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Ⅰ 計 画 の 趣 旨 

１ 趣 旨 

平成21年３月に策定した島田市総合計画は、「基本構想(将来像)」、「基本計画」、「実施計画」

で構成されています。 

本市が目指している、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」を実現するための各種施策やその達成度を測るための指標を示すものとして基本計画を

定め、その個別具体な事業内容を位置づけるものとして、３年ローリングによる実施計画を毎

年度明示し、もって、予算編成及び事務・事業執行の指針としています。 

 

２ 策定にあたっての基本的な考え方 

 

(1) 計画の期間 

平成25年度から平成27年度までの３か年 

 

(2) 総合計画基本計画（前期）の検証と基本計画（後期）への新たな盛り込み 

今回の実施計画策定においては、例年のローリング作業に加え、総合計画基本計画（後

期）の策定を見据え、基本計画（前期）にぶら下がる個別事業の内容確認と基本計画（後

期）への位置付け可能な事業の把握を行いました。 

策定作業において、総合計画（前期）の施策の柱や重点プロジェクト関連事業として位置

付けられる主要施策・事務事業を計上し、基本計画の計画的かつ着実な推進を図ることを

目的に実施計画を策定しています。 

 

（重点項目） ＊次の施策については、各分野共通の重点項目とします。 

ア 交流・シティ・プロモーション 

全国に誇れる地域資源の魅力を伝えるため、シティ・プロモーション事業の推進を図り、 

さらなる積極的な情報発信により、「人・もの・情報」の交流拡大を目指した事業を展開

していきます。 

・地域間交流を生み出すツールとして富士山静岡空港に加え、供用開始した新東名高速道

路を活用し、ハード・ソフト両面から交流拡大をアプローチする事業展開など 

 

イ 安全・安心のまちづくり 

未曾有の大震災により、被災地において多くの市町村が行政機能を喪失し、市民生活に

大きな混乱をきたしました。東海地震の切迫性が指摘される中、より一層の防災体制整備

に加え、医療、福祉、食、地域経済など市民生活の安全・安心を確保する総合的な施策を

展開していきます。 

 

ウ 金谷地区のグランドデザイン 

新東名高速道路の供用開始は、インターチェンジが設置される金谷地区に大きな風を吹

き込みます。さらに、ＪＲ金谷駅のバリアフリー化、国道１号バイパス４車線化など、今

後大きなプロジェクトが後押ししていきます。 

これらを活かし、ヒトやモノが流入・交流し、金谷地区のみならず川根地区・島田地区
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にその影響が波及し、市全体が潤う施策（ハード事業・ソフト事業問わず）について検討

していきます。 

 

(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、財政健全性の維持と効率性の向上をもって可能となります。 

よって、事業検討にあたり「選択と集中」を旨として、実施計画を策定しています。 

 

３ 計画書掲載事業 

(1) 各部における主要事業であって、総合計画基本計画（前期）に位置付けられたものや、基

本計画（後期）への位置付けが期待されるもので、今後重点的に進める必要がある事業 

(2) 政策的色彩が強い新規事業 

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

万円以上の事業又は単年度の一般財源ベースで 500 万円以上若しくは市債 500 万円以上の

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 500 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ました。 

＊本計画書の事業費については、各年ごとの事業費を掲載しました。 
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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 
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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

応していくこととします。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、事業化を図ります。 

(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します。 

(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きます。 

(4) 当計画策定後の国・県の補助制度の状況等により、各年度の当初予算額との差異が生じる

場合があります。 
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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 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

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） 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

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

の実施 

224,500 1,700  空港振興課 

【新規事業】 

中山間地交流促進事業 

中山間地の交流促進を

目的とする農家民泊等

に対する助成 

3,400 3,400 3,400 政策推進課 

 

２ 総合的な道路網の整備 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

色尾大柳線改良事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

色尾交差点から谷口中

河線までの整備の実施 

 

