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Ⅰ 計 画 の 趣 旨 

１ 趣 旨 

この実施計画書は、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」の実現ために行う事業の内、主要な事業の今後３年間の実施方針を取りま

とめたもので、予算編成の基礎となります。 

 

２ 策定にあたっての基本的な考え方 

 

(1) 計画の期間 

平成 27 年度から平成 29 年度までの３か年 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 目的 

実施計画は、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、少子高

齢化や人口減少に代表される社会情勢や一層厳しさを増す本市の財政状況等を踏まえ、「選

択と集中」を基本に、効果的・効率的な事業実施を目的として策定するものです。 

 

(3) 登載事業 

実施計画の登載事業は、総合計画後期基本計画の重点プロジェクト関連事業に位置づけら

れている投資的事業をはじめ、事業費が多額なもの、新規に取組むもの、政策的な性格が

強いものなどとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【島田市総合計画の構成】 

・基本構想     平成21年度～平成29年度（９年間） 

・基本計画（前期） 平成21年度～平成25年度（５年間） 

・基本計画（後期） 平成26年度～平成29年度（４年間） 

・実施計画     毎年度、３年ローリングによる見直し 

《後期基本計画重点プロジェクト》 

 

１．ほっと定住プロジェクト 

“住みたい・住み続けたい”安全で安心なまちづくりによる定住促進 

２．やりがい協働プロジェクト 

ライフスタイルやライフステージに応じて“だれもが活躍できる” 

機会づくりによる協働推進 

３．にぎわい交流プロジェクト 

市内外の多様なひと・ものが盛んに行き交う魅力あふれるまちづくりによる交流促進 
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３ 総合計画における施策の大綱・施策の柱  

 

 

第１章 都市基盤が充実し、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 危機管理体制の強化 

２ 地震、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 子ども・子育て支援の推進 

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 循環型社会の推進と生活環境の保全 

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 文化・芸術活動の振興 

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～まちづくりの進め方～ 

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 国内外の地域との交流促進 

５ 開かれた行政と行財政の効率化 

 

 

４ 運用等 

 

(1) この計画の運用にあたっては、国・県等の制度変更や社会経済情勢の変化などに的確に対

応するため、常に最新の情報を確実に収集するよう努めます。 

 

(2) 事業の実施にあたっては、事業目標、事業期間、事業量、事業費等を常に見直すことで、

より効果的・効率的に成果を得ることを目指します。 

 

(3) この計画に掲載した事業費については、計画策定時点の状況で算定したものであり、その

後の情勢変化により、各年度の当初予算額との間に差異が生じる場合があります。 
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 - 5 - 

Ⅱ 計画の内容  

第１章 都市基盤が充実し、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27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

空港周辺プロジェクト

推進事業 

 

 

 

※空港隣接地域振興事業 

金谷中学校跡地をはじ

め、富士山静岡空港周

辺の新たな交流拠点の

整備及び周辺エリアの

都市基盤整備の推進 

 

183,000   空港振興課 

新東名島田金谷ＩＣ周

辺開発プロジェクト 

新東名高速道路島田金

谷IC周辺について、農

業振興地域の見直しに

よる都市的土地利用等

へ転換を図る 

67,000 26,800 312,000 都市計画課 

中山間地域交流促進事

業 

中山間地域の魅力を発

信し、交流人口の増加

や地域活性化を図る 

20,000 17,000 20,000 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27年度 平成28年度 平成29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 

※空港隣接地域振興事業 

空港、金谷地域及び初

倉中心地域へのアクセ

ス強化を目的とした色

尾交差点から谷口中河

線までの道路整備 

 

125,800 80,200 30,000 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 

新東名高速道路島田金

谷ＩＣへのアクセス道

路の整備 143,700 74,400  建設課 

二軒家牛尾線改良事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

新東名高速道路島田金

谷ＩＣへのアクセス向

上を目的とした道路拡

幅 

  30,000 建設課 

谷口中河線改良事業 

（大柳南中河工区・大

柳南工区・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

との接続に伴う道路整

備 

 

307,000 70,000 86,800 建設課 

※※※※平成平成平成平成27272727年度年度年度年度～～～～29292929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））））    
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事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

島竹下線改良事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

国道473号交差点から

五和小学校交差点まで

の道路拡幅改良 

17,800 138,600 115,400 建設課 

【新規事業】 

菊川神谷城線改良事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

ＪＲ上り線橋りょう付

近の道路線形の改良 

  12,000 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 

 

