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第１次磐田市総合計画実施計画（Ｈ28－H30）



 
 
 
 
 

本市では、平成 19 年３月に策定した磐田市総合計画前期基本計画に基づき、取組みを

進めてきましたが、この計画の計画期間が平成 23 年度をもって終了することから、その

進捗状況や実績を評価・検証するとともに、今後５年間に取り組むべき課題について検討

を行い、新たに、平成 28 年度を目標年次とする「後期基本計画」を策定しました。 

この計画を着実に推進するため、実施計画を策定し、本市のまちづくりを総合的、計画

的に進めます。 
 
 
 【計画の構成】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   実施計画の位置付け １ 

基本構想、基本施策 

（平成１９年度～平成２８年度） 

基本計画 

前期 （平成１９年度～平成２３年度） 

後期 （平成２４年度～平成２８年度） 

実施計画 

（３カ年、毎年度ﾛｰﾘﾝｸﾞ） 

 
 
○実施計画は、基本計画に位置付けられた各施策の具
体的な実施方法等をまとめたものです。 

実施計画 

 
 
○基本構想は、まちづくりの基本的な考え方を示す「理
念」、目指す「将来像」、これを実現するための「基
本施策」をまとめたものです。 

基本構想 

 
 
○基本計画は、基本構想に基づき、計画期間内の基本
的な施策を体系的に示したものです。 

基本計画 
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実施計画とは、本市が目指すまちの実現に向け、後期基本計画に掲げる施策の方向性に

基づいて実施する主要な事業について、事業内容と実施時期等を明らかにし、行財政運営

の指針とするものです。 

また、この計画は、社会経済情勢などの変化に柔軟に対応するとともに、財政状況を的

確に反映させるためローリング方式により毎年度、更新をしていきます。 

この実施計画の計画期間は、平成２８年度から平成３０年度までの３年間とします。 
 
 
 
 
 
 
 

実施計画の策定にあたっては、以下の視点に基づき策定することとしています。 

 

  財政状況等を考慮し、事業の重要度・緊急度・優先度を総合的に勘案した上で、 

「あれもこれも」ではなく「あれかこれか」のメリハリのある計画とする。 

  実施計画に掲げる事業は、実施時期・実施箇所・事業規模等の事業内容を明確にし、

市民に対し分かりやすいものとする。 

  計画期間である３年間では、防災、医療、福祉、子育て、教育などに関する施策を

重点的に推進する。 

 
 
 
 
 
 

後期基本計画に示した施策を推進する上で、特に主要な事業として、実施を予定するも

ののうち、下記の要件を満たす事業を対象とします。 

なお、コスト（事業費）が発生しない事業であっても、主要な事業に位置づけられるも

のは対象とします。 

 

  後期基本計画の各章に示された「５年間に力を入れて取り組むこと」に掲げる事業 

  総事業費が１億円以上のハード事業 

※ 国・県・民間などが事業主体で、市が１億円以上の事業費を負担・助成するもの

を含む 

  その他後期基本計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略に示した施策の推進に向け

た主要なソフト・ハード事業 

 

   実施計画の目的と期間 ２ 

   実施計画策定にあたっての基本的な考え方 ３ 

   実施計画の対象事業 ４ 
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対象事業の考え方に基づき算出した基本目標（基本計画の「章」）ごとの事業費です。 

なお、この計画に掲載された事業の実施については、社会情勢や財政状況の変化により、

計画の変更・中止なども充分あり得ることから、必ずしも予算化を約束するものではあり

ません。 

 

 （主要事業 事業費ベース）                     単位：百万円 

 

 ３カ年事業費 

財     源 

一般財源 

（その他収入含む）

特定財源 

（国・県支出金）

特定財源 

（市債） 

環境にやさしいまちづくり 
1,108 472 239 397 

11,414 5,164 2,286 3,964 

住んで良かったと思える 

まちづくり 

9,738 5,073 2,500 2,165 

9,738 5,073 2,500 2,165 

豊かな心を育み活躍できる 

まちづくり 

5,248 2,871 366 2,011 

5,248 2,871 366 2,011 

安全・安心なまちづくり 
7,236 2,956 2,181 2,099 

7,236 2,956 2,181 2,099 

やさしさ、ふれあい、支え合い

のまちづくり 

6,299 4,482 1,427 390 

8,302 5,941 1,971 390 

交流と活力のあるまちづくり 
2,230 1,482 372 376 

2,230 1,482 372 376 

計画推進のために 
1,087 864 53 170 

1,087 864 53 170 

合    計 
計（一般会計分） 32,946 18,200 7,138 7,608

計（全事業） 45,255 24,351 9,729 11,175

 
※上段は一般会計事業分、下段は、特別会計・企業会計の事業分を含む。 

 

   計画期間内の章別事業費 ５ 
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各章ごとに、実施計画事業の計画内容について、施策の順番に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※完了した事業は、「完了事業」と明記し、事業名のみの掲載としています。また、統合した事業について

は、統合先を明記し、表を点線で囲んでいます。 

 

 

   実施計画の構成 ６ 

基本施策 
基本目標を達成するための基本施策を
記載しています。 

事業名 
事務事業名等を記載しています。 
事業概要 
事業の内容を簡単に記載しています。 
※総合戦略に掲載されている事業は、「総合戦
略」と記載しています。 

事業内容 
各年度に実施する事業内容を記載して
います。 

概算事業費 
３年間の事業内容に要する経費を記載
しています。事業費を要しない場合「―」
で表しています。（単位：千円） 

基本目標 
基本目標名を記載しています。 
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   地球環境の保全に努めます 

   身近な自然環境の保全を推進します 

   良好な生活環境づくりに努めます 
 
 
 

No 1  総合戦略 

事業名 地球環境保全事業 
事業概要 市内事業所から排出される温室効果ガス（特に二酸化炭素）排出量の削減を目指し、エコアクショ

ン 21 の取得事業者に対する支援を行う。また、磐田市環境基本条例第７条に規定される環境基本計
画の推進及び進行管理を行う。 

担当課名 環境課 概算事業費 ６，６００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

磐田市温室効果ガス排出量算定調査
磐田市役所地球温暖化対策実行計画
（事務事業編）の実施 
エコアクション 21 取得事業者支援
補助金の交付 

磐田市温室効果ガス排出量算定調査
磐田市役所地球温暖化対策実行計画
（事務事業編）の実施 
エコアクション 21 取得事業者支援
補助金の交付 
次期環境基本計画の策定 

磐田市温室効果ガス排出量算定調査
磐田市役所地球温暖化対策実行計画
（事務事業編）の実施 
エコアクション 21 取得事業者支援
補助金の交付 

 

第１章 基本施策 １  環境保全の推進

 環境にやさしいまちづくり 

 実施計画事業 一覧 

 

第１章 

施策の内容 

実施計画事業 
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   再生可能エネルギーの活用を促進します 

   省エネルギーを推進します 

 
 
 

No 2   

事業名 新エネルギー・省エネルギー設備普及促進事業
事業概要 温室効果ガスの排出量の削減を図るため、住宅用太陽光発電システム、太陽熱温水器及び省エネル

ギー給湯器を導入する者に奨励金を支給する。また、公共施設の省電力化を推進する。 

担当課名 環境課 概算事業費 ３０，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
住宅用太陽光発電システム、太陽熱温水
器及び省エネルギー給湯器導入奨励金の
支給 
公共施設の省電力化の推進 

  

 

No 3   

事業名 バイオマスエネルギー研究・推進事業
事業概要 バイオマスエネルギーの活用について、検討・研究を行う。 

担当課名 環境課 概算事業費 －

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
バイオマスエネルギーの活用につい
ての検討・研究 
 

  

 

No 192   

事業名 いわたエコパーク整備事業
事業概要 いわたエコパークを太陽光などの再生可能エネルギー設備や体験施設等を備えた次世代エネルギー

パークとして整備する。 

担当課名 都市整備課 概算事業費 １，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
次世代エネルギーパーク申請・
整備事業完了 
 

Ｈ28 終了（予定）  

 

第１章 基本施策 ２  省資源・エネルギー対策の充実

施策の内容 

実施計画事業 
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   環境教育活動を推進します 

   環境保全の啓発活動を推進します 

 
 
 

No 4  総合戦略 

事業名 環境教育・啓発活動推進事業
（アースキッズ事業・学校施設緑のカーテン設置事業、環境保全意識啓発事業）

事業概要 小学生を対象としたアースキッズ事業の実施や幼稚園・小学校・中学校に緑のカーテンを設置する。
また、市内の環境状況を市民・事業者に周知し、環境に対する関心を高めるとともに、自主的な活動
の推進を促す。 

担当課名 環境課・教育総務課 概算事業費 １１，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
アースキッズ事業の実施 
河川美化ポスターコンクール 
環境情報ホームページによる情報提供 
            ほか

  

 

施策の内容 

実施計画事業 

第１章 基本施策 ３ 環境教育の推進
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   環境美化活動を推進します 

   愛玩動物の適正飼育を推進します 

   火葬場及び霊園の整備と適正管理を推進します 

 
 
 

No 5   

事業名 ごみ対策事業（ごみの不法投棄対策事業・資源ごみ持ち去り対策事業）
事業概要 不法投棄の防止のための啓発や監視活動、不法投棄ごみの回収・処分を行う。また、資源ごみ持ち

去り防止対策を行う。 

担当課名 環境課・ごみ対策課 概算事業費 ３５，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

広報等による意識啓発とボランティア団
体等への支援 
環境美化指導員会議の開催と活動支援 
パトロール実施及び投棄物の回収・分別
投棄防止看板の設置、貸与 
迷惑防止条例による啓発 
監視カメラの設置 

  

 

No 6   

事業名 市営霊園施設整備事業
事業概要 市民の焼骨を埋葬する宗派にとらわれない市霊園を整備し、市民の墓地需要に対応する。 

担当課名 環境課 概算事業費 ２１，６００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 歩道整備工事 
樹木管理 

  

 

第１章 基本施策 ４ 生活環境の向上 

施策の内容 

実施計画事業 
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   ごみの減量化を推進します 

   資源化（リサイクル）を推進します 

   廃棄物の適正な処理を推進します 

 
 
 

No 7   

事業名 ごみ分別・減量・リサイクル意識啓発事業
事業概要 ごみの減量及びリサイクルを推進するため意識啓発事業を展開する。 

担当課名 ごみ対策課 概算事業費 ７４，４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

分別ガイドの発行 
エコ教室開催・イベント出店による啓発
古紙等資源集団回収事業補助 
生ごみ堆肥化容器設置費補助 
ごみ分別アプリの提供 
雑紙回収袋配布による資源化の推進 

出前講座、エコ教室等による啓発 
古紙等資源集団回収事業補助 
生ごみ堆肥化容器設置費補助 
ごみ収集カレンダーの配布 
雑紙回収袋配布等による資源化推進 

分別ガイドの増刷 
エコ教室等開催による啓発 
古紙等資源集団回収事業補助 
生ごみ堆肥化容器設置費補助 
ごみ収集カレンダーの配布 
雑紙回収袋配布等による資源化推進 

 
No 8   

事業名 クリーンセンター周辺環境整備事業
事業概要 地元との協議に基づき、クリーンセンター周辺の環境整備を実施する。（H31 年度完了予定） 

担当課名 ごみ対策課 概算事業費 ７６２，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

周辺整備工事 
工事関連測量業務 
解体工事発注仕様書作成 

周辺整備工事 
工事関連測量業務 
解体工事 
施工監理業務 

周辺整備工事 
工事関連業務委託 
解体工事 
施工監理業務 
ストックヤード実施設計 
跡地整備工事 

 
 

第１章 基本施策 ５ 循環型社会の推進

施策の内容 

実施計画事業 
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   経営の健全化を進めます 

   安心、安定的な給水を確保します 

   災害対策を推進します 

 
 
 

No 9   

事業名 鉛製給⽔管更新事業
事業概要 給水用に布設された鉛製給水管の更新を進める。 

担当課名 水道課 概算事業費 ３４，８００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 鉛製給水管の更新 
中泉地内 ほか 

 H29 終了（予定） 

 

No 10  総合戦略 

事業名 ⽼朽管更新事業 
事業概要 耐用年数が経過した老朽管の布設替えを実施する。また、東海地震等に備えて管路の耐震化も合わ

せて推進する。 

担当課名 水道課 概算事業費 ２，２１２，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 見付地内 外 
 

  

 

No 168   

事業名 上⽔道施設整備事業（完了事業）
 

第１章 基本施策 ６ 上下水道の整備（上水道） 

施策の内容 

実施計画事業 
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   公共下水道の整備を進めます 

   公共下水道などの普及促進を進めます 

   災害対策を推進します 

   し尿処理施設の長寿命化を進めます 

 
 
 

