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Ⅰ 計 画 の 趣 旨 

１ 趣 旨 

実施計画は、本市が目指すまちづくりの将来像「人と産業・文化の交流拠点 水と緑の健康

都市 島田」の実現に向け、計画的・効率的な行政経営を展開していくためこれを策定する。

策定にあたっては、総合計画基本計画（前期）に掲げる施策の方向性に基づき、重点プロジェ

クト及び主要事業について、社会経済情勢の変化や財政の見通しを踏まえながら、向こう３年

度の計画を明示し、もって予算編成及び事務・事業執行の指針とする。 

 

２ 策定にあたっての基本的な考え方 

 

(1) 計画の期間 

平成２３年度から平成２５年度までの３か年間 

 

(2) 総合計画基本計画（前期）の着実な推進～重点プロジェクトを中心とした事業推進 

島田市総合計画基本計画（前期）は、｢島田市・金谷町新市建設計画｣及び｢島田市・川根

町合併基本計画｣との整合を図り策定しているため、実施計画は、総合計画基本計画（前

期）の重点プロジェクト関連事業として位置づけられている施策・事務事業を中心に主要

事業を計上し、基本計画の計画的かつ着実な推進を図る。 

また、基本計画に掲げた｢みんなでめざそう値（目標指標）」の達成に向け、効果的・効率

的な事業実施を図る。 

 

（重点項目） ＊次の施策については、各分野共通の重点項目とする。 

 

ア 富士山静岡空港を活用したまちづくり 

富士山静岡空港の開港から一年が経過し、就航先都市をはじめ国内外の各都市との活発

な交流や連携の拡大が大いに期待される。 

空港や周辺道路等の交通機能の充実により、新たな交流拠点機能の形成を図るとともに、

これらの交流・連携を、本市各地域の更なる活性化へと結びつけていくため、個性豊かな

地域資源の掘り起こしなど、地域の特性を活かしたシティプロモーション事業の推進を図

り、積極的かつ効果的な情報発信を行う。 

 

イ 中山間地域振興策の推進 

中山間地域の住民が将来にわたって安心・安全に住み続けられるとともに、魅力あふれ

る地域として新たに移り住む人が増加していくよう、ソフト、ハード一体となった総合的

施策に取り組む。こうした中で、過疎・辺地対策地域については、平成 22 年度に新たな

整備計画を作成し、これに基づく事業展開をしていく。 

 

ウ 協働のまちづくりの推進 

総合計画基本計画（前期）の施策の柱ごとに掲げた協働のまちづくりを念頭において、

地域コミュニティの自立・自助の形成や市民活動の促進を図る施策･事務事業に積極的に

取り組み、協働のまちづくりを推進する。 



(3) 財政の健全化と効率化の推進 

事務事業の継続的執行は、財政の健全性の維持と効率性の向上をもって可能となる。よっ

て、事業検討にあたっては、計画が財政の肥大化を招来しないよう、事業の｢選択と集中｣

を基本とするとともに、評価シートの活用などによって実効性の高い経営戦略となるよう

立案する。 

 

３ 計画書掲載事業 

(1) 投資的事業にあっては、原則として単年度事業費3,000 万円以上若しくは総事業費が１億

円以上の事業又は単年度の一般財源ベースで1,000 万円以上若しくは市債1,000万円以上

の事業 

(2) 各部における主要事業であって、総合計画基本計画（前期）に位置付けられ、今後重点的

に進める必要がある事業 

(3) 新規事業のうち政策的色彩が強い事業 

(4) 経常的経費については、新規事業及び制度変更等により市一般財源が1,000万円以上増額

となる見込みの事業 

 

＊(1)～(4)により事業選定を行い、本計画書には、そのうち主要な施策を掲載した。 

＊本計画書の事業費については、３年度間の合計額を掲載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 総合計画における施策の大綱・施策の柱  

 

 