26,000 25,000 25,000 建設課 

蓬莱橋線改良事業 

 

※社会資本整備総合交付金

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 

 

29,100 35,950 81,800 建設課 

【新規事業】 

谷口道線改良事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

吉田ＩＣから東光寺Ｉ

Ｃまでのアクセス改善

を目的とした国道１号

から東町御請線までの

道路整備 

  14,000 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  12,000 12,000 建設課 

【新規事業】 

本通り向谷線改良事業 

 

※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 20,000 20,000 20,000 建設課 

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 

10,000 11,000 20,000 建設課 

猪土居牧之原１号線・

２号線改良事業 

※社会資本整備総合交付金

事業 

※空港隣接地域振興事業 

交通量増加による舗装

劣化等に対する道路改

良 34,000 34,000 34,000 建設課 

【新規事業】 

尾川上伊太線整備事業 

※社会資本整備総合交付金

事業 

法面に変調がある尾川

上伊太線尾川側の現状

把握の実施 

 3,000  建設課 
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事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

【新規事業】 

沖田鎮守原線改良事業 

 

※空港隣接地域振興事業 

空港隣接地域の生活道

路改善のための道路拡

幅改良 

 

16,000 34,200 18,800 建設課 

【新規事業】 

向山５号線改良事業 

 

※空港隣接地域振興事業 

空港隣接地域の生活道

路改善のための道路拡

幅改良 

 

 26,000 35,500 建設課 

石上日掛線改良事業 

 

※過疎対策事業債充当事業 

笹間地区における生活

道路改善のための舗装

改良 

 

8,600 8,100 5,100 建設課 

【新規事業】 

抜里循環線道路改良事

業 

※過疎対策事業債充当事業 

抜里地区の生活道路改

善のための道路拡幅改

良 

 

 5,100 9,100 建設課 

【新規事業】 

駅前駿遠橋線道路改良

事業 

 

※過疎対策事業債充当事業 

家山駅周辺の生活道路

改善のための道路舗装

改良 

 

 8,100 8,100 建設課 

【新規事業】 

総合施設西線改良事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

プラザおおるり西側道

路の舗装劣化による道

路改良 

 

 15,000 15,000 建設課 

中村上伊太線・上伊太

10号線他改良事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

伊太小水力発電所付近

の市道拡幅改良及び橋

りょうの架け替えな

ど、伊太地区北部の幹

線道路の整備 

50,000 5,000 44,300 建設課 

【新規事業】 

大川町横井線改良事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

中心市街地と島田駅南

口、島田球場を結ぶア

クセス道路における路

面段差の改善 

18,000   建設課 

【新規事業】 

竹下牛尾線改良事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

市道番生寺横岡線から

国道４７３号への道路

整備 12,400 12,400 12,000 建設課 

【新規事業】 

阿知ケ谷東光寺線改良

事業 

※社会資本整備総合交付金

事業 

国道１号線バイパス東

光寺ＩＣから国道１号

線までの幹線道路の舗

装改良 

 

10,000 10,000  建設課 
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事 業 費 担当課 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度  

【新規事業】 

東町東西１号線改良事

業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

県道島田大井川港線か

ら東町公会堂までの取

り付け道路の拡幅改良 

 3,500 4,000 建設課 

【新規事業】 

本通五丁目南町線（横

井中央線）延伸事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

市民病院から市街地を

経由し大井川緑地に接

続する避難経路の整備 

4,500 90,500 36,900 建設課 

橋りょう長寿命化修

繕・耐震事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

橋りょう長寿命化修繕

計画に基づく修繕工事

の実施 181,000 134,000 64,000 建設課 

【新規事業】 

橋りょう等長寿命化点

検事業 

 

 

橋りょうやトンネルな

ど道路構造物の５年毎

の点検実施及び長寿命

化を図るための修繕計

画の策定 

 

55,500 72,500 48,500 土木管理課 

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 

幹線避難路に位置付け

られた大津通り線の電

柱、架空線の地中化の

実施 

104,500 92,400 45,200 

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 

 

589,000 396,200 339,000 

市街地整備

課 

【新規事業】 

道悦旭町線改良事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

谷口道線交差点部から

六合駅南側交差点間の

道路改良 

 

 18,000 138,000 

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27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

コミュニティバス運行

管理経費 

コミュニティバスの運

行管理に要する委託経

費 

 

