
全体
語句の表現の統一
誤字・脱字の修正
重複する用語解説の整理

全体
がんばるポイントの施策に「がんばるマー
ク」を追加

全体 写真の追加

グラフ・表

色合い、文字の大きさ等の修正
単位の追加
凡例の追加及び修正
出典の追加及び修正

目次

未来に向けて
１ 未来につなぐ３大戦略
２ 2050年未来の島田市
３ 島田市におけるSDGｓ

未来に向けて
１ 未来につなぐ３大戦略
２ 島田市におけるSDGｓ
３ 2050年未来の島田市

P.2
１(1)

４行目

世界的に流行した新型コロナウイルス感染症
が、医療分野だけでなく社会全般に影響を及
ぼし、人々の暮らしや働き方などにおける価
値観の変化やデジタルシフトが加速しまし
た。

世界的に流行した新型コロナウイルス感染症
が、医療分野だけでなく社会経済全般に影響
を及ぼすと同時に、人々の暮らしや働き方な
どにおける価値観の変化やデジタルシフトを
加速させました。

P.5
２(1)②
６行目

併せて、流域に関わるあらゆる関係者が協働
して治水対策に取り組む「流域治水」に取り
組むことが求められています。

併せて、河川流域に関わるあらゆる関係者が
協働して治水対策に取り組む「流域治水」に
取り組むことが求められています。

P.6 ③SDGsの実現に向けた取り組み ５ページに移動

P.6
④

６行目

海洋汚染を深刻な問題としたマイクロプラス
チックや森林破壊、外来種の侵入など、…

マイクロプラスチックを原因とした深刻な海
洋汚染や外来種の侵入による生態系の破壊、
森林破壊など、…

P.7 ⑥デジタル化の進展
６ページに移動
（用語解説も併せて移動）

第２次島田市総合計画後期基本計画 修正箇所について

修正箇所 修 正 前 修 正 後

資料２

- 1 -



第２次島田市総合計画後期基本計画 修正箇所について

修正箇所 修 正 前 修 正 後

P.9
１行目

「５歳別男女別人口」については高齢化が進
み、…

「年齢別人口構成」については高齢化が進
み、…

P.9
グラフタイトル
「５歳別男女別人口」

グラフタイトル
「年齢別人口構成」

P.9
「人口動態」のグラフ
転出 R1 2,628人
社会増減 R1 10人

「人口動態」のグラフ
転出 R1 2,578人
社会増減 R1 60人

P.12
３行目

 工業の状況については、製造出荷額等は減
少傾向にあるものの、１事業者あたり及び１
従業者あたりの製造品出荷額等は10年前に比
べて増加しています。
 商業の状況については工業と同様、１事業
者あたり及び１従業者あたりの年間販売額が
増加しています。

 工業の状況については、事業所数は減少傾
向にあるものの、それ以外の項目は10年前に
比べて増加しています。
 商業の状況については、１事業所あたり及
び１従業者あたりの年間販売額が増加してい
ます。

P.12 「工業の状況」のグラフ

データ差替え
・令和元年度の結果を追加
・基準年の変更による指数の変更
 【Ｈ21を１としたときの指数】

P.13
④ 1)

１行目

 土地の地目別面積は山林が全体の約半分を
占めています。直近（平成30年から令和元
年）では、…

土地の地目別面積は山林が全体の約半分を占
めています。直近（平成30年から令和元年ま
で）では、…

P.15
⑤

 一般会計歳入総額、歳出総額は令和元年度
でそれぞれ418 億円、406 億円となっていま
す。
 主たる財政指標の状況についてみると、財
政力指数１は、平成27 年度〜令和元年度では
概ね0.75 前後で推移しています。実質公債費
比率２は令和元年度で7.0％となり、将来負担
比率３も平成28 年度以降には算定されておら
ず、どちらも改善傾向にあります。

 普通会計歳入総額、歳出総額は令和２年度
でそれぞれ584 億円、573億円となっていま
す。
 主たる財政指標の状況についてみると、財
政力指数１は、平成27 年度〜令和２年度では
概ね0.75 前後で推移しています。実質公債費
比率２は令和２年度で6.8％となり、将来負担
比率３も平成28 年度以降には算定されておら
ず、どちらも改善傾向にあります。
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第２次島田市総合計画後期基本計画 修正箇所について