No 11   

事業名 磐南処理区公共下⽔道施設整備事業
事業概要 流域幹線接続点からの管渠（本管、取付管）整備を行う。 

・全体計画整備面積4,070ha（S56～H40）・事業計画整備面積3,547ha（H27～H31） 
・H27 未 供用面積2,901ha 

担当課名 下水道課 概算事業費 ２，７２２，５００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
鎌田、見付（元天神）、千手堂、
蛭池、加茂地区等の整備 

 約３０ha

小島、西之島、下本郷、赤池、
気子島地区等の整備 

 約３０ha

小島、刑部島、鎌田、下本郷、
気子島、森本地区等の整備 

 約３０ha

 
No 12   

事業名 豊岡処理区公共下⽔道施設整備事業
事業概要 豊岡クリーンセンター（処理場）までの管渠（本管、取付管）整備を行う。 

・全体計画整備面積315ha（H6～H40）・事業計画整備面積298ha（H27～H31） 
・H27 未 供用面積251ha 

担当課名 下水道課 概算事業費 ６０４，５００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 下野部地区等の整備 
 ５ha

下野部地区等の整備 
 ５ha

上野部地区等の整備 
 ５ha

 
 

No 13   

事業名 公共下⽔道豊岡クリーンセンター施設整備事業
事業概要 豊岡処理区内の家庭や企業から出る汚水を集合処理し、河川へ放流する施設を整備する。 

・全体計画処理量：5,500㎥（5 池）、現処理可能水量：3,300㎥（3 池、外躯体のみ1 池） 

担当課名 下水道課 概算事業費 ―

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０
事業内容 事業延伸   

第１章 基本施策 ６ 上下水道の整備（下水道） 

施策の内容 

実施計画事業 
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No 169   

事業名 豊岡クリーンセンター施設⻑寿命化事業
事業概要 長寿命化事業（耐用年数を迎えている電気設備から実施していく）（処理場：H13.3.9 稼働） 

日平均汚水量：1,904㎥/日（H24）、日 大：2,628㎥/日、脱水汚泥量月平均：41ｔ、 
全体計画処理水量：5,500㎥（5 池）、処理可能水量：3,300㎥（3 池） 

担当課名 下水道課 概算事業費 ７５，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
水処理設備及び汚泥処理設備の
シーケンスコントローラーの更
新工事 

 水処理設備及び汚泥処理設備の
計装設備の更新工事（DO 計、流
量計） 

 

No 14   

事業名 磐南処理区下⽔道施設管理事業
事業概要 磐南処理区内での改築、更新、修繕等施設管理及び設備機器の点検を行う。 

担当課名 下水道課 概算事業費 ４１９，７００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
磐南処理区内での終末処理場を除く施設
の改築、更新、修繕等施設管理 
設備機器の点検整備 

  

 

No 15   
事業名 公共下⽔道磐南浄化センター施設整備事業

事業概要 施設の建設、改築、更新、修繕工事を行う。 
・事業主体：磐田市・事業計画：処理区域3,547ha・処理人口：133,870 人 
・全体事業費：約432 億円（内、約86 億円市負担だが、H27 以降は施設移管により負担金無し） 

担当課名 下水道課 概算事業費 ９２７，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
磐南浄化センター長寿命化対策
土木工事・機械設備工事・電気
設備工事 

  

 

No 16   
事業名 公共下⽔道磐南浄化センター施設管理事業

事業概要 磐南浄化センターの運転、施設維持管理のための業務委託。引き継いだ県債のうち縁故債に掛かる
分の負担金。旧流域幹線管渠の劣化調査業務委託。 

担当課名 下水道課 概算事業費 ３，０１３，６００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
磐南浄化センターの運転・維持
管理委託、小規模修繕、汚泥処
理等 
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No 17   

事業名 合併処理浄化槽補助事業
事業概要 公共用水域の水質汚濁防止のため、合併処理浄化槽を設置する家庭への補助を行う。また、集中処

理浄化槽施設の改修費について補助を行う。 
・補助対象：下水道認可区域・農業集落排水処理区域を除く地域の住宅 
・補助限度額：33.2 千円/件（H26 実績） 

担当課名 下水道課 概算事業費 １６４，６００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
合併処理浄化槽設置補助金の交付
（基数150 基） 
集中処理浄化槽施設改修費補助金の
交付（1 箇所） 

合併処理浄化槽設置補助金の交付
（基数150 基） 
集中処理浄化槽施設改修費補助金の
交付（1 箇所） 

合併処理浄化槽設置補助金の交付
（基数150 基） 

 

No 18  総合戦略 

事業名 下⽔道施設総合地震対策事業
事業概要 H９年の下水道施設の耐震対策指針の改定以前の下水道マンホール（MH)の液状化対策（浮上防止等）

を実施するため、下水道施設の調査・実施計画の策定を行い、液状化対策（浮上防止等）を実施して
いく。 

担当課名 下水道課 概算事業費 １４８，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 設計 等 
 

工事（MH50 基） 等  

 

No 199   

事業名 下⽔道事業の地方公営企業法適用化
事業概要 人口減少、節水等による使用料収入の減少が今後予想される一方で、施設の整備、長寿命化及び地震対策等、財

政・管理上の制約が高まるなか、下水道事業の経営状況を明確にし、経営基盤の強化や管理に的確に取り組むため、
地方公営企業法を適用する。なお、法適用の推進について、国から要請が出されたところである。（H27.1.27 総務
大臣通知） 

担当課名 下水道課 概算事業費 １４８，６００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
固定資産調査 
庁内調整に必要な事務の整理・
各課協力依頼 

固定資産調査・評価・取りまとめ 
公営企業会計システム構築 
移行事務手続き（庁内調整） 

移行事務手続き（庁内外調整・
例規・予算編成・打切り決算）
システム構築（運用準備） 

 

No 167   

事業名 衛⽣プラント施設費（完了事業）
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   計画的な土地利用を推進します 

   災害に強い土地利用を進めます 

   地籍調査を推進します 

 
 
 

No 19  総合戦略 

事業名 都市計画調査事業 
（都市計画道路の⾒直し、都市計画マスタープラン改定、⽴地適正化計画策定）

事業概要 ①都市計画道路の見直し方針に基づき、地元説明会等の開催、関係機関協議を行い、都市計画道路の
変更や廃止の手続きを行う。 

②H28 年度策定予定の第2 次総合計画や実施済事業、社会情勢・市民ニーズの変化に対応するため、
H29 年度までに市内全域を対象にした都市計画マスタープランの改定を行う。 

③持続可能な集約連携型都市構造を目指すための立地適正化計画を策定する。 

担当課名 都市計画課 概算事業費 ３８，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 都市計画マスタープランの改定作業
立地適正化計画の策定作業 

都市計画マスタープランの改定
立地適正化計画の策定 

都市計画変更・廃止手続き 

 

第２章 基本施策 １ 計画的な土地利用の推進 

施策の内容 

実施計画事業 

 住んで良かったと思えるまちづくり 

 実施計画事業 一覧 

 

第２章 
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   磐田駅周辺整備を推進します 

   新市街地整備を推進します 

 
 
 

No 20  総合戦略 

事業名 磐⽥駅北⼝広場整備事業
事業概要 交通結節点としての機能強化を図り、駅利用者の利便性の向上のため、手狭となった磐田駅北口の

広場を整備する。【事業範囲及び全体計画】広場面積：約7,100 ㎡（現況3,500 ㎡） 事業期間：H23
～H29 総事業費： 24 億円 

担当課名 都市整備課 概算事業費 ９２，７００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
電線共同溝工（北側） 
磐田山梨線道路改良工（北側）
 

磐田山梨線道路改良工事 H29 終了（予定） 

 

No 21   

事業名 磐⽥駅北⼟地区画整理事業（完了事業）
 

No 22  総合戦略 

事業名 新⾙⼟地区画整理⽀援事業
事業概要 新貝地区の土地利用の促進を図り、良好な市街地を形成するため、また、JR 新駅設置を促進するた

め、新貝土地区画整理事業（組合施行）に対し支援を行う。 
【全体計画】事業期間：H7～H32 事業面積：40.4ha 全体事業費：約72.4 億円（市補助総額：18.4 億円） 
【関連事業】倉西川改修工事 全体事業費：約9.5億円 

担当課名 都市整備課 概算事業費 １，１４３，９００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
組合事業の支援 
市単独補助金の交付 
倉西川改修工事委託 

 組合事業の支援 
市単独補助金の交付 
倉西川改修工事委託終了 

 

第２章 基本施策 ２ 市街地整備の推進 

施策の内容 

実施計画事業 
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No 23  総合戦略 

事業名 鎌⽥第一⼟地区画整理⽀援事業
事業概要 鎌田地区の土地利用の促進を図り、良好な市街地を形成するため、また、JR 新駅設置を促進するた

め、鎌田第一土地区画整理事業（組合施行）に対し支援を行う。 
【全体計画】事業期間：H21～H36 事業面積：25.2ha 全体事業費：約68.5 億円（市補助総額：20.8 億円） 

担当課名 都市整備課 概算事業費 １，０５９，４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

組合事業の支援 
組合へ市単独補助金の交付 
県へ負担金の納入 
区域外道路、調整池築造、倉西川付替え

 組合事業の支援 
組合へ市単独補助金の交付 
県へ負担金の納入 
区域外道路は迂回路を完成させ供用開始
２号調整池完成予定 

 

No 24   

事業名 豊岡駅前⼟地区画整理⽀援事業（完了事業）
 

No 25  総合戦略 

事業名 JR 新駅設置事業 
事業概要 市東部地域における土地区画整理事業や周辺の土地利用との整合を図りつつ、地域の核となる JR

新駅の整備を実施し、公共交通機関の充実と利便性の向上に努めるとともに地域の活性化を図る。 
【全体事業】 JR 新駅設置相対式（2 面2線）・自由通路  事業期間：H26～H31 

担当課名 都市整備課 概算事業費 ３，３０７，７００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 工事 
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   主要幹線道路の整備を進めます 

   生活道路の維持・管理を推進します 

 
 
 

No 26   

事業名 磐⽥⼭梨線改良事業
事業概要 市道匂坂新天龍幹線から東進する未整備区間を市中心部へのアクセス道路として整備 

計画延長 L＝530ｍ・W＝16ｍ 事業期間 H16～H36 

担当課名 道路河川課 概算事業費 １０９，４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
測量調査 
用地買収 

詳細設計 
用地買収 
物件移転補償 

道路改良工事 
用地買収 
物件移転補償 

 

No 27   

事業名 堀之内駒場線改良事業
事業概要 150 号バイパスから県道豊田竜洋線までの南北幹線における未整備区間の整備 

計画延長 L=1,760ｍ・W＝14～16ｍ・事業期間 H15～H34 

担当課名 道路河川課 概算事業費 ６８，４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
測量調査 詳細設計 

用地買収 
物件移転補償 

道路改良工事 
用地買収 
物件移転補償 

 

No 28   

事業名 気⼦島⾚池幹線改良事業
事業概要 ＪＲ豊田駅南側の東西幹線道路の整備、道路拡幅 

計画延長 L＝720ｍ・W＝16ｍ・事業期間 H15～H32 

担当課名 道路河川課 概算事業費 ６５，９００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
道路改良工事 
用地買収 
物件移転補償 

  

 

第２章 基本施策 ３ 道路網の整備 

施策の内容 

実施計画事業 
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No 29   

事業名 ⾼⽊蛭池幹線改良事業
事業概要 ＪＲ東海道線以南を東西に横断し、浜松市、袋井市を連結する広域幹線道路の整備、道路拡幅及び

新設計画延長 L＝9,000ｍ（ルート決定区間 L＝5,930ｍ）・W＝18ｍ・事業期間 H17～H36 
・総事業費 6,800,000 千円 

担当課名 道路河川課 概算事業費 ３１５，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
道路改良工事 
用地買収 
物件移転補償 

  

 

No 30   

事業名 E１１０号線改良事業（完了事業）
 

No 31   

事業名 天龍⻄⾙塚幹線改良事業（完了事業）
 

No 32   

事業名 匂坂新天龍幹線改良事業
事業概要 中心市街地の西部地域を南北に縦断する環状道路の整備、県道磐田袋井線から八幡前一言線までの

道路拡幅 計画延長 L=480ｍ・W=16ｍ・事業期間 H17～H33 

担当課名 道路河川課 概算事業費 ５８，４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 道路改良工事 
 

  

 

No 33   

事業名 ⾒付本通線歩道改良事業（完了事業）
 

No 34   

事業名 大藤 1 号改良事業 
事業概要 市立総合病院への北進右折レーン設置による交差点改良及び県道横川磐田線から磐田スポーツ交流

の里「ゆめりあ」までの間の交差点改良と道路の整備 
 計画延長 L=650ｍ・W=15ｍ・事業期間 H19～H31 

担当課名 道路河川課 概算事業費 １２８，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 道路改良工事 
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No 35   