76,700 49,100 31,700 建設課 

横岡新田牛尾線改良事

業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

新東名島田金谷ＩＣへ

のアクセス道路整備の

実施 

 

40,000 80,000 80,000 建設課 

谷口中河線改良事業 

（大柳南中河工区・大

柳工区） 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

主要地方道島田吉田線

との接続に伴う整備の

実施 

 

65,000 350,000 214,000 建設課 

【新規事業】 

岸元島田線改良事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

交通量増加による舗装

劣化等に対する道路改

良の実施 20,000 25,000 25,000 建設課 

【新規事業】 

国道停車場線改良事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

交通量増加による舗装

劣化等に対する道路改

良の実施  12,000 12,000 建設課 

※※※※平成平成平成平成25252525年度年度年度年度～～～～27272727年度年度年度年度のののの事業費事業費事業費事業費（（（（単位単位単位単位：：：：千円千円千円千円））））    



 6 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

【新規事業】 

番生寺島線改良事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

交通量増加による舗装

劣化等に対する道路改

良の実施  28,000 28,000 建設課 

【新規事業】 

本通り御仮屋線改良事

業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

車道と歩道の段差解消

等を目的とした道路改

良の実施 

 

 26,000 20,000 建設課 

【新規事業】 

家山川線改良事業 

 

※過疎対策事業債充当事業 

国道473号交差点から

チャリム入口までの舗

装等の道路改良の実施 

10,000 10,000 10,000 建設課 

蓬莱橋線改良事業 見通しが悪い交差点の

改善や歩道拡幅等の道

路改良の実施 

 

35,600 38,000 33,000 建設課 

【新規事業】 

総合施設西線改良事業 

交通量増加による舗装

劣化等に対する道路改

良の実施 

 

  30,000 建設課 

【新規事業】 

菊川神谷城線改良事業

（松島工区） 

市道菊川神谷城線ＪＲ

跨線橋付近の曲線部改

良の実施 

 

7,000 7,000  建設課 

市道大津通り線電線共

同溝整備事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

緊急避難路に位置付け

られている大津通り線

の電柱、架空線の地中

化の実施 

 103,000 90,400 市街地整備課 

東町御請線整備事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

(都 )東町御請線の新設

及び周辺地域の道路改

良等の実施 

 

730,000 795,000 455,000 市街地整備課 

 

３ 公共交通基盤の整備 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

コミュニティバス車両

購入事業 

平成15年度から運行し

ている伊久身線・相賀

線のバス車両の更新 

 

20,000 20,000  市民安心課 
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４ 住環境の整備 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

【新規事業】 

金谷駅バリアフリー化

事業 

バリアフリー法に基づ

き、エレベーター、ト

イレ等を整備する鉄道

事業者に対する補助 

37,300 37,300  市街地整備課 

定住促進住宅建設事業 

 

 

※過疎対策事業債充当事業 

川根地区における若者

・子育て世代定住化の

ための住宅整備 

 

 503,000  建築住宅課 

市営霊園整備事業 伊太田代地区への市営

霊園（第２期）の整備

の実施 

 

2,500 70,000  環境課 

東町御請線配水管整備

事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

(都 )東町御請線の整備

に合わせた配水管の新

設等の実施 

 

16,500 16,500 16,500 水道課 

簡易水道遠方監視シス

テム整備事業 

 

※過疎対策事業債充当事業 

※辺地対策事業債充当事業 

抜里ほか５簡水の水源

地の遠方監視システム

の設置 13,000 20,000 30,000 水道課 

 

５ 公園緑地の整備 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

木屋島公園整備事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

(都 )東町御請線整備事

業の関連事業としての

公園整備 

3,200 39,000  市街地整備課 

 

７ 地域情報化と電子自治体の推進 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

住民情報システム更新

事業 

リース期間満了に伴う

住民情報システムのサ

ーバ等の機器及びソフ

トウェアの更新 

 

67,300 115,400 76,700 広報課 
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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 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

橋りょう長寿命化事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

橋りょうの長寿命化を

図ることを目的とした

点検等の実施 

 