第１章 都市生活基盤が充実し、ひとやもの、情報が活発に交流するまち 

〇施策の柱 

１ 全国・世界へ広がる物流・交流拠点の形成 

２ 総合的な道路網の整備 

３ 公共交通基盤の整備 

４ 住環境の整備 

５ 公園緑地の整備 

６ 魅力ある景観の保全 

７ 地域情報化と電子自治体の推進 

 

 

第２章 市民が安全・安心に暮らせるまち 

〇施策の柱 

１ 地震防災対策・体制の強化 

２ 風水害、土砂災害対策の充実 

３ 消防・救急・救助体制の充実 

４ 地域防犯体制の強化 

５ 交通安全対策の充実 

６ 消費生活対策の充実 

 

 

第３章 産業がいきいきと活発なまち 

〇施策の柱 

１ 農林業の振興 

２ 工業の振興 

３ 商業・サービス産業の振興 

４ 観光の振興 

 

 

第４章 だれもが健やかで幸せに暮らせる健康・福祉のまち 

〇施策の柱 

１ 地域福祉の推進 

２ 次世代育成支援の推進 

３ 高齢者福祉の推進 

４ 障害者福祉の推進 

５ 健康づくりの推進 

６ 地域医療の充実 

７ 国民健康保険事業の健全な運営 

 



第５章 自然と共生する資源循環型のまち 

〇施策の柱 

１ 環境への負荷を低減させるまちづくりの推進 

２ 循環型社会の推進 

３ 自然環境の保全と活用 

４ 環境教育の充実 

 

 

第６章 人を育て、歴史を大切に新しい文化を創造するまち 

〇施策の柱 

１ 学校教育の充実 

２ 生涯学習の充実 

３ 青少年の健全育成 

４ スポーツの振興 

５ 芸術・文化活動の振興 

６ 歴史資源の保存と活用 

 

 

第７章 市民と行政がともに創る、活力に満ちたまち 

〇施策の柱 

１ 市民参加・地域主体のまちづくりの推進 

２ 人権の尊重、男女共同参画社会の形成 

３ 公共施設の整備と適正配置 

４ 地域内外の交流の促進 

５ 開かれた行政と行財政の効率化 

 

 

５ 運用等 

(1) この計画の運用にあたっては、制度の変更、経済情勢の変化などに十分配慮し、的確

に対応していく。国・県等の制度化により新たに着手するものについては、情報を的

確に把握し、事業化を図る。 

(2) 事業の実施にあたっては、事業目標、事業期間、事業量、事業費等について慎重に検

討するとともに、可能な限り調整を図るものとする。 

(3) 各年度においてローリングを行い、必要な修正を加えていく。 

 

 

 

 