修正箇所 修 正 前 修 正 後

P.15
主な財政指標の状況
【財政力指数の推移（単年度）】のグラフ
H28 0.75

主な財政指標の状況
【財政力指数の推移（単年度）】のグラフ
H28 0.76

P.18
(4)

１行目

現在の評価（満足度）と今後への期待（重要
度を点数化し…

令和３年度島田市総合計画市⺠意識調査にお
ける島田市の取り組みに対する現在の評価
（満足度）と今後への期待（重要度を点数化
し…

P.19 (5) 主な施策の評価の経年変化について
４．前期計画の振り返りとこれからのまちづ
くりの課題認識
(1) 主な施策の評価の経年変化について

P.21
④

④環境・自然について ④環境・自然・生活について

P.21
④

グラフ下

 「ごみ・リサイクル対策」は、調査開始以
降、すべての調査項目の中で最も高い満足度
を維持しています。
 しかし、全体的に満足度は低下傾向にあり
ます。ＳＤＧｓの認知度向上や国によるカー
ボンニュートラルの宣言等により、環境への
関心が高まるとともに満足の基準も高くなる
ことが見込まれるため、満足度を上昇させる
施策をさらに展開していく必要があります。

 「ごみ・リサイクル対策」は、調査開始以
降、すべての調査項目の中で最も高い満足度
を維持していますが、全体的に満足度は低下
傾向にあります。
 ＳＤＧｓの認知度向上や国によるカーボン
ニュートラルの宣言等により、環境への関心
が高まるとともに満足の基準も高くなること
が見込まれるため、利便性と環境負荷の低減
のバランスを考慮しながら施策を展開してい
く必要があります。

P.23

４．前期計画の振り返りとこれからのまちづ
くりの課題認識

(1) 分野別の認識

・タイトル「４．前期計画の振り返りとこれ
からのまちづくりの課題認識」をP.19に移動
・(2) 市⺠の感じる幸福度（前期基本計画に
おける全体指標）について を追加
・(3) 分野別の認識

P.23
分野別の

認識

 時代潮流や市の現状把握（データ）、都市
比較などからみた…

時代潮流や市の現状把握（データ）などから
みた…
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第２次島田市総合計画後期基本計画 修正箇所について

修正箇所 修 正 前 修 正 後

P.27 (2) 戦略課題の認識 (4) 戦略課題の認識

P.27
改善戦略

・若者世代の市内定住の（促進定住促進策の
充実、子育て支援策等と連携したＰＲ）

・若者世代の市内定住の促進（定住促進策の
充実、子育て支援策等と連携したＰＲ）

P.27
改革戦略

・人口減少・少子高齢社会に対応する公共施
設のストックの適切な維持・管理及び整備の
推進

・人口減少・少子超高齢社会に対応する公共
施設のストックの適切な維持・管理及び整備
の推進

P.32〜35
「2050年未来の島田市」と「島田市における
SDGｓ」のページの位置を入れ替える。

P.32、33

以下の文言を添える。
「2050年未来の島田市」は、令和３年７月に
実施した子育て世代ワークショップ及び高校
生ワークショップにおいて、皆で考えた未来
の姿をもとに作成しました。
今あるものを大切に、未来の姿を描き、皆が
行動すれば、きっと楽しくて、おもしろい、
笑顔あふれるまちになっています。

P.39
将来像に込
めた想い

【追加】自然災害やパンデミックをはじめ…
【追加】年齢・性別・国籍・文化・宗教の違
いや…

【追加】の文字を削除する。（２か所）

P.44
12〜13行目

また、高齢者のみの世帯や高齢者の単身世帯
の増加、地域コミュニティの希薄化などを原
因として、介護、障害、生活困窮といった
様々な課題を抱える人が増加しています。

また、高齢者のみの世帯や高齢者の単身世帯
の増加、地域コミュニティの希薄化などによ
る高齢者の孤立化や、介護、障害、生活困窮
といった様々な課題を抱える人が増加してい
ます。

P.49
９行目

 拠点間や交通の要所をネットワーク化する
ためには、幹線道路の整備が必要になりま
す。生活道路と同様に整備を進めるととも
に、静岡県や国が管轄する広域幹線道路につ
いても、整備が進捗するよう働きかけていき
ます。