6,000 6,000 6,000 建設課 

防災用資機材整備事業 自主防災組織に貸与し

ている可搬ポンプ、ろ

水機の更新 

 

10,000 10,000 10,000 防災課 

｢TOKAI-０｣総合支援事

業費補助金 

木造住宅等の耐震補強

に対する補助 

 

 

50,200 50,200 50,200 建築住宅課 

【新規事業】 

番生寺会館耐震補強事

業 

昭和41年に建設され、

耐震診断でランクⅡと

判定されている当施設

の補強の実施 

2,400 15,000  市民安心課 

【新規事業】 

初倉分遣所庁舎耐震対

策事業 

昭和56年に建設され、

現行の耐震基準をみた

さない当施設の耐震診

断の実施 

2,800   消防総務課 

【新規事業】 

島田市民会館耐震診断

事業 

昭和42年に開館した当

施設の劣化状況の調査

及び耐震診断の実施 

 

9,900   文化課 

島田球場耐震化事業 昭和55年に建設された

当施設の耐震補強工事

の実施 

 

  68,000 スポーツ課 

稲荷浄水場浄水施設耐

震補強事業 

浄水施設（急速ろ過池

や排水ため桝）の耐震

補強工事の実施 

 

67,500 67,500  水道課 

島田浄化センター耐震

診断調査業務 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

浄化施設（沈砂池や管

理棟）の耐震補強計画

策定 6,000   下水道課 
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２ 風水害・土砂災害対策の充実 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

横井鉄道沿線水路改修

事業 

安全確保を目的とした

既設水路の改修 

 

16,000 16,000 6,000 建設課 

新堀川改修事業 浸水被害を防止するた

めの河川改修 

 

  44,000 建設課 

【新規事業】 

道悦一丁目排水路改修

事業 

 

六合駅北側の冠水解消

を目的とした水路改修 

 

5,600 10,000 10,000 建設課 

【新規事業】 

犬ヶ沢水路改修事業 

南原中原農道整備に併

せた、流末となる犬ヶ

沢の改修 

 

 15,000 15,000 建設課 

問屋川６号都市下水路

改修事業 

島一中グランド南東側

の浸水被害解消を目的

とした水路改修 

 

10,000 10,000 10,000 建設課 

 

３ 消防・救急・救助体制の充実 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

消防無線のデジタル化

事業 

消防広域化事業に合わ

せた消防救急無線のデ

ジタル化 

 

174,000 174,000 174,000 警防課 

消防車両等の整備更新

事業 

老朽化した消防ポンプ

車、指令車等の更新 

 

37,300 39,000 5,000 警防課 

消防施設整備事業（消

防自動車更新事業） 

 

※過疎対策事業債充当事業 

老朽化した消防ポンプ

車（消防団）の更新 

 

36,800 36,800 35,800 防災課 

消防施設整備事業（消

防団詰所更新事業） 

 

※過疎対策事業債充当事業 

老朽化した２消防団詰

所（非耐震化）の改築 

45,500 1,200 28,000 防災課 

消防施設整備事業（耐

震性貯水槽整備事業） 

 

※過疎対策事業債充当事業 

初期消火を目的とした

耐震性貯水槽の整備 

10,000 7,000  防災課 
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５ 交通安全対策の充実 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

道路・河川・橋りょう

・交通安全施設維持修

繕事業  

交通安全確保対策や河

川環境改善及び道路維

持修繕の実施 

 

140,000 140,000 140,000 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 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

がんばる認定農業者支

援事業 

認定農業者が農業経営

改善計画達成のため実

施する事業への補助 

20,000 20,000 20,000 農政課 

【新規事業】 

農業経営体質強化基盤

整備事業 

老朽化した防霜ファン

の更新等の事業 

 

1,300,000   農政課 

空港隣接地域農業振興

事業 

 

 

富士山静岡空港隣接地

域における農道、排水

路等の基盤整備 

88,500 35,700  農政課 

木材需要促進事業 大井川流域産材を利用

して住宅を建築する個

人に対する助成 

 