Ⅱ　計　画　の　内　容　  

第１章　都市生活基盤が充実し、ひとやもの、情報が活発に交流するまち

１　全国・世界へ広がる物流・交流拠点の形成
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

空港周辺プロジェクト推進
事業（多目的産業展示施設
用地整備）

多目的産業展示施設の建設
に必要な用地の取得と造成
等の基盤整備

230,000 空港振興課

２　総合的な道路網の整備
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

横井中央線整備事業（大津
通・中河町工区）

まちづくり交付金事業
大津通・中河町工区の整備
及び周辺地域内の道路改良
等

935,000 市街地整備課

東会館交差点改良事業 (都)二軒屋牛尾線と(県)島
田金谷線との交差点改良 66,000 市街地整備課

東町御請線整備工事 六合地区内の交通渋滞の緩
和及び空港へのアクセス道
路としての整備 1,211,000 市街地整備課 新規

横井中央線電線共同溝整備
事業

都市災害の防止と都市景観
の向上を図るため、無電柱
化を図る 110,000 市街地整備課 新規

色尾大柳線改良事業 色尾交差点から谷口中河線
までの整備 125,000 建設課

谷口中河線改良事業（大柳
工区）【地方特定】

地方特定道路整備事業
（主）島田吉田線との接続
に伴う整備

38,000 建設課

谷口中河線改良事業（中河
工区）【地方特定】

地方特定道路整備事業
（主）島田吉田線との接続
に伴う整備

41,500 建設課

谷口中河線改良事業（大柳
南工区）【交付金】

社会資本整備総合交付金事
業
（主）島田吉田線との接続
に伴う整備

41,000 建設課

谷口中河線改良事業（大柳
南中河工区）【交付金】

社会資本整備総合交付金事
業
（主）島田吉田線との接続
に伴う整備

189,500 建設課

谷口大柳線改良事業【交付
金】

社会資本整備総合交付金事
業
狭隘道路の改良

32,500 建設課

谷口大柳線改良事業【市
単】

狭隘道路の改良
27,300 建設課

阿知ヶ谷東光寺線改良事業 交通量増加に伴う舗装の劣
化等に対する道路改良 70,000 建設課



中河町八指線改良事業 交通量増加に伴う舗装の劣
化等に対する道路改良 27,000 建設課

横井向島線改良事業 交通量増加に伴う舗装の劣
化等に対する道路改良 22,000 建設課

中央公園道線改良事業 交通量の増加に伴う歩道改
良等 28,000 建設課

石上日掛線改良事業 道路舗装の経年劣化等に対
する道路改良 38,000 建設課

雲見線改良事業 生活道路としての機能回復
（土留め等） 6,000 建設課

家山駅連絡線改良事業 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装の劣化、老
朽化で生じた段差等の解消
及び改良工事