240,000 240,000 240,000 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27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

稲荷浄水場浄水施設耐

震補強事業 

 

※水道事業会計 

稲荷浄水場の急速ろ過

池や場内配管等浄水施

設の耐震化 

 

60,000 14,000 14,000 水道課 

稲荷浄水場非常用発電

装置整備事業 

 

※水道事業会計 

非常時の給水拠点とな

る稲荷浄水場における

非常用発電施設の設置 

 

95,000   水道課 

牧之原本線老朽管布設

替事業 

 

※水道事業会計 

水道管の経年劣化に伴

う布設替の実施 

 

36,000 36,000 62,000 水道課 

家山簡易水道 井戸築

造、送水管布設工事 

 

※簡易水道事業特別会計 

安定的な水の確保を目

的とする家山簡水の井

戸築造 

40,000   

水道課 

（簡水） 

【新規事業】 

抜里簡易水道 配水池

整備工事 

 

※簡易水道事業特別会計 

抜里簡易水道の配水池

の経年劣化に伴う配水

池整備事業  2,300 10,500 

水道課 

（簡水） 

【新規事業】 

小川簡水 井戸築造、

浄水場整備、送水管布

設 

 

※簡易水道事業特別会計 

小川簡易水道の安定的

な水の確保を目的とす

る地下水を利用した浄

水施設の整備事業 

 5,000 10,000 

水道課 

（簡水） 

 

５ 公園緑地の整備 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

都市公園安全・安心対

策緊急総合支援事業 

 

 

平成23・24年度に実施

した公園長寿命化計画

の調査結果に基づく公

園施設の改築・更新 

 

30,000 30,000 36,000 市街地整備課 

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

業の基幹事業としての

公園整備 

 37,800  市街地整備課 

【新規事業】 

ばらサミット開催事業 

 

第24回ばらサミットの

開催（新市誕生10周年

と併せ開催） 

 

3,000   市街地整備課 
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事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

【新規事業】 

菊神公園整備事業 

 

菊神公園の老朽化に伴

う整備事業 1,200   市街地整備課 

【新規事業】 

向島公園整備事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

都市計画決定されてい

る当公園について防災

上の利用を視野に入れ

た公園整備事業 

10,000 10,000 40,000 市街地整備課 

【新規事業】 

帯桜育成事業 

 

帯桜の枝分け、育苗、

植樹の実施による桜の

花が咲き誇る街並み創

出 

1,000 1,000 1,000 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27年度 平成28年度 平成29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 

 

61,000 61,000 61,000 広報課 

 

第２章 市民が安全・安心に暮らせるまち 

１ 危機管理体制の強化 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

防災用施設資機材整備

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 危機管理課 

防災用施設資機材整備

事業（消防自動車） 

 

※過疎対策事業債充当事業 

島田市消防団に配備し

ている消防自動車の更

新 

35,000 37,000 36,000 危機管理課 

自主防災組織育成事業

（自主防災組織育成対

策補助金） 

自主防災組織が実施す

る防災訓練や資機材等

の整備に対する補助 

 

12,000 12,000 12,000 危機管理課 

水防対策事業 

 

市内の水害に対処する

ための初期水防体制の

整備 

 

6,300 6,300 6,300 危機管理課 
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事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

【新規事業】 

消防団詰所整備事業 

 

老朽化した消防団詰所

（１分団１部）の更新 1,000 30,000  危機管理課 

避難所倉庫整備事業 

 

 

第一次指定避難所（39

箇所）の倉庫の追加整

備 

3,800 3,800 3,800 危機管理課 

通信機器整備事業（同

報無線親機更新） 

 

老朽化した同報無線親

機の更新 

 

 62,000  危機管理課 

プロジェクト 

「TOUKAI-0」総合支援

事業費補助金 

 

地震等による木造住宅

等の倒壊被害を防止す

るための補助事業 

 

51,300 51,300 51,300 建築住宅課 

島田球場耐震化事業 

 

 

東海地震等による被害

を防止するための耐震

化 

79,000   

スポーツ振

興課 

斎場ガラス飛散フィル

ム改修工事 

 

島田市斎場及び金谷斎

場の窓ガラス飛散防止

工事 

 4,200  環境課 

 

２ 地震、風水害、土砂災害対策の充実 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

犬ヶ沢改修事業 

 

 