 拠点間や交通の要所をネットワーク化する
ため、幹線道路の整備を進めます。静岡県や
国が管轄する広域幹線道路についても、整備
が進捗するよう働きかけていきます。

- 4 -



第２次島田市総合計画後期基本計画 修正箇所について

修正箇所 修 正 前 修 正 後

P.49
施策の柱

●安全で快適な生活基盤を整える（生活道
路・河川・公園・上下水道等）

●安全で快適な生活基盤を整える（生活道
路・河川・公園・上下水道）

P.52
島田市のことが好きな市⺠の割合
R2（2020）75.9％

島田市のことが好きな市⺠の割合
R2（2020）75.8％

P.54
「３つの視点で抽出」「がんばるポイント」
の色合いを修正する。

P.55
がんばるポイント
１．安全・安心で、楽しく暮らせるまちを創
る

デジタル技術を活用した市⺠生活の利便性の
向上（施策の柱7-2、P.●）を追加

P.55

がんばるポイント
２．未来につながるしごとを創る
・企業誘致による地域産業の創出（施策の柱
3-2，P ●）

がんばるポイント
２．未来につながるしごとを創る
・企業誘致や中小企業支援による地域産業の
創出（施策の柱3-2，P ●）

P.56、57
主要な取り組み一覧…資料編p.●〜p.●
めざそう値一覧…資料編p.●〜p.●
（７か所）

削除

P.63
この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）57.1％

この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）57.0％

P.71
この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）58.1％

この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）58.0％

P.75
この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）79.9％

この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）80.0％

P.76
小柱４

めざそう値
市⺠意識調査「障害者が生活しやすい環境づ
くり」における市⺠満足度
R2（2020）50.0％
R7（2025）52.5％

めざそう値
市⺠意識調査「障害者が生活しやすい環境づ
くり」における市⺠満足度
R2（2020）49.9％
R7（2025）52.4％

P.79
この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）61.7％

この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）61.5％
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第２次島田市総合計画後期基本計画 修正箇所について

修正箇所 修 正 前 修 正 後

P.79
主要な取り
組みの事例

●こども館や児童館など多世代交流の場、遊
び場の提供

●こども館や児童館など交流の場、遊び場の
提供

P.80
小柱３

主要な取り
組みの事例

●育児サポーター派遣による子育てのスター
ト支援

●育児サポーター派遣による子育て支援

P.83
この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）58.9％
R7（2025）65.1％

この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）59.0％
R7（2025）65.0％

P.87
この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）56.7％

この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）56.6％

P.93
この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）62.7％

この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）62.8％

P.93
小柱２
３行目

 また、トップアスリートの合宿誘致などに
より、高いレベルのスポーツに触れる機会を
創出します。

 また、合宿誘致などにより、トップアス
リートの高い競技レベルに触れる機会を創出
します。

P.97
この柱のみんなでめざそう値
R7（2025）31.8％

この柱のみんなでめざそう値
R7（2025）32.0％

P.98

めざそう値
市⺠意識調査「職場で男女が平等である」と
思う市⺠の割合
R2（2020）30.2％

めざそう値
市⺠意識調査「職場で男女が平等である」と
思う市⺠の割合
R2（2020）30.0％

P.101
この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）26.0％
R7（2025）28.0%

この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）26.1％
R7（2025）29.0%

P.107
ＳＤＧｓ

コラム＃３

 市内で多くの市⺠の皆さんが生産・製造・
加工された商品を選ぶことは…

 私たちが市内で生産・製造・加工された商
品を選ぶことは…

P.109
この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）20.5％
R7（2025）23.0％

この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）20.6％
R7（2025）23.1％

P.114 連関表コラムの追加
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第２次島田市総合計画後期基本計画 修正箇所について

修正箇所 修 正 前 修 正 後

P.116
用語解説

１【温室効果ガス】…代表的なものに二酸化
炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンガス等
がある。