30,000 30,000 30,000 農政課 

【新規事業】 

獣肉加工施設整備事業 

 

※辺地対策事業債充当事業 

有害鳥獣駆除、資源の

有効活用と中山間地活

性化を目的とした、獣

肉加工施設の整備 

20,000   農政課 

地域林道整備事業（林

道開設事業） 

 

施業道福用線、白山線

の開設 

 

33,170 36,370 33,170 農政課 

地域林道整備事業（林

道改良事業） 

 

※過疎対策事業債充当事業 

※辺地対策事業債充当事業 

林道清笹高根線、日掛

線、葛籠線の法面整備

等の実施 11,050 21,150 11,050 農政課 

地域林道整備事業（林

道舗装事業） 

 

※過疎対策事業債充当事業 

※辺地対策事業債充当事業 

林道葛籠線、鍋島犬間

線、家山線の舗装の実

施 40,600 20,400 35,750 農政課 
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２ 工業の振興 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

島田市企業立地促進事

業費補助金 

産業の活性化と雇用機

会創出のため、島田市

に立地する企業への補

助 

35,600 330,600  商工課 

【新規事業】 

工業用地整備事業（新

東名島田金谷ＩＣ周辺

用地） 

新東名島田金谷ＩＣ近

接の優位性を活かした

工業用地開発の調査 

 

10,000 12,000  商工課 

【新規事業】 

工業用地整備事業（中

河・東中瀬用地） 

はばたき橋や富士山静

岡空港近接の優位性を

活かした工業用地開発

の調査 

5,000 10,000  商工課 

 

４ 観光の振興 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

【新規事業】 

大井川流域観光客誘致

事業 

川根本町と連携し、大

井川流域の魅力を活か

した効果的な情報発信

の実施 

1,700 1,700 1,700 観光課 

【新規事業】 

島田市観光パンフレッ

ト更新事業 

滞在型宿泊施設供用開

始に併せた観光パンフ

レット作成 

 

 4,000  観光課 

野守の池周辺整備事業 

 

※過疎対策事業債充当事業 

交流人口増加、地域活

性化を目的とした野守

の池周辺の各種整備の

実施 

10,000 62,300 27,200 市街地整備課 

(仮称)川根温泉ふれあ

いの泉滞在型宿泊施設

整備事業 

 

※過疎対策事業債充当事業 

交流人口増加、地域活

性化を目的に観光拠点

となる滞在型宿泊施設

を川根温泉に整備 

1,180,000 756,000 18,800 観光課 

川根温泉施設改修事業 滞在型宿泊施設と入客

の相乗効果を目指し、

入浴客等が安心して利

用するための施設改修 

17,000 9,500  観光課 

川根温泉機械設備更新

事業 

バーデ棟にある設備機

器の更新及び合併処理

浄化槽等の修繕 

120,000 65,000  観光課 

【新規事業】 

田代の郷温泉源泉ポン

プ入替事業 

揚湯ポンプ等の点検及

びオーバーホールの実

施 

12,500   観光課 
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事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

お茶の郷管理運営事業

（商業棟改修） 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

富士山静岡空港開港に

伴う利用者増に対応す

るための改修 87,000   農政課 

お茶の郷管理運営事業

（博物館改修） 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

富士山静岡空港開港に

伴う利用者増に対応す

るための改修 194,000   農政課 

【新規事業】 

帯シャツ導入促進事業 

 

平成25年度開催の島田

大祭のＰＲや地元産業

の育成を目的とした帯

シャツの導入 

1,260 168 168 政策推進課 

 

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 

２ 次世代育成支援の推進 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

放課後児童クラブ施設

整備事業 

初倉小学校区放課後児

童クラブの整備 

 

1,500 6,900  児童課 

こども医療費助成事業 こどもに対する医療費

助成に要する経費 

※小中学校の通院費に

ついて県補助制度拡充 

296,000 292,000 291,000 児童課 

【新規事業】 

保育園改修事業 

島田市立第一保育園・

第三保育園の改修 

 