事業名 一⾊宇兵衛新⽥幹線改良事業
事業概要 見付岡田線を南進した国道150 号の交差点から150 号バイパスを結ぶ縦貫道路の整備 

 道路拡幅 計画延長 L=910ｍ・W=16ｍ・事業期間 H20～H33 

担当課名 道路河川課 概算事業費 １９０，４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
道路改良工事 
用地買収 
物件移転補償 

  

 

No 36   

事業名 向笠６２号線改良事業（完了事業）
 

No 37   

事業名 ⼩⽴野上新屋線改良事業（完了事業）
 

No 38   

事業名 大⽴野福⽥幹線改良事業
事業概要 旧南御厨 5 号線、県営東新町団地西側に位置し、県道豊浜磐田線から JR 新駅を結ぶアクセス道路

として整備する。計画延長 L=1,800m・W=14.5～16ｍ・事業期間 H26～H36（北工区はH26～H31）

担当課名 道路河川課 概算事業費 １，００９，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
道路改良工事 
用地買収 
物件移転費 

  

 

No 39   

事業名 森本下万能幹線改良事業
事業概要 県道豊田竜洋線から東平松匂坂中幹線を結ぶ道路を整備する。 

 計画延長 L=660ｍ・W=12ｍ・事業期間 H13～H30 

担当課名 道路河川課 概算事業費 ５１，７００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
道路改良工事 
用地買収 
物件移転費 

 道路改良工事 

 

No 40   

事業名 幹線道路関連事業（道路・街路）
事業概要 幹線道路整備事業に係る交付金等の特定財源採択対象外の市単独事業分・道路拡幅に伴う付帯事業。

担当課名 道路河川課 概算事業費 １３９，９００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 道路改良工事 
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No 41   

事業名 歩道橋架橋事業 
事業概要 今ノ浦川に架かる南大橋・仙体橋の架け替えを行う。 

（２橋計画延長 L≒120ｍ・W=2ｍ 事業期間 H23～H28） 
二級河川太田川の改修に伴う和口橋の架け替え工事負担金（L≒440ｍ・W=3ｍ・事業期間 H29～H32）

担当課名 道路河川課 概算事業費 ３４１，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 橋梁工事（上部工） 和口橋の架け替え工事 
 

 

 

No 42   

事業名 道路側溝舗装新設改良事業
事業概要 自治会要望に基づく生活道路の改良・整備を行う。 

担当課名 道路河川課 概算事業費 ６００，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 自治会要望に基づく生活道路の
改良整備 

  

 

No 43  総合戦略 

事業名 橋梁補修事業（⻑寿命化修繕計画・耐震補強）
事業概要 老朽化した橋梁や跨線橋・跨道橋を、長寿命化修繕計画や橋梁点検結果により予防保全型修繕を実

施し、橋梁の延命化を図る。また、市指定の緊急輸送路に架かる橋長 15ｍ以上の橋梁のうち、Ｓ56
年以前に施工した橋梁の耐震補強工事を実施する。 

担当課名 道路河川課 概算事業費 ４８７，５００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
橋梁修繕工事 
橋梁耐震補強工事 
橋梁点検業務 

  

 

No 44   

事業名 橋梁補修事業（耐震補強） №43 に統合
 

No 45   

事業名 県河川工事関連事業
事業概要 一級河川一雲済川の改修に伴う橋梁の架け替え工事負担金、二級河川敷地川の改修に伴う橋梁の架

け替え工事負担金 

担当課名 道路河川課 概算事業費 １３４，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
上村橋・掛下橋の架け替え工事
 
 

掛下橋の架け替え工事 一雲済川の改修に伴う橋梁の架
け替え(検討) 
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   緑地の保全及び緑化を推進します 

   計画的な公園整備・維持管理を推進します 

 
 
 

No 46   

事業名 開莚楼跡地公園整備事業（市⺠協働事業）（完了事業）
 

No 170   

事業名 ⻯洋海洋公園整備事業
事業概要 都市計画決定を行った竜洋海洋公園50ha のうち第3 期整備事業として、18.8ha の整備を行う。H26

に変更事業認可を行い事業期間をH32からと変更し、H27からの5年間は海岸防潮堤の整備を進める。

担当課名 都市整備課 概算事業費 ―

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 海岸堤防工事のため休止 
 

  

 
No 212  総合戦略 

事業名 公園照明灯ＬＥＤ化事業
事業概要 公園内に設置された照明灯のＬＥＤ化を行い、防犯対策と省電力の推進を図る。 

担当課名 都市整備課 概算事業費 １００，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 55 公園300 基のLED 化 
 

H28 終了（予定）  
 

 

第２章 基本施策 ４ 緑豊かなまちづくり 

施策の内容 

実施計画事業 
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   安定した市営住宅の供給を進めます 

   快適な住環境の維持・形成を図ります 

 
 
 

No 47   

事業名 市営住宅施設整備事業
事業概要 市営住宅の計画的な修繕、改修を実施し、長寿命化を図る。 

担当課名 建築住宅課 概算事業費 ８９，９００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
大之郷団地下水道接続工事（3期10戸）
大之郷団地屋根外壁改修工事（1期14戸）
国府台住宅解体工事（4 棟8 戸)

大之郷団地下水道接続工事（4期19戸） 大之郷団地屋根外壁改修工事（2期16戸)

 

No 213  総合戦略 

事業名 中古住宅リフォーム助成事業
事業概要 中古住宅を購入した者にリフォームに要する費用の一部を助成し、定住促進と住宅の有効活用を図

る。 

担当課名 建築住宅課 概算事業費 ６０，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 中古住宅リフォーム費補助金の交付
 

  

 

第２章 基本施策 ５ 住生活の向上

施策の内容 

実施計画事業 
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   景観に配慮したまちづくりを進めます 

 
 
 

No 48   

事業名 景観形成推進事業 
事業概要 景観形成ガイドプランに基づき、市域の自然、歴史、文化等を活かし、地域の特性にふさわしい良

好な景観の形成を推進していく。また、景観に配慮した屋外広告物の掲出を推進するため計画的に是
正指導していく。 

担当課名 都市計画課 概算事業費 ４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 景観形成の推進 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
   公共交通の充実を図ります 

   交通拠点の整備、充実を図ります 

 
 
 

No 49  総合戦略 

事業名 地域公共交通推進事業
事業概要 交通空白地域の解消と高齢者等の交通弱者の日常生活に必要な移動手段の確保を図るため、デマン

ド型乗合タクシーや地域が主体となった運行などについて検討・実施し、これらの推進を図る。 

担当課名 自治振興課 概算事業費 ５１，８００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
デマンド型乗合タクシー「お助
け号」市内全域（８路線）の運
行 

  

 

第２章 基本施策 ６ 美しい街並みづくり

施策の内容 

実施計画事業 

施策の内容 

実施計画事業 

第２章 基本施策 ７ 公共交通機関の利用促進
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No 50  総合戦略 

事業名 ⺠間バス事業者⽀援事業
事業概要 市民の通勤、通学など日常生活に必要な移動手段の確保とバス利用の促進による交通混雑の緩和を

図り、地域の活性化に寄与するため、民間バス事業者に対して補助金を交付する。 

担当課名 自治振興課 概算事業費 ６８，８００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
バス運行に係る欠損額の一部を補助
路線バス利用の促進に係る施設整備
費用等の一部を補助 

  

 

No 171   

事業名 地域住⺠による無償運送への⽀援事業 №49 に統合
 
 
 
 
 
 
 
   利便性の高い行政サービスを推進します 

   情報基盤の整備を促進します 

 
 
 

No 51   

事業名 地域情報化推進事業
事業概要 磐田市情報化計画に基づき、磐田市における地域情報化を推進する。また、メール配信システム「い

わたホッとライン」の効果的かつ効率的な運用を図る。 

担当課名 情報システム課 概算事業費 ２５，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
電子申請システム・施設予約シ
ステムの運用 
メール配信システムの運用 

  

 

No 52   

事業名 光ファイバ網整備補助事業（完了事業）
 

施策の内容 

実施計画事業 

第２章 基本施策 ８ 地域情報化の推進
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   魅力ある学校（園）づくりを推進します 

   個に応じた支援・指導を推進します 

   国際性を培い、体験を重視する教育を推進します 

   幼児教育の充実を図ります 

   学校給食の充実を図ります 

   学校施設の適正配置と整備を進めます 

   学校（園）の防災体制を充実します 

 
 
 
 

No 53  総合戦略 

事業名 ⼩中一貫教育推進事業
事業概要 試行・本格実施を段階的に行い、H28 年度には市内 10 あるすべての学府（中学校区）において小

中一貫教育を実施する。 

担当課名 学校教育課 概算事業費 １４４，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 10 学府による本格実施 
（市費負担教員10 名） 

  

 

No 194  総合戦略 

事業名 コミュニティ・スクール指定研究事業
事業概要 学校における指導の改善充実等を図るため、具体的方策の実践研究を行う。 

「地域とともにある学校づくり」を推進するため、学校運営協議会を設置している小中学校を支援す
る。 

担当課名 学校教育課 概算事業費 １９，７００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 コミュニティ・スクールディレ
クターの要請 

  

 

 豊かな心を育み活躍できるまちづくり 

 実施計画事業 一覧 

 

第３章 

施策の内容 

実施計画事業 

第３章 基本施策 １ 子どもの教育の充実 
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No 54  総合戦略 

事業名 外国語指導助手派遣事業
事業概要 外国語指導助手（ALT）を小・中学校、幼稚園に派遣し、外国語指導助手（ALT）が話す生きた英

語に触れ、直接コミュニケーションする機会を多くもつことにより、コミュニケーション能力の向上
を図る。 

担当課名 学校教育課 概算事業費 １９９，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
小・中学校、幼稚園へのALT 派遣 小・中学校、幼稚園へのALT 派遣 

４技能の力を測るための外部模試実施 
小学校においてモジュール教材導入

小・中学校、幼稚園へのALT 派遣 
４技能の力を測るための外部模試実施 
小学校においてモジュール教材導入

 

No 55   

事業名 コンピュータ教育推進事業（⼩・中学校）
事業概要 児童生徒の実践的な情報活用能力の育成とわかる楽しい授業の創造を目指し、コンピュータ等を積

極的に活用した教育を推進するとともに、情報モラルの育成を行う。 

担当課名 学校教育課 概算事業費 ３１３，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

新規ﾈｯﾄﾜｰｸ切り分け作業 
小学校PJ 型電子黒板整備 
無線環境修繕 

コンピュータ更新 
新規ネットワーク維持管理 
豊田４小センターサーバ化 
グループウェア更新 
無線環境修繕 
大型モニター整備 

センターサーバ、NAS 更新 
コンピュータ更新 
新規ネットワーク維持管理 
無線環境修繕 
大型モニター整備 

 

No 56  総合戦略 

事業名 市負担教員・補助員（運営困難学級補助員・ふるさと先⽣）配置事業（⼩・中学校）
事業概要 小中学校の学級（特別支援学級）運営が困難な状況を解消するため、学級担任を補助する補助員を

配置する。市立小中学校 1 学級あたりの人数を 35 人編成とし、児童生徒に対して、よりきめ細かい
指導を行うことを通して、磐田市教育の重点である「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」をもつ
児童生徒の育成を図る。 

担当課名 学校教育課 概算事業費 ４１５，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

運営困難学級補助員の配置 
教育介助員の配置 
磐田式35 人学級編成を実施 
ふるさと礎プランの実施 
若手教員育成・授業力向上研修
人材確保のための広報活動 

  

 

No 57   

事業名 市費負担教員（ふるさと先⽣）配置事業（⼩・中学校） №56 に統合
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No 58  総合戦略 

事業名 広島平和記念式典⼩中学⽣派遣事業（平和事業）
事業概要 広島市で開催される平和記念式典（原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式）に小中学生が参列すること

で、自分自身が様々なことを体感し、平和への思いを承継していく。 

担当課名 総務課 概算事業費 ５，９００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
広島平和記念式典に小中学生を
派遣（小学生22 名・中学生11 名）
 

  

 

No 59   

事業名 豊岡東幼・豊岡北幼統合推進事業（完了事業）
 

No 60   

事業名 幼稚園・保育園再編計画策定事業（完了事業）
 

No 61   

事業名 福⽥⼩給⾷配膳室改修等整備事業（完了事業）
 

No 62   

事業名 ⼩中学校施設地震対策事業（完了事業）
 

No 172   

事業名 ⼩学校施設整備事業（完了事業）
 

No 193  総合戦略 

事業名 ながふじ学府一体校整備事業
（旧：学校施設更新計画策定事業、⼩中一貫校等整備検討事業）

事業概要 豊田中学校区の学府一体校の整備に向けて、地域、保護者との協議や新たな学校づくり研究会での
協議、研究を基に基本構想の策定を進める。 

担当課名 教育総務課 概算事業費 １５０，７００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
（仮称）ながふじ学府新たな学
校づくり協議会の開催 
ながふじ学府一体校等整備基本
構想策定支援業務 