１【温室効果ガス】…代表的なものに二酸化
炭素、メタン、一酸化二窒素、フロン等があ
る。

P.124
小柱１

２〜３行目

…水資源を確保すること、さらに水質の保全
に万全を期すことを、事業者（ＪＲ東海）に
強く求めます。

…水資源を確保すること、さらに水質が保全
されるよう、引き続き対応していきます。

P.129
この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）89.5％

この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）89.4％

P.129
小柱２

主要な取り
組みの事例

●地域住⺠の協力や⽌水情報による空き家の
把握、所有者への活用の案内による流通の促
進

●地域住⺠の協力や水道の閉栓情報による空
き家の把握、所有者への活用の案内による流
通の促進

P.131
小柱７

 特に、性別にかかわらず誰もが個性と能力
を十分に発揮し、男女が互いに尊重しあい、
責任を分かち合う社会の実現を目指します。

 特に、性別に関わらず誰もが個性と能力を
十分に発揮し、責任を分かち合う社会の実現
を目指します。

P.131
小柱７

めざそう値
市⺠意識調査「女性の社会進出を推進すべき
と思う」市⺠の割合
R2（2020）89.2％

めざそう値
市⺠意識調査「女性の社会進出を推進すべき
と思う」市⺠の割合
R2（2020）89.3％

P.132
キーワード

コラム
13行目

近くにいる人のそのような悩みに気づくこと
が共生社会への第一歩です。互いの違いを思
いやり、配慮することで共生社会の実現を目
指しましょう。

近くにいる人のそのような悩みに気づき、互
いの違いに配慮することが、共生社会への第
一歩です。

P.135
この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）61.0％
R7（2025）63.5％

この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）60.9％
R7（2025）63.4％

P.143
この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）576％
R7（2025）480％

この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）576位
R7（2025）480位
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第２次島田市総合計画後期基本計画 修正箇所について

修正箇所 修 正 前 修 正 後

P.144

めざそう値
市⺠意識調査「今の場所で住み続けたい」と
思う「川根」「伊久身・大⻑」地域住⺠の割
合
R2（2020）80.7％

めざそう値
市⺠意識調査「今の場所で住み続けたい」と
思う「川根」「伊久身・大⻑」地域住⺠の割
合
R2（2020）80.8％

P.145
6-2 安全で快適な生活基盤を整える
（生活道路・河川・公園・上下水道等）

6-2 安全で快適な生活基盤を整える
（生活道路・河川・公園・上下水道）

P.146
主要な取り
組みの事例

●都市機能誘導区域１への誘導施設の緩やか
な誘導

●都市機能誘導区域１への生活サービス施設
の緩やかな誘導

P.149
小柱４
４行目

 また、２市１町（島田市、牧之原市、吉田
町）連携型として静岡県の認定を受けた「富
士山静岡空港周辺観光・産業交流推進エリ
ア」計画４の具現化を目指し、…

 また、２市１町（島田市、牧之原市、吉田
町）連携型として静岡県の計画認定を受けた
「富士山静岡空港周辺観光・産業交流推進エ
リア」４の具現化を目指し、…

P.149
用語解説

４【「富士山静岡空港周辺観光・産業交流推
進エリア」計画】富士山静岡空港を中心とし
て、各拠点を相互連携させることで、新たな
人・モノの流れを生み出す観光・産業交流推
進エリアの形成を目指す計画のこと。

４【富士山静岡空港周辺観光・産業交流推進
エリア】富士山静岡空港を中心として、各拠
点を相互連携させることで、新たな人・モノ
の流れを生み出し、観光・産業交流を推進し
ていくエリアのこと。

P.150
施策の柱

安全で快適な生活基盤を整える
（生活道路・河川・公園・上下水道等）

安全で快適な生活基盤を整える
（生活道路・河川・公園・上下水道）

P.151
この柱のみんなでめざそう値
R7（2025）54.1％

この柱のみんなでめざそう値
R7（2025）54.2％

P.151
SDGｓ

コラム＃６
10行目

この日は公園愛護会の方々を中心に、各地の
公園で美化活動が行われます。

公園愛護会の方々を中心に、年間を通じて各
地の公園で美化活動が行われています。

P.152

めざそう値
遊具やトイレの改修箇所数
（H26年度からの累計）
R2（2020）50か所
R7（2025）57か所

めざそう値
遊具やベンチなどの改修箇所数
（H30年度からの累計）
R2（2020）41か所
R7（2025）88か所
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第２次島田市総合計画後期基本計画 修正箇所について

