実施 林政課 ℡52-2634

〈公共下水道事業（汚水処理施設整備交付金事業〉

○舞中島地区管路整備 2億４,７００万円

公共下水道事業特別会計において、舞中島地区の管路整備を引き続き実施します。

（ ）下水道課 ℡52-8030

〈市単独起債事業〉

○過疎対策単独道路整備 ５,０００万円

○辺地対策単独道路整備 ４,３００万円

○市単独道路整備 ２,７５０万円
（ ）市道２２路線の改良・舗装を実施 建設課 ℡52-5608



- 20 -

〈中山間総合整備事業〉

○美馬地区営農飲雑用水施設整備事業 ２億２４４万円

平成２２年度末までに完了できるよう、補助金の追加を国・県に対して引き続き強く要

望してまいります。
（ ）農政課 ℡52-2633

〈治山・林道事業〉

○育成林整備事業 ７,７８６万円

林道３路線の開設を実施。

○森林整備加速化・林業飛躍事業 １,５００万円

作業道内田線の開設を実施

○県単林道事業 １,３０１万５千円

林道３路線の開設・舗装を実施。

○県単治山事業 １,029万５千円

４か所の水路設置・法面保護を実施

（ ）林政課 ℡52-2634

＊ 県営事業負担金を除く。

〈消防施設整備事業〉

○飲料水兼用耐震性貯水槽整備 ５,３９５万円

平成２１年度の脇町地区に続き、平成22年度は美馬地区に整備。

○消防分団詰所改築整備 １６７万６千円

木屋平方面隊第２分団の詰所を改築。

（ ）消防本部総務課 ℡52-3061
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雇用対策と追加経済対策

二番底も懸念される厳しい経済・雇用情勢に対応するため、前記普通建

設事業の着実な実施に加え、国の補正予算を活用し、雇用の確保対策と切

れ目のない経済対策を実施します。

☆平成２１年度に引き続き、県基金事業を活用し雇用対策に取り組みます。

○緊急雇用創出事業 ３,５０２万９千円（うち県補助金３,４９５万９千円）

市道環境整備事業、環境美化推進事業など１９事業で計３５人を市が臨時職員として

直接雇用（一部事業は委託 。）

（ ）○ふるさと雇用再生特別基金事業 ５,５７６万４千円 うち県補助金５,５７６万４千円

基幹林道・市有林環境整備事業 「新ミマ有機」開発事業など９事業を委託し、計１７、

人の雇用を創出。

＊ 上記２事業は国の平成２１年度補正予算を受け県に設けられた基金を活用した事業

です。

☆国の平成２１年度第２次補正予算を活用し、追加経済対策を実施します。

【平成２１年度補正予算】

○地域活性化・きめ細かな事業 ３億９，０００万円

地域の中小企業等の受注機会の確保に配慮し、学校施設の改修や道路の改良・舗装

など身近で、きめ細かな社会資本の整備を積極的に展開します。

（国の平成２１年度第２次補正予算で創設された「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」

を活用します ）。

総 額 ５，０００億円 本 市 配 分 額

第１次配分 ４,５００億円 ２億９,８０４万４千円

第２次配分 ５００億円 （現在要望中）

（参考：累次の地域活性化交付金）

・地域活性化・緊急安心実現総合交付金 ２,６２６万６千円

・地域活性化・生活対策臨時交付金 ４億９,１９５万２千円

・地域活性化・公共投資臨時交付金 ７億５,３９７万３千円（３月補正後見込み）

・地域活性化・経済危機対策臨時交付金 ６億５,９０１万７千円（３月補正後見込み）



- 22 -

地域活性化・きめ細かな事業一覧表

事 業 名 事 業 費 担 当 課

火葬場火葬炉改修事業 １,８００万円 市 民 課

林道保全・補修事業（呑口工ほか） ２,０００万円 林 政 課

リバーサイドしでの家駐車場改修事業 ３５０万円 商工観光課

水辺の楽校整備事業 ５,３７７万５千円 商工観光課

県道路局部改良負担金 ３,０４５万円 監 理 課

県交通安全対策事業負担金 ３５万円 監 理 課

県単砂防事業負担金 ８１２万５千円 監 理 課

地域生活道路改良・舗装事業（市道） ６,０００万円 建 設 課

穴吹駅周辺環境整備事業 ２,０００万円 建 設 課

市営別所団地農業集落排水接続事業 ５５０万円 住宅管理課

消防署駐車場舗装事業 １５０万円 消防本部総務課

旧専売公社跡・スポーツ公園整備事業 ２,０００万円 教育総務課

脇町小学校プール改築事業 ９,０００万円 教育総務課

穴吹中学校間伐材活用「東屋」建設事業 ２００万円 教育総務課

青木家住宅（中庭納屋）改修事業 １,０００万円 生涯学習課

脇町図書館改修事業 １,０００万円 生涯学習課

穴吹スポーツセンターテニスコート改修事業 ３００万円 体育振興課

木屋平総合支所駐車場舗装事業 １１０万円 総務福祉課

地域生活道路改良・舗装事業（林道） ２,０００万円 経済建設課

市営三ツ木住宅駐車場舗装事業 ２２０万円 経済建設課

中尾山高原民俗資料館茅葺屋根改修事業 １,０５０万円 経済建設課

計 ３億９,０００万円

地域活性化・きめ細かな臨時交付金 ２億９,８０４万４千円 (第１次交付限度額)
財

市債 ８,３７０万円
源

一般財源 ８２５万６千円

＊財源の内訳は第２次配分額によって変動します。