（仮称）ながふじ学府新たな学
校づくり協議会の開催 
ながふじ学府一体校建設工事基
本設計業務委託 

（仮称）ながふじ学府新たな学
校づくり協議会の開催 
ながふじ学府一体校建設工事実
施設計業務委託 
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No 195   

事業名 ⼩中学校施設防災機能強化事業
事業概要 児童生徒の安全確保のため、外壁、照明器具等落下防止対策が必要な小中学校で工事を実施する。

担当課名 教育総務課 概算事業費 ２８２，６００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

校舎外壁等改修（小学校 2 校・
中学校1 校） 
工事監理委託、実施設計委託 

校舎外壁等改修（小学校 2 校・
中学校1 校） 
工事監理委託 
体育館照明器具等落下防止対策
（小・中学校） 
教室照明灯落下防止対策（小学校）

教室照明灯落下防止対策（小学校）
教室照明灯落下防止対策（中学校）

 

No 63   

事業名 豊岡東⼩・豊岡北⼩統合推進事業（完了事業）
 

No 173   

事業名 幼稚園施設地震対策事業（完了事業）
 

No 174  総合戦略 

事業名 中学⽣海外派遣事業
事業概要 将来のまちづくりを担う中学生の幅広い視野の養成を図るとともに、地域に対する理解を深めても

らうため、海外で活躍する地元企業及びそこで働く市民との交流を通じた人材育成研修として、海外
への派遣を実施する。 

担当課名 秘書政策課 概算事業費 １０，４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
中学生を海外に派遣 
（事前研修・海外研修・体験報告）
派遣先：台湾、参加者数：15 名

中学生を海外に派遣 
（事前研修・海外研修・体験報告） 
派遣先、参加者数等の検討・実施 
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   家庭の教育力の向上を図ります 

   地域の健全育成活動を支援します 

 
 
 

No 64   

事業名 ⻘少年健全育成事業
事業概要 青少年の健全育成を図るため、市民と行政が協働して、青少年健全育成会連合会及び各支部の活動

等を実施する。また、ボーイスカウト、子ども会育成者連合会等が行う事業の支援・指導を実施する。

担当課名 市民活動推進課 概算事業費 ３５，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

青少年健全育成会への支援 
青少年健全育成会組織の改編 
（新体制に向けての準備） 
青少年問題協議会の開催 
ボーイスカウト、子ども会育成者連合会
への支援  ほか 

地域づくり協議会等への新たな
部会の組織及び組織への支援 
青少年問題協議会の開催 
ボーイスカウト、子ども会育成者連合会
への支援  ほか 

 

 
No 65  総合戦略 

事業名 放課後児童クラブ運営事業
事業概要 保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校児童に、適切な遊びや生活の場を提供するため、市

内 43 箇所（直営41、委託 2）での放課後児童クラブ事業の実施と、民間保育所において実施する放
課後児童クラブへの補助により子育ての負担軽減を図る。 

担当課名 教育総務課 概算事業費 ７７０，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
児童クラブの運営、運営委託、
民間児童クラブ補助金交付、 
利用要件の緩和に向けた基準の見直し、
クラブ数の拡充 

児童クラブの運営、運営委託、
民間児童クラブ補助金交付、 
クラブ数の拡充 
 

 

 

施策の内容 

実施計画事業 

第３章 基本施策 ２ 健全な青少年育成 
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No 66  総合戦略 

事業名 放課後⼦供教室推進事業
事業概要 子供の放課後の安全安心な活動拠点（居場所）づくり事業として、地域住民の参画を得て子供たち

と勉強やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の取り組みを推進し、居場所の確保を図り心
豊かな成長を促す。 

担当課名 学校教育課 概算事業費 ９，４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

運営委員会の開催 
放課後子供教室の開催（１１校）
福田地区（福田小、豊浜小）、 
竜洋地区（竜洋北小、竜洋西小、
竜洋東小）、豊田地区（青城小、
豊田東小）、磐田南小、長野小、
富士見小、新設（大藤小） 

運営委員会の開催 
放課後子供教室の開催(１２校) 
福田地区（福田小、豊浜小）、 
竜洋地区（竜洋北小、竜洋西小、
竜洋東小）、豊田地区（青城小、
豊田東小）、磐田南小、長野小、
富士見小、大藤小、新設（１小
学校） 

運営委員会の開催 
放課後子供教室の開催(１４校) 
福田地区（福田小、豊浜小）、 
竜洋地区（竜洋北小、竜洋西小、
竜洋東小）、豊田地区（青城小、
豊田東小）、磐田南小、長野小、
富士見小、大藤小、H29 新設の
1 小学校、新設（２小学校） 

 
 
 
 
 
 
 
   学習の支援をします 

   学習の成果を活かします 

   学習施設の整備・充実を図ります 

   人権意識の啓発に努めます 

 
 
 

No 67   

事業名 学習交流センター施設整備・管理事業（学習交流センター施設管理事業）
事業概要 中学生、高校生を対象とする「学習室」、図書・雑誌・新聞の読書、閲覧ができる「くつろぎ憩いコ

ーナー」、軽飲食をとりながら談話ができる「ふれあい交流センター」を設け、市民に憩い、ふれあい、
学びの場を提供する。 

担当課名 市民活動推進課 概算事業費 ８１，６００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
施設の管理運営 
旧のびのび跡整備の検討 
 

施設管理運営  

 

施策の内容 

実施計画事業 

第３章 基本施策 ３ 学習機会の充実 
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No 68   

事業名 ⽣涯学習講座等開催事業
事業概要 市民の生涯学習活動に対する支援とともに学習機会の提供を図るため、各種講座や講演会を開催す

る。 

担当課名 市民活動推進課 概算事業費 １９，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
高齢者講座（いきいき学園・おもと大学・
はつらつ学級）、交流センター講座、出前
講座の開催 
高齢者講座の見直し検討 

講座内容の調整・検討  

 

No 69   

事業名 豊岡総合センター施設整備事業（旧：（仮称）豊岡総合会館整備事業）（完了事業）
 

No 70   

事業名 公⺠館施設地震対策事業（完了事業）
 

No 71   

事業名 図書館施設地震対策等整備事業（完了事業）
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   文化・芸術に触れる機会の充実を図ります 

   文化芸術活動の育成と支援を進めます 

   文化施設の整備・充実を図ります 

 
 
 

No 72   

事業名 文化芸術活動⽀援事業
事業概要 地域の文化芸術活動の育成等を図るため、文化協会への芸術祭等の委託や、文化協会、ゆやの里芸

術座等の活動に対して支援を行う。 

担当課名 文化振興課 概算事業費 ２７，４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
文芸磐田の発行 
芸術祭等実施委託 
ゆやの里芸術座・磐田文化協会への補助

  

 

No 73  総合戦略 

事業名 ⻘少年文化芸術活動育成⽀援事業
事業概要 青少年の文化芸術に対する活動の育成支援として、磐田こどもミュージカル、なぎの木金管バンド、

アミューズｊｒ.ブラス、豊岡Ｊｒ.マーチングバンドへの支援を行う。 

担当課名 文化振興課 概算事業費 ３５，９００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

高校演劇クリニックの実施 
管弦楽公開セミナーの実施 
器楽指導者派遣事業の実施 
磐田こどもミュージカルの育成

高校演劇クリニックの実施 
管弦楽公開セミナーの実施 
器楽指導者派遣事業の実施 
磐田こどもミュージカルの育
成・修了公演 

高校演劇クリニックの実施 
管弦楽公開セミナーの実施 
器楽指導者派遣事業の実施 
磐田こどもミュージカルの育成

 

No 74   

事業名 市⺠文化会館等整備検討事業
事業概要 市民文化会館及び文化振興センターについて、市の文化・芸術の拠点として、新たな整備プランに

ついての検討を進める。Ｈ28 は基本計画を策定する。 

担当課名 文化振興課 概算事業費 １，７７５，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 検討（整備構想・計画の策定）
 

用地・補償、造成 
基本設計、実施設計 

実施設計 
建設工事 

 
 

施策の内容 

実施計画事業 

第３章 基本施策 ４ 文化の振興と歴史遺産の整備、活用（文化の振興）
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   文化財の保全・整備・活用を推進します 

   歴史文化・歴史的文書などの保存・整理・活用を推進します 

 
 
 

No 75   

事業名 遠江国分寺跡整備事業
事業概要 史実に基づいた再整備を進めることで、磐田市の歴史・文化の核を担うエリアを市民に提供する。

担当課名 文化財課 概算事業費 ５４，６００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
発掘調査報告書（遺物資料編）
作成・刊行 
整備基本計画印刷・刊行 
史跡公園内の樹木整理 

測量調査 
基本設計 
 

実施設計 
取り壊し撤去工事図書作成及び
翌年度工事発注図書作成・積算
 

 

No 76   

事業名 豊岡地区開発関連発掘調査事業（完了事業）
 

施策の内容 

実施計画事業 

第３章 基本施策 ４ 文化の振興と歴史遺産の整備、活用（歴史遺産の整備、活用） 
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   スポーツ文化の創造を推進します 

   スポーツ機会の充実を図ります 

   スポーツ施設の整備・充実を図ります 

 
 
 

No 77  総合戦略 

事業名 ジュビロ応援事業 
（ジュビロ磐⽥ホームゲーム一⻫観戦事業・ジュビロ磐⽥ホームタウン推進事業）

事業概要 ジュビロ磐田のホームタウンとして、全小学生を対象として観戦事業などを行うことにより、児童の
ふるさと愛の醸成及びホームタウン意識の再構築につなげる。 

担当課名 市民活動推進課 概算事業費 ５９，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
小学生一斉観戦事業の実施 
ジュビロ磐田アウェー戦応援バ
スツアー 等 

  

 

No 78   

事業名 全⽇本⾼等学校⼥⼦サッカー選手権大会開催事業（終了事業）
 

No 79   

事業名 スポーツ教室等開催事業
事業概要 体育協会やスポーツ推進委員による教室・大会等のスポーツ振興活動を推進する。 

担当課名 市民活動推進課 概算事業費 ７２，５００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

各種スポーツ大会・教室の開催
体育協会運営費補助金の交付 
ジュビロ磐田メモリアルマラソン大会補
助金の交付 ほか 

各種スポーツ大会・教室の開催
体育協会運営費補助金の交付 
ジュビロ磐田メモリアルマラソン大会補
助金の交付 
サーフィン大会支援 ほか 

 

施策の内容 

実施計画事業 

第３章 基本施策 ５ スポーツの振興
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No 214  総合戦略 

事業名 磐⽥スポーツ部活事業
事業概要 中学生のスポーツの機会充実及び教職員の負担軽減のため、学校部活動の枠を超えた新たなクラブ

（磐田スポーツ部活）を設立する。 

担当課名 市民活動推進課 概算事業費 ４８，９００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

磐田スポーツ部活の設立 
陸上競技部・ラグビー部活動開始 
スポーツ塾・体験教室の実施 
実施競技種目の検討 

陸上競技部・ラグビー部活動継続 
新たな競技種目の活動開始 
スポーツ塾・体験教室の実施 
実施競技種目の検討 

陸上競技部・ラグビー部等の活動継続 
スポーツ塾・体験教室の実施 
実施競技種目の検討 
これまでの総括と磐田スポーツ
部活の枠組みの確立 

 

No 80   

事業名 スポーツ施設整備事業
事業概要 市民が安心してスポーツを楽しむ環境づくりを進めるため、既存のスポーツ施設の計画的な改修・

修繕を行う。 

担当課名 市民活動推進課 概算事業費 ４１３，９００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

豊岡屋内競技場解体工事 
各種施設改修工事 など 

各種改修工事  
アミューズ豊田（天井落下防止・放送設
備改修・自家発電設備改修） 
磐田城山球場改修 
竜洋海洋センター艇庫改修 ほか 

各種改修工事  
磐田城山球場改修 
竜洋リバーサイドテニスコート改修
竜洋海洋ｾﾝﾀｰﾌﾟー ﾙ屋根鉄骨改修 
総合体育館外壁他改修 ほか 

 

No 81   

事業名 ⻯洋体育センター施設整備事業（旧：（仮称）⻯洋体育センター施設整備事業）（完了事業）
 

No 82   

事業名 公共施設再配置検討事業 №81・№207 に統合
 

No 200   

事業名 東大久保運動公園テニスコート等整備事業（完了事業）
 

No 201   

事業名 卓球場・アーチェリー場施設整備事業（旧：卓球場整備検討事業）
事業概要 かぶと塚テニスコート跡の有効活用と体育施設の充実を図るため、卓球場とアーチェリー場を整備