修正箇所 修 正 前 修 正 後

P.159

この柱のみんなでめざそう値
市⺠意識調査「住⺠の市政への参加の促進」
における重要度
R7（2025）73.4％

この柱のみんなでめざそう値
市⺠意識調査「住⺠の市政への参加の推進」
における重要度
R7（2025）70.9％

P.162
主要な取り
組みの事例

●行政事務におけるデジタル化の推進 ●デジタル化による業務改善と効率化

P.163
この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）45.4％

この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）45.3％

P.163
小柱３

めざそう値
市⺠意識調査「情報公開など行政の透明性の
向上」における市⺠満足度
R2（2020）52.6％

めざそう値
市⺠意識調査「情報公開など行政の透明性の
向上」における市⺠満足度
R2（2020）52.7％

P.164
めざそう値
情報システムにおける重大インシデントの発
生件数

めざそう値
情報システムにおける重大インシデントの発
生件数（H30年度からの累計）

P.167
この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）46.5％
R7（2025）54.0％

この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）46.4％
R7（2025）53.9％

P.169
この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）44.4％

この柱のみんなでめざそう値
R2（2020）44.3％

P.198
小柱２

左側２つ目

・子どもの健全な遊び場、子どもを中心とし
た多世代が交流する場としてのこども館を運
営し、次世代の社会を担う子どもの健全な育
成と地域における子育て支援を行います。

・子どもの健全な遊び場であるこども館を運
営し、次世代の社会を担う子どもの健全な育
成と地域における子育て支援を行います。

P.203
小柱３

右側２つ目

・図書館システムの「My本棚」「読書マラソ
ン」機能を広く周知し、活用いただくことで
読書習慣の定着化を図ります。

・図書館システムの「My本棚」「読書マラソ
ン」機能を広く周知し、活用者を増やすこと
で、読書習慣の定着化を図ります。
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第２次島田市総合計画後期基本計画 修正箇所について

修正箇所 修 正 前 修 正 後

P.217
小柱１
右側

・市のホームページやソーシャルメディアだ
けでなく、広報しまだ、FMしまだをはじめ
とした…

・市のホームページやソーシャルメディアだ
けでなく、広報しまだ、FM島田をはじめと
した…

P.217
小柱２

左側３つ目

・ふるさと大使や観光大使、芸能人等の著名
な方の協力を得ながら…

・ふるさと大使や観光大使、芸能人等の著名
人の協力を得ながら…

P.220
6-2 安全で快適な生活基盤を整える（生活道
路・河川・公園・上下水道等）

6-2 安全で快適な生活基盤を整える（生活道
路・河川・公園・上下水道）

P.220
小柱１

左側２つ目

・建物の立ち並びがある４ｍ未満の狭い道路
（狭あい道路）の拡幅整備を行い…

・建物の立ち並びがある４ｍ未満の狭い道路
の拡幅整備を行い…

P.223
小柱３

右側４つ目

・市が保有する公的データの活用機会の拡充
に向け、オープンデータカタログサイトに掲
載するデータを充実させるとともに、公開型
地理情報システムの活用を進めていきます。

P.224の7-2-5（デジタルの恩恵をすべての市
⺠に届けます）に移動

P.223
小柱３

右側５つ目

・業務効率化を推進するため、電子媒体の文
書を庁内で統一して管理する文書管理システ
ムについて、電子申請システムや電子決裁シ
ステムとの調整を図り導入していきます。

削除

P.224
右側２つ目

・職員に対しデジタルトランスフォーメー
ションの概念を浸透させ、職員のデジタルリ
テラシー向上を図ります。

P.223の7-2-2（人材育成を推進し組織力を強
化します）に移動
※用語解説も併せて移動

P.227
全体指標

令和２年度（2020 年度） 実績値
75.9％

令和２年度（2020 年度） 実績値
75.8％

P.228
１−１
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 57.1％

１−１
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 57.0％
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第２次島田市総合計画後期基本計画 修正箇所について