※空港隣接地域振興事業 

南原中原農道の整備に

合わせた浸水対策を目

的とした水路末端部の

犬ヶ沢の改修 

15,000 15,000 15,000 建設課 

島尻２号・西海道線水

路改修事業 

 

浸水被害の防止を目的

とした排水路の改修 21,000 20,000  建設課 

道悦地内排水路改修事

業 

 

六合駅北側の冠水解消

を目的とした水路改修 

 

14,500 15,000  建設課 

大柳地内排水路改修事

業 

 

冠水被害の防止を目的

とした谷口大柳線下流

部の排水路の改修 

 

20,000 20,000 20,000 建設課 

問屋川６号都市下水路

改修事業 

 

浸水被害を防止するた

めの水路改修 

 

15,000 15,000 14,000 建設課 

急傾斜地崩壊対策事業 

 

 

 

がけ崩れから人家、道

路等を守るための県の

急傾斜地崩壊危険区域

指定に係る調査 

 

7,700   建設課 
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事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

【新規事業】 

勝間田川改修事業 

※空港隣接地域振興事業 

洗掘から護岸を保護す

る改修工事 

 

 10,000  建設課 

【新規事業】 

下湯日地内排水路改修

事業 

※空港隣接地域振興事業 

浸水被害防止のための

排水路改修 

 

 7,000  建設課 

【新規事業】 

稲荷二丁目排水路改修

事業 

冠水被害防止のための

排水路改修 

 

 10,000  建設課 

細島都市下水路整備事

業 

 

県施行の東光寺谷川水

路整備にあわせた周辺

水路の整備 

12,000 30,000 30,000 建設課 

早川改修事業 

 

 

周辺への住宅浸水を防

止するための水路改修 5,000   建設課 

波田川改修事業 

 

 

落合ニュータウン等の

住宅浸水を防止するた

めの水路改修 

11,700   建設課 

【新規事業】 

錦糸川排水路改修事業 

 

合流地点の大代川朝日

橋付近の浸水被害防止

を目的とする水路改修 

 6,500 5,000 建設課 

【新規事業】 

沼伏地内排水路改修事

業 

※空港隣接地域振興事業 

県道住吉金谷線沿いの

法定外水路の改修 

 

3,000 4,000 5,000 建設課 

【新規事業】 

宝来町地内排水路改修

事業 

蓬莱橋線改良事業にあ

わせた地区内未改修水

路の整備 

1,000 8,000  建設課 

がけ地近接等危険住宅

移転事業 

 

危険ながけに近接する

住宅を移転するための

補助事業 

14,000 14,000 14,000 建築住宅課 

 

３ 消防・救急・救助体制の充実 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

消防救急デジタル無線

整備事業 

消防広域化事業に合わ

せた消防救急無線のデ

ジタル化 

111,705   警防課 

消防車両整備更新事業 

 

老朽化した消防ポンプ

車、はしご車、指令車

等の更新 

35,000 130,000 35,000 警防課 

【新規事業】 

消防指令業務事務委託

事業 

消防広域化に伴い整備

した情報システム機器

の維持管理 

948 30,128 30,127 警防課 
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事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

【新規事業】 

消防救急デジタル無線

運用事業 

消防広域化事業に合わ

せデジタル化した消防

救急無線の保守管理 

 

 19,197 19,197 警防課 

初倉分遣所耐震化事業 

 

※空港隣接地域振興事業 

初倉分遣所の防災拠点

維持を図るための耐震

化、修繕の実施 

30,000   消防総務課 

 

５ 交通安全対策の充実 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

【新規事業】 

自転車等駐車場管理運

営費 

 

島田駅南口駐輪場への

パーキングシステムの

設置 

 

12,100   市民安心課 

 

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27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

【新規事業】 

強い農業づくり交付金

事業 

※強い農業づくり交付金事

業 

茶園の改植や園地改良

整備を行う小規模土地

基盤整備、荒茶加工施

設整備等への助成 

301,600   農林課 

【新規事業】 

農業基盤整備促進事業 

 

※農業基盤整備促進事業 

茶業の生産体制強化の

ための国の老朽化設備

（防霜ファン）の更新 

140,800   農林課 

【新規事業】 

美しい農村再生支援事

業 

※美しい農村再生支援事業 

農村の景観や伝統的農

法の継承を目的とした

支援事業 

6,000   農林課 

農業農村整備事業 

 

※農業農村整備事業 

農業経営の安定化のた

めの農道や水路などの

整備 

26,600 64,200 62,100 農林課 

空港隣接地域振興事業 

 