する。 

担当課名 市民活動推進課 概算事業費 ２１０，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 地質調査 
実施設計 

卓球場・アーチェリー場建設工
事 

H29 終了（予定） 
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   外国人との共生を進めます 

   国際理解、国際交流を推進します 

 
 
 

No 83   

事業名 多文化交流センター運営事業 №84 に統合
 

No 84   

事業名 多文化共⽣推進事業（多文化交流センター運営事業含む）
事業概要 多文化共生社会の実現を目指し、第２次磐田市多文化共生推進プランに基づき、各種事業を推進す

る。また、在住外国人の自立支援と市民との交流をはかるために設置した多文化交流センターにおい
て、外国人の子どもたちへの学習支援、交流事業等を実施する。 

担当課名 市民活動推進課 概算事業費 ８８，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

講座の開催 
多文化共生社会推進協議会の開催 
国際交流協会事業費補助金の交付 
第3次磐田市多文化共生推進プラン策定
多文化交流センターの運営 

講座の開催 
多文化共生社会推進協議会の開催 
国際交流協会事業費補助金の交付 
多文化交流センターの運営 

 

 

施策の内容 

実施計画事業 

第３章 基本施策 ６ 多文化共生と国際交流の推進
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   男女共同参画意識の高揚を図ります 

   推進体制を整備します 

 
 
 

No 85   

事業名 男⼥共同参画推進事業（男⼥共同参画センター運営事業含む）
事業概要 磐田市男女共同参画推進条例・男女共同参画プランに基づき、市民団体等が行う男女共同参画推進

施策を総合的かつ計画的に推進する。 

担当課名 市民活動推進課 概算事業費 ５，７００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

地域・企業連携事業の実施 
男女共同参画審議会の開催 
男女共同参画推進支援事業補助金の交付
第2 次男女共同参画プラン策定
男女共同参画センター運営 

地域・企業連携事業の実施 
男女共同参画審議会の開催 
男女共同参画推進支援事業補助金の交付
男女共同参画センター運営 

 

 

No 86   

事業名 男⼥共同参画センター運営事業 №85 に統合
 

施策の内容 

実施計画事業 

第３章 基本施策 ７ 男女共同参画の推進
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   危機管理体制の充実を図ります 

   原子力防災対策を推進します 

   地域防災力の向上を図ります 

   防災施設などの整備を進めます 

   建築物などの耐震化の促進を図ります 

 
 
 

No 87   

事業名 地域防災計画等策定事業
事業概要 静岡県第4 次地震被害想定に基づき、磐田市地域防災計画における、津波災害対策の見直しを進め

るとともに原子力対策編に基づき広域避難計画を策定する。 

担当課名 危機管理課 概算事業費 ９００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 地域防災計画等の修正 
原子力災害広域避難計画の策定

地域防災計画等の修正  

 

No 88  総合戦略 

事業名 自主防災会⽀援事業
（自主防災組織⽀援事業、災害時⽣活用⽔確保事業、防災意識啓発事業）

事業概要 地域の防災力の強化を図るため、自主防災会の運営を支援するとともに、災害時における生活用水
確保の推進を図る。 

担当課名 危機管理課 概算事業費 ３８，８００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
自主防災組織整備費補助金の交付 
生活用水確保事業費補助金の交付 
図上訓練等意識啓発事業の実施

自主防災組織整備費補助金の交付 
生活用水確保事業費補助金の交付 
図上訓練等意識啓発事業の実施
防災マップへ追加（原子力広域避難）

 

 

No 89   

事業名 防災センター建設事業（完了事業）
 

 安全・安心なまちづくり 

 実施計画事業 一覧 

 

第４章 

施策の内容 

実施計画事業 

第４章 基本施策 １ 地域防災対策・体制の強化
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No 90   

事業名 防災ラジオ整備事業 №91 に統合
 

No 91   

事業名 同報無線デジタル化事業（防災無線整備事業）
事業概要 本庁の同報無線親卓及び屋外子局等のデジタル波への更新、支所親卓の本庁一元化、デジタル波に

対応した屋外子局への変更を行う。 

担当課名 危機管理課 概算事業費 １，７９８，６００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 同報無線デジタル化工事 
 

  

 

No 92  総合戦略 

事業名 津波避難施設整備事業
（津波避難施設整備事業、防災施設管理事業、津波避難施設整備事業補助⾦）（完了事業）

 

No 93   

事業名 津波監視定点カメラ整備事業（完了事業）
 

No 175   

事業名 電算用非常用発電設備整備事業（完了事業）
 

No 196   

事業名 避難所整備拡充事業（災害用マンホールトイレ整備事業・受⽔槽への給⽔装置の
設置・災害時の障害者用トイレの整備）

事業概要 指定避難所に大容量の災害用トイレを確保するためマンホールトイレの整備を図る。 

担当課名 危機管理課 概算事業費 ６，９００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 災害用マンホールトイレの設置   
 

 

第１次磐田市総合計画実施計画（Ｈ28－H30）

-39-



 

No 94  総合戦略 

事業名 建築物等耐震改修促進事業
事業概要 耐震性の高い市街地を形成するため、民間建築物等の耐震化を支援する。 

担当課名 建築住宅課 概算事業費 １０８，８００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

無料耐震診断の実施 
既存建築物耐震性促進事業補助金の交付
木造住宅耐震補強助成事業補助金の交付
ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金
の交付 
緊急輸送路沿道等建築物耐震化助成事業
補助金の交付 

  

 

No 95   

事業名 公会堂耐震補強事業費補助事業 №163 に統合
 

No 96   

事業名 家庭内防災対策事業
事業概要 家庭内の家具固定及び防災ベッドの購入に対して支援する。 

担当課名 危機管理課 概算事業費 １，５００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
家具固定の推進 
防災ベッド普及事業補助金の交
付 

  

 

No 97   

事業名 福⽥こども園施設管理事業（完了事業）
 

No 176   

事業名 災害医療救護体制整備事業（安定ヨウ素剤等配備事業）
事業概要 原子力事故が発生し、甲状腺被ばくによる障害が懸念される場合や発生する恐れがある事態に備え、

安定ヨウ素剤及び関係資材等を備蓄する。 

担当課名 健康増進課 概算事業費 ２，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 安定ヨウ素剤購入・備蓄 
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No 177   

事業名 要配慮者の⽀援及び福祉避難所の検討・整備事業
事業概要 要配慮者の情報を市と地域住民が共有できる体制整備を図るとともに、指定避難所では生活に支障

を来すおそれのある方のため、福祉避難所の設置について検討し、その整備を図る。 

担当課名 福祉課 概算事業費 －

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
福祉避難所協定施設の拡大及び
協定締結の完了 
福祉避難所運営体制の整備及び
周知、マニュアル完成 

福祉避難所運営体制の整備及び
周知 

 

 

No 178  総合戦略 

事業名 海岸堤防整備事業（旧：防潮堤建設促進事業）
事業概要 静岡県第4 次地震被害想定に基づき、レベル2 に対応した「静岡モデル」の遠州灘海岸の防潮堤に

ついて、その整備を進める。 

担当課名 危機管理課 概算事業費 ７９９，７００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
整備方針の検討 
海岸堤防整備工事 
海岸堤防にかかる広報 
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   地域防犯活動を推進します 

   防犯情報の共有に努めます 

 
 
 

No 98   

事業名 地域防犯活動団体⽀援事業
事業概要 安全安心のまちづくりに向けて、地域ぐるみの自主的な防犯活動を行う「地区安全会議」への支援

等を行う。また、犯罪抑止を目的として防犯カメラを設置する。 

担当課名 自治振興課 概算事業費 ３２，８００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
地域防犯活動事業費補助金の交付 
磐田警察署管内防犯協会負担金
防犯カメラの設置 

  

 

No 99  総合戦略 

事業名 防犯灯設置費補助事業 №202 に統合
 

第４章 基本施策 ２ 地域防犯体制の強化

施策の内容 

実施計画事業 
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   交通安全意識の高揚を図ります 

   交通安全施設の整備を推進します 

 
 
 

No 100   

事業名 交通安全啓発事業 
事業概要 交通事故を削減するため、交通安全団体や警察と連携を図り、市民のルール・マナーの向上と交通

安全意識の高揚を図る。 

担当課名 自治振興課 概算事業費 ６７，８００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
交通安全運動の実施 
交通安全指導員設置負担金 
交通安全関係団体交付金 

  

 

No 101  総合戦略 

事業名 交通安全施設整備事業
事業概要 交通危険個所の整備により交通事故のない、安全・安心で快適な道路環境づくりを図る。 

担当課名 道路河川課 概算事業費 ６，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 危険木除去に対する補助 
 

  

 

No 179  総合戦略 

事業名 通学路整備事業 
事業概要 通学路の安全を確保するため、通学路合同点検により対策が必要な路線の整備を実施する。 

担当課名 道路河川課 概算事業費 １７６，５００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 通学路整備工事 
 

  

 

第４章 基本施策 ３ 交通安全対策の充実 

施策の内容 

実施計画事業 
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No 202  総合戦略 

事業名 照明灯ＬＥＤ化事業
事業概要 「明るいまち磐田」を目指し、交通事故防止、防犯及び省電力化推進のため、行政設置の道路照明

灯・防犯灯をＬＥＤ化する。 

担当課名 自治振興課 概算事業費 ３０５，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 行政設置の道路照明灯・防犯灯
のLED 化実施 

  

 
 
 
 
 
 
 
   消防力の強化を進めます 

   火災予防を推進します 

   救急・救助体制を強化します 

   消防救急の広域化を推進します 

 
 
 
No 102   

事業名 常備消防庁舎施設整備事業
事業概要 消防本部・消防署、5 分遣所の庁舎施設全般の機能維持を図るため、本署庁舎の地震対策などを推

進する。 

担当課名 消防総務課 概算事業費 ８，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 本署（変電設備改修工事、屋上
空調機器撤去工事） 

検討  

 

No 215   

事業名 消防庁舎建設事業 
事業概要 磐田消防署の地盤沈下及び老朽化に伴い、新庁舎の建設について協議・検討する。 

担当課名 消防総務課 概算事業費 －

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 協議・検討 
 

  

 

第４章 基本施策 ４ 消防・救急体制の充実 

施策の内容 

実施計画事業 
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No 103  総合戦略 

事業名 常備消防資機材整備事業
事業概要 災害対応資機材の新規導入及び更新整備し、市民の生命、身体、財産を災害から保護するとともに、

隊員等の安全管理体制の充実強化を進める。 

担当課名 警防課 概算事業費 ３５，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 消耗資機材・備品購入 
 

  

 

No 104  総合戦略 

事業名 常備消防⾞両更新事業
事業概要 災害時に際して消防能力を常時発揮することができるよう、車両配備計画に基づき老朽化した消防

車両を更新する。 

担当課名 警防課 概算事業費 １６３，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 化学消防ポンプ自動車１台 
指揮車１台 

高規格救急車２台 火災調査車１台 
高規格救急車１台 

 

No 105   

事業名 非常備消防資機材整備事業
事業概要 消防団活動の円滑化及び災害対応能力を向上させるため、資機材の新規及び更新整備を行う。 

担当課名 警防課 概算事業費 １５，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 可搬ポンプ２台 可搬ポンプ、救助工具セット 
 

 

 

No 106   

事業名 非常備消防⾞両更新事業
事業概要 地域の安全・安心を確立するため、消防車の更新整備を行う。 

担当課名 警防課 概算事業費 ４２，５００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 指揮車１台 
多目的可搬積載車１台 

多目的可搬積載車１台 多目的可搬積載車２台 

 

No 107   

事業名 消防救急無線デジタル化事業（完了事業）
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No 203   

事業名 中東遠消防指令センター運営事業
事業概要 中東遠地域６市町（５消防本部）の共同で消防通信指令業務を実施する。 

担当課名 消防総務課 概算事業費 １，４０８，５００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
センター運営事務 
デジタル無線保守・点検（瑕疵担保期間）
部分更新実施設計 

センター運営事務 
デジタル無線保守・点検（瑕疵担保期間）
センター部分更新（リプレース）

センター運営事務 
デジタル無線保守・点検（有償保守開始）

 

No 108   

事業名 消防⽔利施設整備事業
事業概要 耐震性貯水槽等の消防水利の整備を進める。 

担当課名 警防課 概算事業費 ８５，５００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 耐震性貯水槽 
40 トン3 基及び付帯工事 

  

 

No 109  総合戦略 

事業名 消防団活動拠点施設整備事業
事業概要 消防団再編等に伴う消防団詰所の統廃合・整備について検討する。 

担当課名 警防課 概算事業費 ３，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 詰所1 棟の解体工事 拠点施設の維持管理 
 

 

 