8,000   児童課 

特定不妊治療費助成事

業 

特定不妊治療に要する

治療費の一部助成 

 

25,600 25,600 25,600 健康づくり課 

妊婦健康診査事業 妊婦健康診査、超音波

検査、血液検査等検査

に要する経費の一部助

成 

67,000 67,000 67,000 健康づくり課 

認定こども園整備事業 （仮称）みどりこども

園整備事業に対する補

助 

236,290   教育総務課 
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３ 高齢者福祉の推進 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

介護保険施設整備事業 第６次島田市高齢者保

健福祉計画に基づく介

護保険施設整備への補

助 

81,600 81,600  長寿介護課 

 

４ 障害者福祉の推進 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

【新規事業】 

視覚障害者支援事業 

視覚障害者への音訳資

料提供を目的とした資

料製作、貸出に要する

経費 

500 600 300 図書館 

 

５ 健康づくりの推進 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

がん検診事業 健康増進法のがん検診

（胃、大腸、肺、乳、

子宮頸部）と前立腺が

ん検診の実施 

111,400 115,600 119,900 健康づくり課 

予防接種事業 感染の恐れがある疾病

の発生及び蔓延を防止

するための予防接種事

業の実施 

276,000 175,000 165,000 健康づくり課 

【新規事業】 

各種計画策定事業 

島田市健康増進計画及

び食育推進計画第二次

計画の策定 

 

5,000   健康づくり課 

 

６ 地域医療の充実 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

新病院建設事業 新市立島田市民病院の

建設 

 

 

  政策推進課 

医師住宅建設事業 住居環境改善を目的と

した医師住宅の建替え 

 

22,200 253,000 25,700 病院管理課 

 

 

新病院基本計画策定の中で算出 
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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 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

太陽エネルギー利用促

進事業 

太陽光発電システム等

省エネ設備の設置に要

する経費の一部補助 

20,000 20,000 20,000 環境課 

 

２ 循環型社会の推進 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

塵芥収集車両整備事業 年数を経過した塵芥収

集車両等の更新 

16,000 19,000 19,000 環境課 

田代環境プラザガス化

溶融施設点検整備業務

委託 

ガス化溶融施設の効率

的運転、施設延命化を

図るための点検整備業

務委託 

323,000 318,000 270,000 環境課 

合併処理浄化槽設置事

業 

生活排水による水質汚

濁を防止するため、合

併浄化槽設置者に対す

る経費の一部補助 

137,400 137,400 137,400 下水道課 

公共下水道汚水管渠整

備事業 

※社会資本整備総合交付金

事業 

生活環境や公共水域の

環境改善を目的とした

汚水管渠整備等の実施 

 

250,000 100,000 100,000 下水道課 

下水道長寿命化計画策

定業務 

ライフサイクルコスト

の最小化を目的とした

浄化センター長寿命化

計画の策定 

8,000 100,000 100,000 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 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

教育用コンピュータ整

備経費 

導入後５年以上経過す

る教育用コンピュータ

の更新 

23,600 34,000 35,000 教育総務課 

川根小学校校舎・屋内

運動場改築事業 

 

※過疎対策事業債充当事業 

児童の安心・安全な学

習環境整備を目的に、

築後40年以上経過した

校舎、37年が経過した

屋内運動場の改築 

42,100 566,100 467,400 教育総務課 
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事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

【新規事業】 

島田第四小学校屋内運

動場耐力度調査 

昭和46年に建築された

島四小屋内運動場の建

物耐力度調査の実施 

 

2,000   教育総務課 

小学校校舎耐震対策整

備事業（初倉小） 

 

 

県耐震基準をクリアす

るための初倉小校舎の

耐震補強の実施 

5,700 100,000  教育総務課 

【新規事業】 

島田第三小学校校舎改

修整備事業 

昭和43年建築の特別教

室棟（理科室、家庭科

室、図工室）を余裕教

室に再整備 

43,000   教育総務課 

学校給食共同調理場建

設事業 

 

