
平成１8年度当初予算案の主要事業

静     岡     市

２



○印は新規事業

（単位：千円）

議会費

０ 市民とともに高めていくことが必要な意識とまちの経営システム

○ （１） 市議会中継システム等整備事業 6,000

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等の活用による市議会中継システム等に要する経費

  ① インターネットを利用した議会中継システム導入

        (本会議を生中継及び録画中継で配信）

  ② 地域ＦＭ2社を利用した議会中継の実施

        (本会議を録音編集放送）

平成１８年度当初予算案の主要事業

市民と行政との協働によるまちづくり

1 議会費



○ （１）フエ市研修員受入事業 1,329

　 ベトナム・フエ市研修員受入れ（技術者研修）

　　 　受入期間　　５月、１０月（各１人　１ヶ月）

　　　 受入分野　　環境（ごみ処理）、下水道

（１）集会所建設費助成 219,000

　 自治会、町内会等の建設する集会所の整備に対する助成

　　　新築１０件、修繕ほか

○ （１）  コールセンター導入事業 31,600

市役所の業務に関する市民からの電話照会等に対応するセンターの設置

導入準備：照会対応項目整理、マニュアル作成、システム構築

業務開始：平成19年2月（予定）

○ （２） 静岡県共同利用電子申請受付システム導入事業 6,100

電子市役所構築の基盤となる電子申請受付システムの導入経費

（静岡県内市町による共同運営・共同利用）

業務開始：平成19年1月（予定）

○ （３）電子申告システム導入事業 69,950

　　　平成１９年１月から法人市民税及び固定資産税（償却資産）に係る電子申告を

総務費

０  市民とともに高めていくことが必要な意識とまちの経営システム

世界を意識したまちづくり

地域に根ざした共生のまちづくり

ITを活用したまちづくり

2 総務費



　　開始するための電算システム等経費

○ （４）市税コンビニ収納事業 16,253

　　　平成19年度から軽自動車税についてコンビニ収納を導入するための電算シ

　　ステム改修経費等

○ （５）住民票等自動交付機の更新・増設事業 66,754

　 葵区役所及び駿河区役所に設置している住民票、印鑑証明書の自動交付機

を、住民基本台帳カードでも対応できる機器仕様に更新するとともに、清水区役

所、長田支所及び蒲原支所にも設置

○ （１）市民活動センター整備事業 234,400

　 　設置場所　　清水区港町二丁目　　キララシティ２階

   　床面積　　　 ４７２．６０平方メートル

   　オープン　　平成１８年１１月（予定）

○ （１）　蒲原地域審議会運営事業 2,610

　　　　　蒲原地域審議会の運営に要する経費

　　　　　委員数：20名　設置期限：平成28年3月31日

Ⅱ 心豊かな人を育み、しずおか文化を創造するまち

○ （１）　少年野外体験事業 1,327

 　越後スノーライフ事業実施経費

市民と行政との協働によるまちづくり

地域が個性をみがき合うまちづくり

多彩な文化の継承と独自文化の創造

3 総務費



　　　実施日　 　　平成19年2月　  2泊3日

　　　実施場所　　上越市

　　　募集人員　　 70人（静岡市、上越市、佐久市の小中高生）

（２）　（仮称）静岡市立美術館整備事業 9,162

　　　   基本計画策定

　　　　　　　　静岡駅前紺屋町地区市街地再開発ビル内への美術館整備

（３）　芹沢銈介作品海外展開催事業 37,872

　　　   ロシア　エルミタージュ美術館において芹沢銈介作品展を開催

　　　　　　　　展示期間（予定）　平成１８年１１月～平成１９年１月

○ （１）　（仮称）青少年育成プラン策定事業 2,090

　    青少年の生活実態を調査のうえ、青少年育成の基本的な方向性を明確に

　 し、成長に合わせた有効な推進事業を掲げ実施する育成プランの策定

次代を担う人材の育成と環境の整備

4 総務費



民生費

Ⅰ みんなで健やかにいきいきと暮らせるまち

(１) 児童クラブ緊急３ｹ年整備計画事業（平成１８～２０年度） 323,700

３カ年　　　　　新設　７ｹ所　　拡張３２ｹ所　　計３９ｹ所
平成１８年度　　新設　４ｹ所　　拡張１２ｹ所　　計１６ｹ所

○ (２) 児童相談所・一時保護所・障害者更生相談所建設事業 24,416

実施設計ほか
整備場所　　葵区堤町　　　　構造　鉄骨造２階建　１，７５１㎡

(３) 母子生活支援施設整備費助成 135,700

千代田寮改築
ＲＣ造４階建　延べ床面積　１，９９７㎡　　３０世帯

(４) 子育て支援拠点（子育て支援センター）事業 9,940

地域子育て支援センターを拡充
　○　服織第二保育園
　○　つどいの広場事業
　　　　 あおぞらキンダーガーデン

(５) 特別保育事業 14,744

○　延長保育実施園を拡充　丸子保育園、清水飯田南保育園、
　　　　　　　　　　　　　清水辻保育園
○　一時保育実施園を拡充　中村町保育園、清水飯田北保育園

(６) 市立保育園施設整備事業 292,004

改 築 工 事   　　清水西久保保育園
耐震補強工事　　　田町保育園、清水有度北保育園
耐震補強工事設計　広野保育園、服織保育園、清水川原保育園、
　　　　　　　　　清水興津南保育園