No 110   

事業名 消防救急広域化推進事業
事業概要 H16.6 に消防組織法が改正され、県内を 8 地域の市町組み合せとして「静岡県消防救急広域化推進

計画」が示されたことから、中遠地域（袋井市・森町）において広域化を推進する。 

担当課名 消防総務課 概算事業費 －

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 関係市町との協議 
（必要に応じて） 
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No 204  総合戦略 

事業名 消防団家族感謝事業
事業概要 家族や自分の時間を犠牲にして消防団活動に励む消防団員と、それを支える家族に対して感謝の意

を伝える。家族表彰として感謝状と記念品を贈呈する。 

担当課名 警防課 概算事業費 １，６００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 家族表彰として、感謝状と記念
品を贈呈 

  

 
 
 
 
 
 
 
   治水関連施設の整備を進めます 

   迅速な情報提供に努めます 

   森林機能の保全に努めます 

   海岸や松林の保全に努めます 

 
 
 
No 111   

事業名 久保川治⽔プロジェクト事業
事業概要 久保川流域の浸水対策事業を行う。（今之浦第 4 ポンプ場、谷田川排水ポンプ場、西御殿川排水ポ

ンプ場の新設工事、沼原川雨水幹線管渠新設工事）事業期間 H18～H30 

担当課名 道路河川課 概算事業費 １，０７４，８００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
谷田川排水ポンプ場：建築、建
築設備、電気・機械設備工事 
西御殿川排水ポンプ場：下部基
礎工事 

谷田川排水ポンプ場：電気・機
械設備、場内整備工事 
西御殿川排水ポンプ場：本体下部、
建築、建築設備、電気・機械設備工事 

西御殿川排水ポンプ場：電気・
機械設備、放流渠、場内整備工
事 

 

No 112   

事業名 普通河川等改修事業
事業概要 自治会要望による普通河川・排水路の改修及び維持修繕を行う。 

担当課名 道路河川課 概算事業費 １５６，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 修繕・改良工事 
 

  

 

第４章 基本施策 ５ 治山・治水対策の充実

施策の内容 

実施計画事業 
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No 113   

事業名 河川⽔位監視システム整備事業
事業概要 水位監視装置を設置し、市民に水位情報を提供するシステムの整備を行う。 

担当課名 道路河川課 概算事業費 １５，５００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 維持管理 
 

  

 

No 205   

事業名 都市下⽔路施設管理事業
事業概要 排水ポンプ場と都市下水路等浸水被害を防止する施設の維持管理及び排水ポンプ場の更新・増設を

行う。 

担当課名 道路河川課 概算事業費 ８７５，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
ポンプ場施設維持管理 
南部第１ポンプ場更新 
池田２号雨水管渠工事 

ポンプ場施設維持管理 
南部第１ポンプ場更新 
池田２号雨水管渠工事 
大島ポンプ場関連事業 

 

 
 
 
 
 
 
 
   相談体制の強化を図ります 

   啓発活動の推進を図ります 

 
 
 

No 114   

事業名 消費⽣活相談事業 
事業概要 多様化する消費者相談に対応するため、相談員の育成を図るとともに、市民への情報の提供や、他

部門との連携により相談体制を強化する。 

担当課名 広報広聴・ＣＰ課 概算事業費 ６，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

相談業務の実施 
出前講座等啓発事業の実施 
相談員の研修への派遣 
消費専門相談アドバイザー配置
消費者教育推進法に基づく児童
生徒への啓発 

  

 

施策の内容 

実施計画事業 

第４章 基本施策 ６ 消費生活対策の充実 
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   地域福祉コミュニティの推進を図ります 

   福祉サービスの情報提供と相談体制の充実を図ります 

   地域で安心して暮らせる環境をつくります 

 
 
 
 

No 115   

事業名 社会福祉協議会⽀援事業
事業概要 社会福祉の推進を目的とした各種事業を実施する社会福祉法人磐田市社会福祉協議会の活動を支援

する。 

担当課名 福祉課 概算事業費 ３６０，７００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 社会福祉協議会への補助金の交
付 ほか 

  

 

No 116   

事業名 地域福祉推進事業 
事業概要 社会福祉協議会など福祉団体との連携を図りながら、地区社会福祉協議会の活動支援を行う。 

担当課名 福祉課 概算事業費 ３５，４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 地区社会福祉協議会の活動支援
 

  

 

 やさしさ、ふれあい、支え合いのまちづくり 

 実施計画事業 一覧 

 

第５章 

施策の内容 

実施計画事業 

第５章 基本施策 １ 地域福祉システムの充実
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No 180   

事業名 ⽣活保護世帯等の自⽴⽀援事業
（⽣活困窮者自⽴相談⽀援事業・学習チャレンジ⽀援事業・就労準備⽀援事業）

事業概要 H27.4 施行の生活困窮者自立支援法に基づき、相談支援窓口を設置し、自立に向けた相談支援を行
うとともに、貧困の連鎖解消を目的として、小・中学生等がいる被保護世帯又は生活困窮世帯を対象
に、学習の場を提供し教育相談及び学習支援を行うことで、高校への進学等を促進し、就職に結び付
け、子どもの自立促進を図る。また、就労可能な生活保護受給者等への就労支援員による迅速かつき
め細やかな就労支援に加え、一般就労従事の基礎能力形成を要する者を対象とした就労準備支援を行
い自立につなげていく。 

担当課名 福祉課 概算事業費 ５３，９００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
関連機関と連携した自立支援事業の推進
生活困窮者自立相談支援事業 
学習チャレンジ支援事業 
就労準備支援事業 

  

 

No 181   

事業名 就労⽀援事業 №180 に統合
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   子育て支援の充実を図ります 

   仕事と子育ての両立を支援します 

   子どもや家庭への支援を行います 

 
 
 

No 117  総合戦略 

事業名 ⼦育て⽀援推進事業
事業概要 子育てに関する相談や支援、情報提供を通じて子育ての不安を軽減し、安心して子育てができる環境

づくりを推進する。 

担当課名 子育て支援課 概算事業費 ２１２，９００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

子育て支援センターの運営 
子育て支援センター開設（豊
岡中央交流センター内、福田
こども園内） 
子育て相談員の派遣 
子育て情報サイトの運営 
ひとり親家庭への保育サー
ビス利用料助成の実施 
養育支援訪問事業の実施 
こども憲章の普及・啓発 
ファミリーサポート事業 

子育て支援センターの運営 
（再配置・機能明確化の方針決定）
子育て相談員の派遣 
子育て情報サイトの運営 
ひとり親家庭への保育サービス利
用料助成の実施 
養育支援訪問事業の実施 
こども憲章の普及・啓発 
ファミリーサポート事業 

子育て支援センターの運営 
子育て相談員の派遣 
子育て情報サイトの運営 
ひとり親家庭への保育サービス利
用料助成の実施 
養育支援訪問事業の実施 
こども憲章の普及・啓発 
ファミリーサポート事業 

 

No 216  総合戦略 

事業名 （仮称）⼦ども図書館設置事業
事業概要 豊田図書館を活用し、未来を担う子どもたちとその保護者に役立つ施設として、子育て支援機能と

図書館機能を兼ね備えた複合施設を設置する。 

担当課名 中央図書館・子育て支援課 概算事業費 ２２７，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 基本構想の策定 基本設計 
実施設計 

豊田図書館改修工事 

 

第５章 基本施策 ２ 子育て環境の整備 

施策の内容 

実施計画事業 
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No 118  総合戦略 

事業名 こども医療費助成事業
事業概要 疾病の早期発見・早期治療を促進し、疾病の慢性化予防と保護者の経済的負担の軽減を図るため、

医療費を助成する。 

担当課名 子育て支援課 概算事業費 １，６４７，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 医療費の助成 
 

  

 

No 217  総合戦略 

事業名 家庭の育児⼒向上推進事業
事業概要 家庭での育児の主役である「父親・母親」を妊娠期から学齢期までサポートし、親子の愛着形成、

育児不安の軽減、子育て仲間づくりを支援し、家族が支え合い、地域で楽しく子育てするため、様々
な角度から「子育てなら磐田」を応援する各種講座の拡充を図る。 

担当課名 子育て支援課 概算事業費 ２，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
わくわくパパママ講座 
親子の絆づくりプログラム・交流会
イクメン講座・にこにこ子育て
教室・思春期講座 

  

 

No 119  総合戦略 

事業名 ⺠間保育園整備⽀援事業
事業概要 民間保育園の老朽化、狭隘化に対応する建設費またはその償還金の一部を補助することにより、保

育の充実や保育環境整備と運営法人の経営の健全化を図る。 

担当課名 幼稚園保育園課 概算事業費 １００，８００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 事業費・償還金の助成 
 

  

 

No 182  総合戦略 

事業名 認証保育所への⽀援事業
事業概要 市内の認可外保育園のうち、市独自の基準を満たした認証保育所に対し、保育の質の向上を図るた

め補助金を交付する。 

担当課名 幼稚園保育園課 概算事業費 ５，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 補助金の交付 
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No 120  総合戦略 

事業名 幼稚園・保育園再編計画推進事業
事業概要 磐田市幼稚園・保育園再編計画（第２期）を策定し、待機児童の解消に向けた取り組みや子ども・

子育て新システムに対応した環境整備を着実に進める。 

担当課名 幼稚園保育園課 概算事業費 －

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 第２期幼稚園保育園再編計画の
策定 

計画に基づく事業の推進  

 

No 206   

事業名 磐⽥北幼稚園再築事業
事業概要 老朽化した磐田北幼稚園を磐田北小学校内へ再築することにより、幼児教育環境の改善を図る。ま

た、老朽化した磐田北小プールの再築と、課題である周辺公共施設を含めた駐車場不足を解消するた
め、移転後に既存幼稚園園舎跡に駐車場を整備する。 

担当課名 幼稚園保育園課・教育総務課 概算事業費 ６８８，４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
実施設計 
既存プール解体、プール再築工事 
建設工事 

建設工事（繰越明許費） 園舎解体 
駐車場整備 

 

No 207  総合戦略 

事業名 磐⽥中部幼稚園再築事業（旧：幼稚園・保育園再編推進事業）
事業概要 幼児教育環境の改善を図るため、磐田市幼稚園・保育園再編計画（第２期）に基づき、施設の老朽

化などの課題を抱えている磐田中部幼稚園の再築について、検討・実施する。 

担当課名 幼稚園保育園課 概算事業費 １６９，７００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 再築基本構想策定 
 

  

 

No 183   

事業名 保育所⼊所枠拡大プロジェクト事業（完了事業）
 

No 218  総合戦略 

事業名 連携施設受託促進事業
事業概要 地域型保育事業者から連携を受託し、児童の卒園後の受け入れ枠設定等をしている認可保育園に対

する支援を行う。 

担当課名 幼稚園保育園課 概算事業費 ９，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 連携を受託した園に対する支援
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No 219  総合戦略 

事業名 ⼩規模保育等事業 
事業概要 子ども・子育て支援新制度に伴い、主に待機児童の約７割を占める０～２歳児を受け入れ対象とし

ている地域型保育事業者に対し、園運営の支援として給付費を支払う。 

担当課名 幼稚園保育園課 概算事業費 ５０６，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
地域型保育事業者（小規模保育
園事業者、事業所内保育事業者）
に対する支援 

  

 

No 121   

事業名 児童虐待防止事業 
事業概要 関係機関と要保護児童等対策協議会を設置し、早期発見、早期対応に努めるとともに、児童虐待防

止の啓発を行う。また、様々な事情により、緊急一時的に児童を養育できない家庭の児童を預かり、
福祉の増進に努める。 

担当課名 子育て支援課 概算事業費 ３，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 要保護児童等対策協議会の開催
啓発活動、一時入所委託 
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   生きがいづくりと介護予防を推進します 

   介護保険サービスの充実を図ります 

   地域の暮らしを支えるサービスの充実を図ります 

 
 
 

No 122   

事業名 介護予防一次予防対象者事業
事業概要 健康な高齢者に対して、介護予防活動に関する知識の普及、啓発や介護予防活動の支援を行うほか、

将来的には要支援者等も含め、総合的な事業実施を検討する。 

担当課名 健康増進課 概算事業費 ３１，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
介護予防教室の実施 
いきいき百歳体操の展開 
ボランティアの育成・活動支援 他

  

 

No 197   

事業名 地域密着型サービス整備事業（完了事業）
 

No 123  総合戦略 

事業名 地域包括⽀援センター運営事業
事業概要 高齢者の総合相談窓口として、地域包括支援センターを適切に運営するとともに、高齢者の見守り・

支援ネットワークづくりを推進する。 

担当課名 福祉課 概算事業費 ３７３，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 地域包括支援センターの適切な
運営 ほか 

  

 

