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安心安全 観光 雇用創出 官民協働 
 

柿田川周辺東南部地区 
（静岡県清水町） 

○ 計 画 期 間 平成 20年度～24年度 

○ 面     積 884ｈａ 

○ 交付対象事業費 2,097 百万円 

○ 町人口 32,519人（地区内人口21,697 人） 

 

 

 

 

 

目  標 次代を担う人づくりの実践による活力あるまちづくりと安全で快適な生活を実感できるまちづくりの実現 

 

指  標  

１ 身近な地域で誰もが参加できる学習機会を提供するとともに、そこに集まる人々が交流することで活力あるまちづ 

 くりを推進する。 

２ 誰もが安心して子どもを産み育てることができる環境を整備するとともに、伸びやかな子どもたちを育む個性ある 

教育を推進する。 

３ 地域内を歩いて暮らせることができるまちづくりの推進など安全で快適な生活の実現を図る。 

 

 

 

 

 

事業内容 ・基幹事業（1,465百万） 地方道２路線整備、柿田川公園整備、体育館耐震整備、地域交流センター整 

備 等 

      ・提案事業（632百万) 図書館整備、保育所整備、老人センター整備、放課後児童教室整備 等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域交流センター利用人数 49,405 人/年 （H18） → 71,698 人/年 （H24） 

地域子育て世代活動支援センター利用者数  3,815 人/年 （H18） → 5,015 人/年 （H24） 

公共施設のバリアフリー化率 20％ （H20） → 45％ （H24） 

地区概要 静岡県東部地域の中心都市である沼津市と三島

市との間に位置し、広域的な交通の利便性が高

い、交通の要衝地となっており、沿道利用を中心

とした商業施設の拠点地区となっている。 

ポイント 柿田川公園と地域交流センターの整備を

中心として、地域交流、子育て環境の充

実、安全安心をテーマにまちが抱える課題

を一挙に解決すべく事業展開をした。 



地区の現況と課題 

多くの人たちが交流しにぎわいを創出する交流拠点が必要である。 

安心して仕事や子育てができるよう子育て環境の充実が必要である。 

公共施設が老朽化し著しく耐震性が劣る建物が多数ある。 

 

提案事業の特徴 

公共施設のバリアフリー化及び耐震化 

老人センターの耐震化や図書館のバリアフリー化整備により、高

齢者が安全で快適に過ごせる環境になった。 

保育所整備 

老朽化した保育所を整備し子育て支援活動の内容が充実し活発な

活動が行われている。 

放課後児童教室整備 

学校の空き教室などを利用していたが専用の教室を整備し、待機

児童の解消に繋がっている。 

 

計画策定プロセス 

町民アンケート等の結果による地域住民からの要請があったものや緊 

急性、優先度の高いものを考慮して事業を計画した。 

全国でも有数な清流柿田川の自然を生かした柿田川公園の整備を中心 

に、その周辺の地域交流センター、図書館、児童公園の整備を進め、こ 

れら施設の相乗効果により、人々の交流とにぎわいを創出する。 

特に目が離せない幼児から小学生までの年代を幅広く支援するため、 

保育施設、子育て支援施設、放課後児童教室を整備し、子育て環境の充 

実を図る。 

地域の防災拠点である各自治区の公民館整備、各種公共施設の耐震化 

やバリアフリー化、河川、道路の整備を進め、安全安心なまちづくりを 

進める。 

 

清水町長のコメント 

全国でも有数の清流「柿田川」の豊かな自然と国道１号などの幹

線道路が整備され、商業の発展とともに子育て世代を中心に住宅地

として発達した自然と都市の調和がとれた笑顔があふれここちよく

住み続けたくなるまちを目指しています。 

 

評価委員会の評価 

保育所待機児童数は、減少したことが認められるが、なお待機児童が 

いるならば、さらなる努力が必要である。 

地域交流センター運営委員会が組織されたことで、検討内容が随時施 

設の改良に反映されており、効果発現に寄与している。 

地域交流センター整備により町の文化度が向上した。 

柿田川周辺の外来種の除去は早急に実施するべきである。 

地域交流センターの今後の活用として、地縁の交流に貢献するような 

活動を検討する必要がある。 

 

賑わう足湯

広場と夜の

イベント 

 ▲ シャッター通りとなっている商店街 

 
 

 
 

 

 

 
▲ 地域交流センター整備事業 ▼ 

 

▼ 園内の案内板を改修し

回遊性を高めた 

▲ 著名絵本作家による講演会の様子 

▲ 柿田川公園の様子 

▲ 南保育所整備事業 

▲ 図書館バリアフリー化事業 