※空港隣接地域振興事業 

空港隣接地域における

農道、排水路等の基盤

整備 

56,400 60,600 22,600 農林課 

【新規事業】 

県営茶園基盤整備事業

負担金 

※空港隣接地域振興事業 

農地集約を進めるため

の県営茶園基盤整備事

業に対する負担金 

10,400 32,000 19,700 農林課 
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事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

国営大井川用水農業水

利事業償還金 

 

 

 

大井川用水地区の基幹

水利施設の老朽化に伴

う国営かんがい排水事

業による改修に対する

償還金 

 

  443,000 農林課 

地域林道整備事業（林

道開設事業） 

 

福用線、白山線の林道

開設 32,000 32,000 32,000 農林課 

地域林道整備事業（林

道改良事業） 

 

※辺地対策事業債充当事業 

清笹高根線の路面や法

面の保全の実施 

 8,700 8,700 農林課 

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 

葛篭線、鍋島犬間線、

相賀小川線、会下沢線

の舗装改修 

34,400 30,600 29,300 農林課 

 

２ 工業の振興 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

島田市企業立地促進事

業費補助金 

 

市内への企業誘致の促

進、産業の活性化及び

就業機会の確保のため

の補助事業 

 

308,400 103,600 116.000 商工課 

【新規事業】 

島田市物流業立地事業

費補助金 

 

交通結節機能を活かし

た物流事業者の誘致の

ための補助事業 

10,200 20,400 20,400 商工課 

【新規事業】 

小規模事業者経営改善

資金利子補給事業 

 

小規模事業者の経営の

安定、改善を図るため

の利子補給事業 

750 750 750 商工課 

【新規事業】 

フーズサイエンスヒル

ズプロジェクト 

 

県が目指している食品

関連産業集積を実施す

るための県産業振興財

団に対する負担金 

 

1,000 1,000 1,000 商工課 

東中瀬工業用地・アク

セス道路整備事業 

 

 

東中瀬地区の工業用地

整備を図るためのアク

セス道路等の整備 

6,700 84,000 114,000 商工課 
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３ 商業・サービスの振興 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

産業活性化推進事業 起業や既存中小企業の

経営改善の支援を目的

とした「産業支援セン

ター」設置、セミナー

や個別相談会の実施 

3,300 1,700 1.700 商工課 

【新規事業】 

おび通り活性化事業 

 

中心市街地への誘客と

活性化を目的としたお

び通りにおけるにぎわ

い創出イベント等の企

画・運営 

1,071 1,071 1,071 商工課 

 

４ 観光の振興 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

千葉山周辺観光施設整

備事業 

 

田代の郷温泉を起点と

する丁仏参道ハイキン

グコースの整備 

15,500 15,300 7,300 観光課 

田代の郷温泉施設 

維持・修繕事業 

「伊太和里の湯」の機

械・電気設備等の修繕 

15,500 17,900 19,400 観光課 

【新規事業】 

観光サイン整備事業 

 

市内観光拠点の案内標

識及び観光拠点への誘

導標識の設置 

15,000 15,000  観光課 

 

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 子ども・子育て支援の推進 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

地域おせっかい人養成

事業 

 

結婚、出産、子育て、

社会復帰に対する支援

体制の構築に必要な人

材の育成 

700 700 700 

子育て応援

課 

放課後児童クラブ施設

整備事業 

 

児童クラブの建設に要

する経費 

 

  

子育て応援

課 

放課後児童クラブ運営

事業 

 

児童クラブの運営に要

する経費 95,000 101,000 110,000 

子育て応援

課 

こども館運営事業 

 

民活による運営に要す

る指定管理料 

27,453 27,453 27,453 

子育て応援

課 

【新規事業】 

保育所施設整備事業 

五和保育園の吊天井落

下防止工事 

10,000   保育支援課 

初倉小学校と初倉南小学校の児童クラ

ブ整備について早急に検討する。 
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事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

【新規事業】 

幼稚園・保育園等第３

子以降保育料無償化事

業 

15歳以下の子どもを３

人以上扶養している世

帯に対する支援 

 

 

  保育支援課 

【新規事業】 

保育所施設解体・撤去

事業 

抜里保育園の解体・撤

去工事 12,000   保育支援課 

民間保育所委託運営事

業 

 