第５章 基本施策 ３ 高齢者福祉の推進 

施策の内容 

実施計画事業 
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No 208   

事業名 新しい介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業
事業概要 介護保険制度の改正により、現行の要支援１～２のうち、介護予防訪問介護、介護予防通所介護を、

H29.４から市が実施主体となっている「地域支援事業」に移行し、既存の介護事業者によるサービス
提供から、地域の実情に応じた多様な主体が参画するサービス・支援への多様化を図る。 

担当課名 福祉課 概算事業費 ４７８，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

現状把握、関係団体との協議、
サービス累計・提携基準・単価
案等の検討 
フローづくり、事業者への説明
サービス事業量の見込み、サー
ビス単価、利用料決定 
要綱・マニュアルの整備 
市民周知 ほか 

要支援認定者の訪問介護、通所
介護のみの利用者に、緩和した
基準による事業者等のサービス
提供や住民主体による支援 
保健師等による初期集中介護予
防サービスの実施 

 

 

No 209  総合戦略 

事業名 介護施設等基盤整備事業
事業概要 H28 年度介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）40 床、介護老人保険施設20 床を増設、H28 年

度定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所1 ヶ所を新設し、基盤整備の充実を図る。 

担当課名 福祉課 概算事業費 １０，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 事業費の助成 
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   相互理解と社会参加を促進します 

   障害者に対する福祉サービスの充実を図ります 

   雇用・就労を促進します 

 
 
 

No 124   

事業名 在宅障害者援護事業
事業概要 在宅障害者の日常生活支援及び社会参加の促進のために助成を行う。 

担当課名 福祉課 概算事業費 １０１，９００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
在宅障害者に対する支援 
障害者タクシー利用料金助成の実施
ライフサポート事業費補助金の交付
障害者福祉施設通所費助成の実施 

  

 

No 125   

事業名 障害者医療費等助成事業
事業概要 障害者の年金制度及び医療費の助成を図ることで、自己負担の軽減を図る。 

担当課名 福祉課 概算事業費 ９４０，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
心身障害者扶養共済事業の実施
重度障害者児医療費の助成 
精神障害者医療費の助成 

  

 

No 184  総合戦略 

事業名 障害者福祉施設整備費補助事業（旧：重症心身障害児（者）施設整備⽀援事業）
事業概要 市民が利用又は利用すると思われる施設整備への補助と建設後の償還金を補助することにより、障害

者福祉施設の運営を支援する。 

担当課名 福祉課 概算事業費 １７４，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
施設整備補助 
償還金補助 
借地料 

  

 

第５章 基本施策 ４ 障害者福祉の推進

施策の内容 

実施計画事業 
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No 210  総合戦略 

事業名 児童発達⽀援施設及び就労⽀援施設整備事業
事業概要 児童発達支援及び就労支援に関する施設整備をするために、建設費とその償還金の一部を補助し、

乳幼児からの一貫した支援体制を整える。 

担当課名 子育て支援課・福祉課 概算事業費 １０５，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 建設費補助 
 

償還金補助  

 
 
 
 
 
 
 
   生活習慣病予防を推進します 

   健全な発育・発達を支援します 

   予防接種と感染症対策を進めます 

   地域における健康づくりを支援します 

 
 
 
No 126   

事業名 国⺠健康保険特定健康診査等事業
事業概要 40 歳から74 歳を対象に特定健康診査を実施し、その結果から生活習慣病予防の保健指導が必要な

対象者を抽出し、特定保健指導や重症化予防のための保健指導を実施する。 

担当課名 健康増進課 概算事業費 ４５６，９００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 特定健診の実施 
保健指導の実施 

  

 

第５章 基本施策 ５ 健康づくりの推進

施策の内容 

実施計画事業 
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No 127   

事業名 がん等検診事業 
事業概要 健康増進法等に基づくがん等の検診を実施し、早期治療を促すとともに予防意識を高め、健康意識

の拡充を図る。また、国や県の補助に基づき、子宮頸がん・乳がん・肝炎の無料クーポン事業を実施
する。 

担当課名 健康増進課 概算事業費 ３２３，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

がん検診等の実施 
（胃がん、胃がんリスク、大腸
がん、結核・肺がん、子宮頸が
ん、乳がん、前立腺がん、肝炎
ウイルス、骨、歯科、生活保護
者健診） 

  

 

No 128   

事業名 幼児育成⽀援事業 
事業概要 子どもが、適正な生活習慣を身につけ、健全な発育発達の促進をするために、生活リズムの向上を

図る。また、言葉や発達面において経過観察が必要な児及び保護者に対し、子どもに合わせた支援を
行う。 

担当課名 子育て支援課 概算事業費 ２，７００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 健診事後教室の実施 
生活リズム向上の啓発事業 

  

 

No 185  総合戦略 

事業名 発達障害等⽀援事業
事業概要 発達の遅れや療育の課題があるとされた児及びその保護者に対して、必要な支援の充実とともに、

職員等関係者の資質向上や発達支援の普及啓発を図る。 

担当課名 子育て支援課 概算事業費 １５８，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

磐田市発達支援センターの運営
（通園事業、相談事業、連携事業） 
居場所づくり事業 
発達支援ほっと研修 
親教育講座、啓発事業 
障害児等在園の民間幼稚園・保
育園等への支援 
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No 129   

事業名 妊婦・乳幼児健診事業
事業概要 妊婦及び乳児の個別健診並びに幼児の集団健診を実施し、妊婦・乳幼児の健康の保持増進、異常の

早期発見を図る。 

担当課名 子育て支援課 概算事業費 ４３５，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 妊婦・乳児健診の実施 
幼児健診事業の実施 

  

 

No 186   

事業名 肺炎球菌予防接種の助成事業（７５歳以上への肺炎球菌の予防接種）（完了事業）
 

No 130  総合戦略 

事業名 ⾷育推進事業 
事業概要 食育基本法を基に策定した磐田市食育推進計画に基づき、生涯を通じた食を中心とした健康づくり

を推進する。 

担当課名 健康増進課 概算事業費 １２，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
第２次食育推進計画の見直し 
いわた食育キッチンへの支援 
こどもの森の委託事業開始 

第３次食育推進計画の策定 
いわた食育キッチンへの支援 
こどもの森との委託事業継続 

いわた食育キッチンへの支援 
こどもの森との委託事業継続 

 

No 220  総合戦略 

事業名 まちの保健室事業 
事業概要 異世代交流による地域の活性化や健康を意識した地域づくりを目指し、地区担当保健師が 10 中学

校区ごと毎月１回交流センター等へ出向き、健康講座や健康相談を実施する。また、積極的に地域へ
出向き、地区特性に合わせた健康づくり事業を推進する。 

担当課名 健康増進課 概算事業費 １５，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

まちの保健室（年間120 回） 
健康教育（出前講座、各種教室）
健康相談（定例相談、随時相談）
成人家庭訪問（健診事後指導）
健康手帳交付 
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   市立総合病院の機能整備を推進します 

   地域医療連携体制を構築します 

   災害時医療体制の充実・強化を進めます 

   救急医療体制の充実を図ります 

 
 
 

No 131   

事業名 市⽴総合病院機能強化推進事業
事業概要 より安全でより質の高い医療サービスの提供と良好な職場環境になるよう、計画的に施設改修を行う。

担当課名 医療支援課 概算事業費 ４７６，４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
中央監視システムリモートユニット更新
病棟ナースコール設備更新 
ナースコール用ＰＨＳ交換機更新 
高圧蒸気滅菌装置更新 

中央監視システムリモートユニット更新
一次洗浄中央化システム更新 

設備更新及び改修 

 
No 132   

事業名 ESCO 事業 
事業概要 ESCO 事業の導入による、熱源設備、ポンプ類等の関連設備機器の更新・充実を行い、併せて光熱

水費の削減を図る。 

担当課名 医療支援課 概算事業費 ８７，５００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 ESCO サービス継続 
 

  

 

No 133   

事業名 地域医療連携システム運営事業
事業概要 情報通信技術（ＩＣＴ）を利活用して、電子カルテ・画像情報の開示による医療情報を共有化し、

病病・病診連携を促進する地域医療連携システムの運用を図る。 

担当課名 医事課 概算事業費 ４，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 運用実績等の検証、診療所等へ
の加入促進 

  

 

第５章 基本施策 ６ 地域医療体制の充実 

施策の内容 

実施計画事業 
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No 134   

事業名 災害医療体制の整備
事業概要 ライフライン維持機能の整備・充実を図る。 

担当課名 医療支援課 概算事業費 ９５，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
受水槽2 基及び高架水槽2 基更
新設計 
ガラス飛散防止フィルム貼 

受水槽2 基及び高架水槽2 基更
新工事 
ガラス飛散防止フィルム貼 

ガラス飛散防止フィルム貼 

 

No 135   

事業名 救急医療施設整備事業（完了事業）
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   農業の担い手の育成・確保を推進します 

   農林水産資源の保全を図ります 

   農林水産資源の有効活用を推進します 

 
 
 

No 136  総合戦略 

事業名 耕作放棄地対策事業
（耕作放棄地対策事業、農地利用集積事業、いわた農業経営塾運営事業、農業経営者育成事業）

事業概要 農地の有効利用を促進するため、市担い手総合支援協議会による耕作放棄地対策事業の支援や農地
の利用集積を実施する。また、多様な担い手を育成するため、農業経営者育成事業や農業経営塾を実
施する。 

担当課名 農林水産課 概算事業費 ５２，９００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

耕作放棄地対策事業費補助金の交付
農地の利用集積 
農業経営者育成事業の実施 
いわた農業経営塾の運営 
いわた農業経営塾天竜農場用地取得

耕作放棄地対策事業費補助金の交付
農地の利用集積 
農業経営者育成事業の実施 
いわた農業経営塾の運営 

 

 

No 221  総合戦略 

事業名 次世代型農⽔産業⽴地推進事業（旧：遠州豊⽥PA 南側周辺開発推進事業）
事業概要 新たな技術を活用した次世代型農水産業の立地を推進するため、企業誘致活動や国・県との協議調

整など立地に向けた支援を行う。 

担当課名 産業政策課 概算事業費 ５４２，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
企業誘致活動 
遠州豊田ＰＡ南側（民間開発支援）
 

  

 

 交流と活力のあるまちづくり 

 実施計画事業 一覧 

 

第６章 

第６章 基本施策 １ 農林水産業の振興 

施策の内容 

実施計画事業 
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No 137   

事業名 基幹⽔利施設ストックマネジメント事業
事業概要 県営事業で造成した基幹的農業水利施設等の機能保全対策工事を行い、施設の長寿命化を図る。 

担当課名 農林水産課 概算事業費 １５６，５００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
更新施設（福田排水機場・大池
排水機場・新貝排水機場）負担
金 

 更新施設（大池排水機場・新貝
排水機場）負担金 

 

No 138   

事業名 湛⽔防除事業（県営）
事業概要 県が事業主体となり調整池や排水機場を整備することで農村地域の湛水被害を軽減する。 

磐田地区（調整池４箇所：調整量43 万ｔ）事業期間：柴田山調整池 Ｈ24～Ｈ32 
県総事業費：60 億円 

担当課名 農林水産課 概算事業費 １１，８００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 （負担金） 
柴田山調整池造成工事 

  

 

No 139  総合戦略 

事業名 ⾷の拠点づくり事業（⾷の拠点づくり推進事業・⾷の拠点づくり施設整備事業）（完了事業）
 

No 222   

事業名 福⽥漁港アクセス道路整備事業
事業概要 福田漁港へ通じる新たな道路を整備することにより、自然災害への備えと安定的な漁業活動の継続

を図る。 

担当課名 産業政策課 概算事業費 １２８，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
用地測量 
実施設計 
土質調査 
関係機関協議 

道路整備工事 Ｈ29 終了（予定） 
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No 140  総合戦略 

事業名 マーケティング⽀援事業
事業概要 国内外において中小企業等の販路開拓を支援する。 

担当課名 産業政策課 概算事業費 １１，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
国内外における中小企業等の販
路開拓への支援 
 

  

 

No 141   

事業名 いわた風⼟ツーリズム推進事業（完了事業）
 
 
 
 
 
 
 
   商店街の魅力づくりを支援します 

   やる気のある個店の発掘・集客を支援します 

   磐田の魅力を活かし、市の知名度を向上させます 

 
 
 

No 142  総合戦略 

事業名 既存商店街の活性化事業（軽トラ市開催推進事業、チャレンジショップ推進事業）
事業概要 市内の商業振興とまちの賑わいづくりを目的に開催される軽トラ市をはじめとしたイベント事業の

実行委員会に対して催事経費を支援する。学生や若手起業者などが既存商店の一角を間借りし、商店
主とコラボして店舗運営を行うことで、若者の起業に対する可能性を支援するとともに、話題性や集
客の創出により、将来の商業振興へとつなげる。 

担当課名 商工観光課 概算事業費 ３，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
軽トラ市実行委員会への支援
商店会連盟との協働 
 