※合併特例事業債充当事業 

老朽化と耐震強度不足

に伴う、文部科学省の

基準に適合した新調理

場の整備 

833,300 816,000 18,200 学校教育課 

嘱託員 特別支援教育支援員等

の配置 

 

88,100 88,100 88,100 学校教育課 

 

２ 生涯学習の充実 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

図書資料充実事業 人口10万人に対応する

冊数を目的に新図書館

及び金谷・川根図書館

の蔵書購入 

30,000 30,000 24,000 図書館 

【新規事業】 

図書館資料保護キャン

ペーン事業 

図書資料の汚損・破損

を防ぐためのキャンペ

ーンの実施 

 

1,050   図書館 

 

４ スポーツの振興 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

田代の郷陸上競技場整

備事業 

 

※合併特例事業債充当事業 

田代の郷陸上競技場の

トラック等の整備 

150,000   スポーツ課 

 

 



 16 

 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

横井運動場公園サッカ

ー場整備事業 

スポーツ振興や健康づ

くりを目的とした、既

存サッカー場の人工芝

への再整備 

 135,450  スポーツ課 

【新規事業】 

大井川さくら緑地坂路

整備事業 

 

急勾配及び幅員が狭い

坂路の整備 

 

5,000   スポーツ課 

【新規事業】 

マラソンコースソーラ

ーライト設置事業 

夜間利用者の視線誘導

や安全面向上を目的と

したソーラーライト設

置 

5,000   スポーツ課 

 

５ 芸術・文化活動の振興 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

自主文化事業経費 市民への文化・芸術の

鑑賞、参加機会提供を

目的とした文化事業の

開催 

13,000 13,000 13,000 文化課 

 

６ 歴史資源の保存と活用 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

国指定史跡・諏訪原城

跡保存整備事業 

発掘調査の継続及び来

園者に配慮した園路、

サイン表示等の整備 

 

61,000 24,000 62,600 文化課 

国指定史跡・島田宿大

井川川越遺跡保存整備

事業 

地域住民と協働した、

史跡、周辺環境の整備

や保存活動の実施 

 

17,950 28,500 5,500 文化課 
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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 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

自治会活動支援事業 自治会活動促進を目的

とした事業に対する経

費の一部補助 

 

10,100   秘書課 

町内会組織助成金（公

会堂建設） 

 

※辺地対策事業債充当事業 

地域コミュニティの核

となる公会堂の整備等

に要する経費の一部補

助 

43,900 35,460  総務課 

 

３ 公共施設の整備と適正配置 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

【新規事業】 

庁内ＬＥＤ照明購入事

業 

 

節電対策を目的とした

庁舎内照明のＬＥＤ化 

 

7,500 7,500  管財課 

庁舎周辺建物整備事業 老朽化が進み耐震性に

乏しい建物の解体等の

実施 

10,000   管財課 

 

４ 地域内外の交流の促進 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

都市提携・交流事業 

（国際交流の促進） 

教育、文化、産業振興

行政などの分野にわた

る交流 

 

11,800 9,900 9,900 秘書課 

産学官推進事業 大学誘致を目的とした

事業の実施 

 

6,500 6,500 6,500 政策推進課 

 

５ 開かれた行政と行財政の効率化 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

【新規事業】 

市民課窓口業務の民間

委託 

市民サービスの向上と

人件費の削減を目的と

した窓口業務の民間委

託 

 

 21,000 24,500 市民課 
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事 業 費 

事業名 事業概要 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 

担当課 

広報発行事業 広報媒体を通じ、市民

への市政及び市民生活

に必要な情報の提供 

 

12,900 16,400 12,900 広報課 

学校給食調理等業務委

託 

 

学校給食の調理等の業

務の一部民間委託 

 

 

109,000 109,000 86,700 学校教育課 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施計画書（平成25年度～平成27年度） 
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