民間保育所への保育委

託及び保育の運営支援

に要する経費 

1,388,540 1,388,540 1,558,040 保育支援課 

【新規事業】 

幼稚園委託運営事業 

（施設型給付費） 

幼稚園への保育委託及

び保育の運営支援に要

する経費 

428,000 428,000 428,000 保育支援課 

【新規事業】 

私立幼稚園助成事業 

 

平成27年度からの「子

ども子育て支援新制

度」の開始に伴う一時

預かり等への助成 

15,700 15,700 15,700 保育支援課 

【新規事業】 

地域型保育給付費支給

事業 

「子ども子育て支援新

制度」の開始に伴う地

域型保育事業への給付

制度 

73,000 73,000 73,000 保育支援課 

 

３ 高齢者福祉の推進 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

【新規事業】 

高齢者移動支援サービ

ス事業 

 

公共交通空白エリアに

おける高齢者等の外出

や移動を支援するサー

ビスの提供 

2,000 4,000 4,000 長寿介護課 

【新規事業】 

養護老人ホームぎんも

くせい改修工事 

屋根の防水や外壁塗装

などの施設改修工事 

 

5,600 12,000  長寿介護課 

居場所づくり事業 

 

地区社協等が整備する

高齢者の居場所づくり

に対する補助 

2,600 2,600 2,600 長寿介護課 

地域包括支援センター

事業 

 

※介護保険事業特別会計 

地域包括支援センター

運営に要する経費。平

成27年度に第二中学校

区の委託化を実施 

119,704 119,704 119,704 長寿介護課 

げんきアップシニアサ

ポーター養成事業、シ

ニアトレーニングルー

ム開放事業 

 

※介護保険事業特別会計 

中学校区を単位とした

シニアトレーニングル

ームの設置。げんきア

ップシニアサポーター

によるトレーニングの

指導 

5,458 5,822 6,186 長寿介護課 

実施の可否や開始時期、財源など

について早急に検討する。 
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４ 障害者福祉の推進 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

【新規事業】 

島田市福祉総合システ

ム更新事業 

福祉総合システム（障

害福祉、児童福祉、高

齢福祉）の更新 

31,700 18,700 18,700 福祉課 

 

５ 健康づくりの推進 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

在宅医療連携拠点事業 

 

終末期に自宅やケア付

き住宅など住み慣れた

場所で安心して医療を

受けられる体制の整備 

5,200 5,100 5,100 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27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

新病院建設事業 

 

※病院事業会計 

新市立島田市民病院の

建替え 

 

 

  

病院 

経営企画課 

病院情報システム更新

事業 

※病院事業会計 

効率化と安定化を図る

ための病院情報システ

ムの更新 

47,000 870,000  

病院 

医療情報室 

 

７ 国民健康保険事業の健全な運営 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

【新規事業】 

国民健康保険データヘ

ルスアップ事業 

 

※国民健康保険事業特別会

計 

被保険者の医療情報や

健診情報等の分析に基

づく保健指導 

 

9,000 9,000  国保年金課 

 

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 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

温泉付随ガス発電事業 川根温泉井戸から湧出

する温泉付随ガスを利

用したガス発電システ

ムの整備 

3,000 104,000 7,000 観光課 

新病院建設基本計画で事業費、工

程等を明らかにする。 
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２ 循環型社会の推進と生活環境の保全 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

リサイクル事業 

 

ごみや資源類等の収集

及び処理 

 

206,100 207,900 207,900 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 

 

408,000 397,000 450,000 環境課 

クリーンセンター長寿

命化事業 

 

※社会資本整備総合交付金

事業 

クリーンセンターの老

朽化に伴う設備の改良 

 6,000 28,000 200,000 下水道課 

下水道長寿命化事業 

 

 

※公共下水道事業特別会計 

島田浄化センターの長

寿命化を目的とした計

画的な設備の更新 

 

384,000 20,800 83,200 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27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

川根小学校校舎等改築

事業 

 

※過疎対策事業債充当事業 

校舎の改築、川根図書

館の併設整備 

873,400   教育総務課 

初倉小学校校舎耐震対

策事業 

 

県の耐震基準を満たす

ための耐震補強工事 

 

 

219,700   教育総務課 

神座小学校校舎耐震対

策事業 

 

県の耐震基準を満たす

ための耐震補強工事 

 

 

 4,800 4,200 教育総務課 

島田第四小学校校舎・

屋内運動場改築事業 

 

老朽化に伴う全面改築

工事 

 

 

30,000 75,700 805,300 教育総務課 

島田第一小学校校舎改

築事業 

 