  

 

No 143   

事業名 チャレンジショップ推進事業（空き店舗対策事業） №142 に統合
 

第６章 基本施策 ２ 商業・サービス業の振興

施策の内容 

実施計画事業 
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No 144  総合戦略 

事業名 やる気ある個店⽀援事業
事業概要 市民に個人商店を知ってもらい、利用するきっかけとしてもらうため「磐田まちめぐりゼミナール」

を開催するなど、やる気ある商店主が気軽に参加でき、商業振興につなげる施策を実施する。 

担当課名 商工観光課 概算事業費 ３，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 まちゼミの開催 
 

まちゼミフェア 
まちゼミの開催 

 

 

No 145   

事業名 磐⽥ブランド事業（完了事業）
 

No 146   

事業名 商工業振興団体⽀援事業
事業概要 地域経済の活性化を図るため、市内の商工業団体が行うイベントなどの振興事業の活動費、運営費

等に対し支援を行う。 

担当課名 商工観光課 概算事業費 １７１，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 商工業イベント事業費補助金交付 
商工業振興事業費補助金の交付

  

 

No 147   

事業名 「磐⽥は とふる商品券」事業（完了事業）
 

第１次磐田市総合計画実施計画（Ｈ28－H30）

-66-



 
 
 
 
 
 
   中小企業の育成・振興を図ります 

   企業誘致と新産業の育成を推進します 

   地場産業の振興を図ります 

 
 
 
 

No 148  総合戦略 

事業名 工業団地等開発事業（下野部工業団地開発事業・産業適地可能性調査事業）
（遠州豊⽥PA 南側周辺開発推進事業 №221 へ分割）

事業概要 下野部工業団地への企業立地を積極的に推進するとともに、新平山周辺の開発について、民間開発
を基本とし、開発可能性や手法等について検討・調査を行う。 

担当課名 産業政策課 概算事業費 ８，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 企業誘致活動 
 

  

 
No 149   

事業名 新平⼭周辺等開発可能性調査事業 №148 に統合
 

No 187  総合戦略 

事業名 新東名磐⽥スマート IC 設置推進事業
事業概要 新東名高速道路を活かした地域産業の活性化や雇用の創出、定住人口の増加のため、スマートIC 設

置に向けて、用地買収やアクセス道路の整備等を行う。 

担当課名 都市整備課 概算事業費 ５３２，５００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 工事実施 H28 終了（予定）  
 

 

第６章 基本施策 ３ 工業・新産業の育成、振興 

施策の内容 

実施計画事業 
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No 223   

事業名 遠州豊⽥ＰＡ南側地区発掘調査事業
事業概要 遠州豊田ＰＡ南側における企業誘致に対応し、開発予定地域にある広野遺跡他の発掘調査を実施し、

発掘調査報告書を刊行する。 

担当課名 文化財課 概算事業費 ２８５，７００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 発掘調査 
 

遺構・遺物の基礎整理作業 遺構・遺物の整理作業 

 

No 150  総合戦略 

事業名 新産業創出⽀援事業
（産業活性化推進事業、新産業創出⽀援事業、産業展示会等出展⽀援事業）

事業概要 企業が将来の事業展開に取り組むきっかけづくりを行う。 

担当課名 産業政策課 概算事業費 １６，４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
磐田新産業創出協議会への支援
EV セミナー等の実施 
産業展示会出展に係る経費の支援 

磐田新産業創出協議会への支援  

 
 
 
 
 
 
 
   観光の魅力を市内外に発信します 

   観光推進体制の充実を図ります 

   産業と観光の連携を進めます 

 
 
 
 

No 151   

事業名 情報館施設管理事業 №224 に統合
 

第６章 基本施策 ４ 観光・交流の振興

施策の内容 

実施計画事業 
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No 152  総合戦略 

事業名 イメージキャラクター推進事業
事業概要 しっぺいが、この先も市民に愛される自慢のキャラクターになるために、市内の幼稚園・保育園や

学校を訪問するほか、市内イベントをはじめ、市外の全国的なイベントにも参加し、しっぺい並びに
磐田市を知ってもらえるよう積極的なPR を行う。 

担当課名 商工観光課 概算事業費 １２，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
市民に愛され親しまれるための活動
市外へ効果的に磐田市を PR す
るための活動 

  

 

No 224  総合戦略 

事業名 シティプロモーション推進事業
事業概要 市民をはじめ、多くの方に磐田市のことを知ってもらい、好きになってもらうた磐田市の魅力を効

果的に発信する。また、磐田市情報館の管理運営や、ラジオ放送やクーポン事業等の活用による市内
への誘導・回遊促進を図る。 

担当課名 広報広聴・ＣＰ課 概算事業費 １３８，８００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

磐田市情報館の活用方法の見直し 
テレビＣＭやラジオ等マスメディア
を活用したＰＲの実施 
ＳＮＳを活用した行政情報の提供 
「いわたファンクラブ」活動の推進
市内高校同窓会の活用 

磐田市情報館の管理・運営 
テレビＣＭやラジオ等マスメディア
を活用したＰＲの実施 
ＳＮＳを活用した行政情報の提供 
「いわたファンクラブ」活動の推進
市内高校同窓会の活用 

 

 
No 153   

事業名 磐⽥市観光協会⽀援事業
事業概要 磐田市の観光事業の振興を図るため、各種イベントの開催や支援、駅前という立地条件を生かした

観光案内と観光ボランティアを活用した交流客への対応など、各種団体と協力し効果的な活動を展開
するための支援を行う。 

担当課名 商工観光課 概算事業費 １０２，４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
観光協会への支援 
観光ボランティアの活用 
しっぺいグッズ作成 
主催イベントの実施 

  

 

第１次磐田市総合計画実施計画（Ｈ28－H30）

-69-



 
 
 
 
 
 
   安定した雇用環境の創出を図ります 

   勤労者の福利厚生の充実を図ります 

   将来のものづくりを支える人材を育成します 

 
 
 
 

No 154  総合戦略 

事業名 雇用安定対策事業 
事業概要 新卒者や求職者の雇用の促進と中小企業の人材不足の解消を図るため、就職説明会などの人材マッ

チング事業を実施する。 

担当課名 商工観光課 概算事業費 ２１，３００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
就労・起業啓発事業の実施 
子ども技術者育成事業の実施 
就職説明会（新卒者・既卒者）の開催 
地域雇用創造事業の実施 

  

 
No 211  総合戦略 

事業名 地方創⽣先⾏型実施事業（完了事業）
 

No 225  総合戦略 

事業名 ＵＩＪターン就職促進事業（地域しごと⽀援事業）
事業概要 市内優良企業の認知度を高め、ＵＩＪターン就職の促進を図るため、学生をターゲットに都市圏へ

の情報発信を支援する各種事業を展開する。 

担当課名 商工観光課 概算事業費 ３２，４００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

首都圏での就職セミナーの開催
企業見学会の実施 
市内企業のインターンシップ受
入情報の発信サイトの運営 
 

  

 

第６章 基本施策 ５ 雇用環境の充実 

施策の内容 

実施計画事業 

第１次磐田市総合計画実施計画（Ｈ28－H30）

-70-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   協働の仕組みづくりを推進します 

   広聴機能の充実を図ります 

   まちづくりを担う人材の育成を進めます 

   分かりやすい情報提供を進めます 

 
 
 
 

No 155   

事業名 協働のまちづくり推進事業
事業概要 協働のまちづくり提案事業の実施や協働のまちづくり推進委員会を開催する。 

担当課名 市民活動推進課 概算事業費 ５，８００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 協働のまちづくり推進委員会の開催 
協働のまちづくり提案事業の実施 ほか

  

 

No 156  総合戦略 

事業名 人材バンク検討事業
事業概要 市民主体のまちづくり活動を推進するため、まちづくりに主体的に関わることのできる人材の発掘

とその人材を活用する、新たな人材バンク制度の研究、構築を進める。 

担当課名 秘書政策課 概算事業費 －

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 研究・検討 
 

  

 

 計画推進のために 

 実施計画事業 一覧 

 

第７章 

第７章 基本施策 １ 市民の力を高める

施策の内容 

実施計画事業 
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No 157   

事業名 広報いわた発⾏事業
事業概要 「広報いわた」を発行し、市政情報等の提供を行い、市民の積極的なまちづくりへの参画を図ると

ともに、広報モニターの活用等により、広報いわたの充実を推進する。 

担当課名 広報広聴・ＣＰ課 概算事業費 ５３，６００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 広報いわたの発行 
広報モニター制度の実施 

  

 

No 158   

事業名 市政モニター事業 
事業概要 市民の意見を広く反映した活力あるまちづくりを推進するため、市政モニター制度を実施する。 

担当課名 広報広聴・ＣＰ課 概算事業費 ６００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
アンケートの実施 
意見聴取 
今後のモニター制度について検証 

  

 
 
 
 
 
 
 
   地域コミュニティの強化を図ります 

   市民活動団体の育成を推進します 

   コミュニティ拠点などの整備を進めます 

 
 
 
 

No 159  総合戦略 

事業名 自治会・自治会連合会⽀援事業
事業概要 地域コミュニティの活性化等を図り、住みよいまちづくりを推進するため、単位自治会及び自治会

連合会の活動を支援する。 

担当課名 自治振興課 概算事業費 ５１３，０００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 自治会運営費交付金の交付 
 

  

 

第７章 基本施策 ２ 地域の力を高める 

施策の内容 

実施計画事業 
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No 160   

事業名 地域づくり活動⽀援事業
事業概要 自主的な地域づくりの活動を推進するため、地域住民が行う道路、河川、公園、緑地、広場、運動

場、里山等の整備や広く住民が参加できることが期待できる行事やイベントなど、地域の特色を生か
した地域づくり活動を支援する。 

担当課名 自治振興課 概算事業費 １４，７００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 地域づくり推進事業費補助金の交付
 

  

 

No 161   

事業名 市⺠活動推進事業 
事業概要 市内の市民活動の活性化を図るため、NPO 法人をはじめとするボランティア団体や市民活動団体な

どの自主的で営利を目的としない社会貢献活動を支援する。 

担当課名 市民活動推進課 概算事業費 ２２，６００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
市民活動センター運営 
市民活動団体への支援 
NPO 法人認証事務 

  

 

No 162   

事業名 公会堂整備費補助事業 №163 に統合
 
No 163   

事業名 コミュニティ施設整備費補助事業
事業概要 自治会のコミュニティ活動の拠点となる施設の整備を支援する。 

担当課名 自治振興課 概算事業費 １４６，８００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 
コミュニティ施設整備事業費補助金
（公会堂建築・修繕、倉庫新築、掲
示板設置）の交付 ほか 

  

 

No 188   

事業名 （仮称）豊⽥東コミュニティセンター整備事業（完了事業）
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No 198  総合戦略 

事業名 （仮称）豊浜交流センター施設整備事業
事業概要 「磐田市公共施設見直し計画」の推進を図るため、豊浜地区に津波避難施設機能を備えた地区活動

拠点の施設整備を行う。 

担当課名 自治振興課 概算事業費 ２８７，２００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０
事業内容 建築工事 H28 終了（予定）  

 

No 189   

事業名 合併１０周年に向けた環境づくり（完了事業）
 

No 190   

事業名 地区活動拠点の整備事業 №189 に統合
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   行政運営を効率化し、効果的に推進します 

   人材育成を進め、組織力を強化します 

   持続可能な財政基盤を確立します 

   広域行政を推進します 

 
 
 
 

No 164   

事業名 ⾏財政改⾰推進事業
事業概要 行財政改革の着実な推進を図る。 

担当課名 秘書政策課 概算事業費 ８００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 行政評価の実施 
指定管理者選定等委員会の開催

  

 

No 165   

事業名 総合内部事務システム構築事業（⾏政情報化推進事業）（完了事業）
 

No 166   

事業名 人材育成推進事業（職員能⼒向上研修事務）
事業概要 時代の変化に則した行政運営を推進していくため、人材育成基本方針に基づき、理想の職員像であ

る『自ら学び考え行動する自律型職員』の育成と意識改革を進める。 

担当課名 職員課 概算事業費 ４２，１００

年  度 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

事業内容 

人材育成基本方針の改訂 
新たな人事評価制度への変更に伴う研修
の増強 
各種職員研修等の実施（公募型
研修・自己啓発支援制度の実施）
昇格試験制度の実施 

人材育成基本方針の推進 
人事評価制度の推進 
各種職員研修等の実施（公募型
研修・自己啓発支援制度の実施）
昇格試験制度の実施 

 

 

No 191   

事業名 公共施設等総合管理計画策定事業（旧：公共施設⽩書等策定事業）（完了事業）
 
 

第７章 基本施策 ３ 行政の力を高める 

施策の内容 

実施計画事業 
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