12,000 建設課 新規

空港隣接地域振興事業
（生活道路改良）

まちづくり交付金事業
富士山静岡空港隣接地域に
おける道路改良

870,000 建設課

３　公共交通基盤の整備
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

コミュニティバス運行管理
経費

コミュニティバス・コミュ
ニティタクシー運行管理経
費

727,500 市民安全課

４　住環境の整備
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

稲荷浄水場浄水施設耐震補
強事業

浄水施設の耐震化及びコン
クリート構造物の長寿命化 195,000 水道課

水道第６次拡張事業 水道水の安定供給のための
管網整備 57,000 水道課

簡易水道建設改良事業 上水道事業との統合のため
の遠方監視システム等の整
備

260,500 水道課

中心市街地優良建築物等整
備事業

優良建築物等整備事業への
補助 339,700 市街地整備課

中心市街地交流拠点施設整
備事業

中心市街地における交流拠
点施設の整備 1,700,000 市街地整備課

組合施行土地区画整理事業 往還下地区土地区画整理事
業への補助 1,223,000 市街地整備課

大草住宅建設事業
（第４期）

第４期整備
ＲＣ造４階建　24戸 396,000 建築住宅課

定住促進住宅建設事業 川根地区における若者・子
育て世代の定住化のための
住宅整備

391,500 建築住宅課 新規



市営住宅維持管理事業 老朽化が進む市営住宅の修
繕等 105,000 建築住宅課

指定道路台帳整備 建築確認に必要な道路情報
の適正な管理 21,800 建築住宅課

地籍調査事業 六合地区・田代の郷・川根
地区の地番地区の地目等の
調査・測量を実施

87,500 建設課

５　公園緑地の整備
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

中央小公園整備事業 安全・安心・快適なまちづ
くりのための街区公園の再
整備

20,000 市街地整備課

６　魅力ある景観の保全
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

島田市景観形成事業 景観計画の策定
8,000 都市計画課

７　地域情報化と電子自治体の推進
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

超短波放送活用事業 ＦＭ島田による防災情報、
地域情報等の提供 110,000 企画課



第２章　市民が安全・安心に暮らせるまち

１　地震防災対策・体制の強化
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

防災資機材整備事業（可搬
ポンプ・ろ水機更新事業）

自主防災組織で管理してい
る可搬ポンプ等の更新 18,300 市民安全課

デジタル式地域防災無線整
備事業

災害時における情報伝達手
段の安定的確保のため、地
域防災無線のデジタル化を
図る

174,200 市民安全課

東海道本線跨線橋耐震補強
工事

大地震等による跨線橋の倒
壊を防止するための耐震補
強工事

153,000 建設課

長寿命化修繕計画策定事業 橋梁の長寿命化によるコス
ト縮減を図るため、計画を
策定

13,800 建設課

木造住宅耐震補強事業費補
助金

木造住宅の耐震補強事業に
対する補助 117,000 建築住宅課

２　風水害、土砂災害対策の充実
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

横井鉄道沿線改良事業 安全確保のための既設水路
の改修 81,000 建設課 新規

新堀川改修事業 浸水被害を防止するための
河川改修事業 60,000 建設課

南原団地浸水対策事業 浸水対策のため、バイパス
水路の新設と南原団地２号
線の嵩上げを実施

71,000 建設課

中溝川線床版設置事業 安全確保のため、床版を設
置 20,000 建設課 新規

３　消防・救急・救助体制の充実
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

消防救急の広域化事業 圏域市町で協議し、広域化
に向けた準備を進める 3,000 消防総務課

消防救急無線のデジタル化
事業

消防救急無線を、個人情報の保護やデータ通
信の活用など多機能性を持ったデジタル化へ
移行

消防総務課

５　交通安全対策の充実
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

道路・河川・橋りょう・交
通安全施設維持修繕事業

市民生活に密接した道路・
河川等の維持修繕に迅速に
対応する

360,000 すぐやる課



第３章　産業がいきいきと活発なまち

１　農林業の振興
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

全国茶サミット島田市大会 全国の茶産地の首長が参集
し、茶業界発展のための意
見交換を行う

8,000 お茶がんばる課 新規

空港隣接地域振興事業 富士山静岡空港隣接地域に
おける農道等の整備 257,000 農林課

農業農村整備事業 小規模な農業基盤の整備を
実施 105,800 農林課

木材需要促進事業 大井川流域産材を使用して
住宅を新築する個人に対す
る助成

39,000 農林課

鳥獣対策事業 農林産物に被害を与える野
生鳥獣の駆除及び捕獲 30,000 農林課

地域林道整備事業（林道開
設事業）

森林資源の活用、山村地域
の活性化を図るため、新規
に林道を整備

140,000 農林課

地域林道整備事業（林道改
良事業）

安全性を確保するため、法
面の保全、路面改良を実施 49,300 農林課

地域林道整備事業（林道舗
装事業）

林業経営の向上と生活道路
としての安全性の確保のた
め、舗装整備を実施

111,100 農林課

間伐材搬出奨励事業 間伐材を原木市場や木材加
工施設へ搬送する経費に対
して助成

8,000 農林課 新規

２　工業の振興
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

島田市企業誘致奨励補助金 企業進出促進のため、企業
立地後の３年間の固定資産
税相当分を補助

30,000 商工課 新規

３　商業・サービス産業の振興
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

中心市街地活性化基本計画
策定業務

中心市街地の活性化とにぎ
わい創出のため、活性化計
画を策定