老朽化に伴う全面改築

工事 

 

 

 12,000 27,000 教育総務課 



 - 19 - 

２ 生涯学習の充実 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

新川根図書館整備事業 

 

 

川根図書館の移転に伴

う図書館システム等の

移設 

 

5,000 113 113 図書館課 

新川根図書館整備事業

（備品） 

 

 

川根図書館の移転に伴

う備品の購入 

 

6,000   図書館課 

図書資料充実事業 

 

図書館の図書資料の拡

充 

 

 

35,300 40,000 37,000 図書館課 

 

４ スポーツの振興 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

島田球場施設改修事業 

 

耐震補強工事と併せて

行う外野グラウンドの

拡張及び施設修繕・改

良 

 

84,000 13,000 13,000 

スポーツ振

興課 

各種大会助成事業 しまだ大井川マラソン

inリバティ等のスポー

ツイベント実行委員会

への助成 

 

13,300 13,300 13,300 

スポーツ振

興課 

 

５ 文化・芸術活動の振興 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

プラザおおるり施設修

繕事業 

 

視聴覚室の改修及び老

朽化部分の修繕 

 

 

8,743 2,653 2,000 文化課 

金谷生きがいセンター

施設修繕事業 

 

耐用年数が経過した空

調機の更新及び老朽化

部分の修繕 

 

 

1,286 1,367 1,000 文化課 

川根文化センター施設

修繕事業 

 

屋上防水シートの張替

え及び老朽化部分の修

繕 

 

6,240 1,320 1,000 文化課 
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６ 歴史資源の保存と活用 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29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 

 

46,500 48,600 37,500 文化課 

国指定史跡・島田宿大

井川川越遺跡保存整備

事業 

 

史跡保存のための建物

及び土地の購入 

45,700 26,000 39,000 文化課 

 

第７章 市民と行政がともに創る、活力に満ちたまち～まちづくりの進め方～ 

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27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

自治会活動活性化事業

費補助金 

自治会運営に要する経

費の一部補助 

 

 

9,700 9,700  秘書課 

ファシリテーションを

活用した楽しい協働の

まちづくり研修 

 

市民ファシリテーター

育成のための研修実施 

 

1,700 1,700 1,700 企画課 

自治基本条例制定事業 自治基本条例の制定を

目的とした市民会議の

開催 

 

2,400 900  企画課 

 

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27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

市有建物解体事業 

 

老朽化した市有建物

（御陣屋稲荷北側倉庫

等）の解体・撤去 

1,400 13,000 20,000 管財課 

島田市役所本庁舎新築

事業 

 

 

築51年が経過し老朽化

している島田市役所本

庁舎の建替え 

 

 

  

管財課、 

企画課 

島田市斎場火葬炉耐火

煉瓦全体積替事業 

 

 

供用開始から21年の経

過により劣化した炉全

体の煉瓦積替え修繕 

 

10,000 10,000 9,000 環境課 

合併特例債の活用を視野に入れ、公

共施設マネジメントの中で優先的に

検討する。（市民会館、金谷庁舎も

同様とする。） 
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４ 国内外の地域との交流促進 

事 業 費 

事業名 事業概要 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

都市提携・交流事業 

（国際交流の促進） 

姉妹都市や友好親善都

市への訪問団の派遣や

周年記念事業の開催 

 

7,000 15,000 9,000 秘書課 

合宿誘致促進経費 大学・高校のスポーツ

合宿に対する補助等 

 

5,100 5,500 5,500 

スポーツ振

興課 

オリンピック・パラリ

ンピック合宿誘致事業 

 

2020年の東京オリンピ

ック・パラリンピック

に向けた各国選手の合

宿誘致の促進 

 

  

スポーツ振

興課 

 

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27年度 平成28年度 平成29年度 

担当課 

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 

32,300 32,600 32,600 市民課 

広報発行事業 広報紙の発行及び編集

機器の更新 

 

14,500 16,000 16,400 広報課 

学校給食共同調理場業

務民間委託 

 

南部学校給食共同調理

場の調理・配送･配膳業

務及び新調理場の配

送・配膳業務の民間委

託 

143,000 143,000 143,000 学校給食課 

社会保障・税番号制度

導入事業 

 

平成27年度から社会保

障・税番号制度が導入

されることに伴う住民

情報システム等の改修 

 

71,660   総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施方法等について早急に検討

する。 
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