修正箇所 修 正 前 修 正 後

P.229
１−３
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 58.1％

１−３
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 58.0％

P.229
１−４
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 79.9％

１−４
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 80.0％

P.229

１−４−４
市⺠意識調査「障害者が生活しやすい環境づ
くり」における市⺠満足度
R2基準値 50.0％
R7目標値 52.5％

１−４−４
市⺠意識調査「障害者が生活しやすい環境づ
くり」における市⺠満足度
R2基準値 49.9％
R7目標値 52.4％

P.230
２−１
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 61.7％

２−１
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 61.5％

P.230

２−２
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 58.9％
R7目標値 65.1％

２−２
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 59.0％
R7目標値 65.0％

P.231
２−３
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 56.7％

２−３
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 56.6％

P.231
２−５
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 62.7％

２−５
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 62.8％

P.232
３−１
この柱のみんなでめざそう値
R7目標値 31.8％

３−１
この柱のみんなでめざそう値
R7目標値 32.0％

P.232

３−１−３
市⺠意識調査「職場で男女が平等である」と
思う市⺠の割合
R2基準値 30.2％

３−１−３
市⺠意識調査「職場で男女が平等である」と
思う市⺠の割合
R2基準値 30.0％

- 11 -



第２次島田市総合計画後期基本計画 修正箇所について

修正箇所 修 正 前 修 正 後

P.232

３−２
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 26.0％
R7目標値 28.0％

３−２
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 26.1％
R7目標値 29.0％

P.233

３−４
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 20.5％
R7目標値 23.0％

３−４
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 20.6％
R7目標値 23.1％

P.235
４−４
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 89.5％

４−４
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 89.4％

P.235

４−４−７
市⺠意識調査「女性の社会進出を推進すべき
と思う」市⺠の割合
R2基準値 89.2％

４−４−７
市⺠意識調査「女性の社会進出を推進すべき
と思う」市⺠の割合
R2基準値 89.3％

P.236

５−１
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 61.0％
R7目標値 63.5％

５−１
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 60.9％
R7目標値 63.4％

P.237

５−３−３
市⺠意識調査「今の場所で住み続けたい」と
思う「川根」「伊久身・大⻑」地域住⺠の割
合
R2基準値 80.7％

５−３−３
市⺠意識調査「今の場所で住み続けたい」と
思う「川根」「伊久身・大⻑」地域住⺠の割
合
R2基準値 80.8％

P.238
6-2 安全で快適な生活基盤を整える（生活道
路・河川・公園・上下水道等）

6-2 安全で快適な生活基盤を整える（生活道
路・河川・公園・上下水道）

P.238
６−２
この柱のみんなでめざそう値
R7目標値 54.1％

６−２
この柱のみんなでめざそう値
R7目標値 54.2％
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第２次島田市総合計画後期基本計画 修正箇所について

修正箇所 修 正 前 修 正 後

P.238

６−２−３ めざそう値
遊具やトイレの改修箇所数（H26年度からの
累計）
R2基準値 50か所
R7基準値 57か所

６−２−３ めざそう値
遊具やベンチなどの改修箇所数（H30年度か
らの累計）
R2基準値 41か所
R7基準値 88か所

P.238
６−２−３ 備考欄
都市公園⻑寿命化計画に基づき実施した遊具
やトイレの改修箇所数の累計

６−２−３ 備考欄
市内公園における遊具やベンチなどの改修箇
所数の累計

P.240

７−１ この柱のみんなでめざそう値
市⺠意識調査「住⺠の市政への参加の促進」
における重要度
R7目標値 73.4％

７−１ この柱のみんなでめざそう値
市⺠意識調査「住⺠の市政への参加の推進」
における重要度
R7目標値 70.9％

P.240
７−２ この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 45.4％

７−２ この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 45.3％

P.240

７−２−３ めざそう値
市⺠意識調査「情報公開など行政の透明性の
向上」における市⺠満足度
R2基準値 52.6％

７−２−３ めざそう値
市⺠意識調査「情報公開など行政の透明性の
向上」における市⺠満足度
R2基準値 52.7％

P.240
７−２−４
情報システムにおける重大インシデントの発
生件数

７−２−４
情報システムにおける重大インシデントの発
生件数（H30年度からの累計）

P.241

７−３
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 46.5％
R7目標値 54.0％

７−３
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 46.4％
R7目標値 53.9％

P.241
７−４
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 44.4％

７−４
この柱のみんなでめざそう値
R2基準値 44.3％

P.242、243
No３
第２期島田市まち・ひと・しごと創生総合戦
略

政策分野 ７−３に○を追加
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第２次島田市総合計画後期基本計画 修正箇所について

修正箇所 修 正 前 修 正 後

P.242
No31
島田市地域福祉計画・地域福祉活動計画

削除（重複しているため）

P.244
No77
 第２期島田市子ども若者育成支援計画
計画期間 H31〜R5

No77
第２期島田市子ども・若者育成支援計画
計画期間 R1〜R5

P.249 見出し番号  １ 諮問書 (1) 諮問書

P.250 見出し番号  ２ 答申書 (2) 答申書
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