2,000 商工課 新規

４　観光の振興
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

野守の池周辺整備事業 川根地区のシンボルかつ憩
いの場である野守の池及び
その周辺を整備

100,000 市街地整備課 新規



家山駅周辺整備事業 家山駅周辺の観光施設を充
実し、観光客への利便と滞
在促進、地域の活性化を図
る

43,000 観光文化課 新規

ＳＬ広場整備事業 ＳＬを活かした観光振興の
ため、新金谷駅周辺におい
て、滞在・回遊型観光ス
ポットを形成

95,000 観光文化課 新規

川根温泉ふれあいの泉宿泊
施設整備事業

大井川流域における観光交
流拠点施設（滞在型宿泊施
設）を整備し、雇用創出及
び人口の定住化を図る

800,000 観光文化課 新規



第４章　だれもが健やかで幸せに暮らせる健康・福祉のまち

１　地域福祉の推進
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

地域包括支援センター事業 介護予防ケアマネジメント
等包括的支援事業等の実施 327,000 長寿介護課

２　次世代育成支援の推進
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

放課後児童クラブ施設整備
事業

放課後児童クラブ施設の整
備 21,000 児童課 新規

保育所施設解体・撤去事業 休園中の身成保育園の財産
処分、廃園手続き、解体 7,000 児童課 新規

不妊治療費助成事業 不妊治療に要する経費の助
成 34,500 健康づくり課

３　高齢者福祉の推進
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

生活指導員巡回事業 川根地区における相談支
援、巡回による保健指導を
実施

9,000 長寿介護課 新規

５　健康づくりの推進
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

予防接種事業（予防接種法
に基づく）

日本脳炎、ポリオ等の予防
接種の実施 374,000 健康づくり課

島田市食育推進事業 食育推進のための事業の実
施 3,400 健康づくり課

６　地域医療の充実
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

医師住宅再整備事業 医師住宅の整備（建替）
364,560 管理課

医学生修学資金貸与事業 医学を専攻する学生で、市
民病院で臨床研修を行い、
引き続き医師として勤務す
る意思を有する者に修学資
金を貸与

140,400 管理課



第５章　自然と共生する資源循環型のまち

１　環境への負担を低減させるまちづくりの推進
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

環境基本計画策定事業 環境基本計画の策定
5,000 環境課

太陽エネルギー利用促進事
業

太陽エネルギーを利用した
設備の設置に対する補助 45,000 環境課

民間建築物吹付けアスベス
ト対策事業補助金

アスベスト分析調査事業に
要する経費に対する補助 1,500 建築住宅課

２　循環型社会の推進
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

公共下水道汚水管渠整備事
業

汚水管渠の整備
747,400 下水道課

下水道長寿命化計画 下水道施設の長寿命化計画
の策定 26,000 下水道課

合併処理浄化槽設置事業 合併処理浄化槽の設置に対
する補助 411,600 下水道課



第６章　人を育て、歴史を大切に新しい文化を創造するまち

１　学校教育の充実
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

六合東小学校校舎増築事業 ３クラスの増築
81,000 教育総務課

川根小学校校舎改築事業 校舎の改築
7,900 教育総務課 新規

２　生涯学習の充実
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

図書資料充実事業 新図書館建設に伴う図書資
料の充実 100,000 図書館

４　スポーツの振興
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

各種大会助成事業 しまだ大井川マラソン実行
委員会等への助成 40,500 スポーツ課

田代の郷陸上競技場等整備 田代の郷陸上競技場等の整
備 301,000 スポーツ課

横井運動場公園サッカー場
再整備

天然芝サッカー場の人工芝
による再整備 120,000 スポーツ課 新規

社会体育施設耐震化事業 島田球場の耐震化工事
51,000 スポーツ課 新規

６　歴史資源の保存と活用
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

国指定史跡・諏訪原城跡整
備事業

諏訪原城跡の保存整備
37,000 博物館



第７章　市民と行政がともに創る、活力に満ちたまち

１　市民参加・地域主体のまちづくりの推進
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

自治会・町内会活動支援事
業（市民活動促進の仕組み
づくり）

自治会組織の活性化促進の
ため、自治会を対象に支援
を行う

30,000 秘書広報課

町内会組織助成金 公会堂整備のための助成
129,300 総務課

３　公共施設の整備と適正配置
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

庁舎周辺附属建物更新事業 庁舎周辺の老朽化した倉庫
等の建替え 10,000 管財課

４　地域内外の交流の促進
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

姉妹都市・交流事業（国際
交流の促進）

都市提携・交流事業を実施
している団体への補助 15,300 秘書広報課

ＳＬ全国サミット開催事業 固有の地域資源を活かした
大井川流域の魅力発信と交
流促進を図る

6,000 企画課 新規

５　開かれた行政と行財政の効率化
（単位：千円）

事　業　名 事業概要
平成23～25年度
の事業費

担当課 備　考

文書庫整備事業 良好な文書保管環境を確保
するため、文書庫を整備 4,000 総務課

広報発行事業 広報紙の発行（毎月２回。
内１回は、お知らせ版に特
化し、委託）

47,500 秘書広報課
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