(１) 自立支援給付事業 1,529,612

平成１８年４月施行（１０月本施行）の障害者自立支援法による障害者
の自立した日常生活等の支援（介護給付、訓練等給付ほか）

(２) 障害児自立支援給付事業 155,002

障害児の自立した日常生活等の支援（介護給付、訓練等給付ほか）

未来を築く元気な子どもの育成支援

障害のある人の自立を支えるシステムの構築 

5 民生費



(３) 自立支援医療費給付事業 51,994

身体障害者の自立支援医療費（旧更生医療）の給付

(４) 地域生活支援事業 136,978

障害者（児）の地域生活に係る自立の支援

(５) レスパイト事業助成 10,250

障害児の放課後の日中預かりを行う事業に助成
　「あおぞら」（週3日を週4日に拡大）
　「ほいっぷ」
○「わかたけ」（新規助成）

(６) 小規模授産施設運営費助成 380,647

小規模授産所の運営助成
　　助成対象　　３９施設（うち新規５施設）
　　運営体制の強化を図るため、補助基本額を増額

(７) しずおか演劇祭開催助成 1,000

障害者と健常者の参加による演劇祭の開催に助成
　　公演予定　　H19.2
　　会　場　　　グランシップ
　　名　称　　　「はるかなる海の伝説（仮題）」

○ (８) 第51回日本身体障害者福祉大会開催助成 2,000

期　日　　　H18.5.29～30
会　場　　　グランシップほか
参加者　　　3,000人

○ (９) 第54回全国ろうあ者大会開催助成 1,500

期　日　　　H18.6.7～11
会　場　　　グランシップほか
参加者　　　2,500人

○ (１) 高齢者一時保護施設確保事業 4,711

被虐待者を虐待から守るために、一時的に保護する施設を確保
また、養護者への心身的ケアも実施
さらに、虐待防止ネットワークを構築

(２) ねんりんピック開催事業 235,945

人間関係豊かな長寿のまちの確立　

6 民生費



「ねんりんピック静岡2006(第１９回全国健康福祉祭しずおか大会)」
　　開 催 期 間　 H18.10.28～10.31
　　本市開催種目　4競技（サッカー､なぎなた､ソフトテニス､弓道）

(３) 養護老人ホーム建設事業 442,527

養護老人ホーム「清水松風荘」の移転、改築
　（継続事業　1,090,000千円　H18～19）

(４) 民間特別養護老人ホーム等建設費助成 55,687

特別養護老人ホームの建設費に対する助成
　　聖ヨゼフの園　改修

7 民生費



０ 市民とともに高めていくことが必要な市民意識とまちの経営システム

○ （１）「清流の都」創造プロジェクト事業 15,031

安倍川、藁科川、興津川などの清流保全事業を実施
　　清流の都シンポジウム（平成１８年７月上旬予定）
　　清流監視員によるレジャー客のマナー指導
　　清流３０選の公募
　　市民向け啓発冊子の発行　等

○ （２）地球温暖化対策地域推進計画策定事業 8,756

市域全体の温室効果ガスの抑制等のための総合的、計画的な施策の策定

○ （３）環境学習推進指針策定事業 3,900

地域の自然的、社会的条件に応じた環境保全の意欲の増進及び環境教育
の推進に向けて環境学習指針の策定

Ⅰ

○ (１) 健診未受診児対策事業 1,373

｢新生児・産婦訪問」で接触できず、「４ヶ月児健診」､「６ヶ月児育児相談」に
も未受診の母子等を対象に戸別訪問を実施

（１）精神障害者共同作業所事業費助成 67,158

共同作業所の運営助成
　　　助成対象　　６施設
　　　運営体制の強化を図るため、補助基本額を増額

○ (２) 歯科バリアフリーマップ作成事業 1,670

歯科医院のバリアフリー調査を実施し、マップを作成・配布
　　　対象歯科医院　　　市内約200ヶ所

衛生費

みんなで健やかにいきいきと暮らせるまち

環境調和のまちづくり

未来を築く元気な子どもの育成支援

障害のある人の自立を支えるシステムの構築

8 衛生費



(１) 山間地診療所施設整備事業
　　　（自動体外式除細動器導入）

1,197

人命救急率を高めるため、自動体外式除細動器（AED）を整備
　　　整備箇所　　　○梅ヶ島、大河内、大川、俵沢の4診療所

○ （２）共立蒲原総合病院組合負担金 314,045

 　　　　 構成団体　　静岡市、富士川町、由比町、芝川町

○ (３)静岡斎場整備事業 119,510

静岡斎場の新待合棟建設に伴う仮設待合棟の借上げ及び既存待合棟の
解体
　　　仮設待合棟の借上げ
　　　　　H18.8～H20.3（債務負担行為　　19,000千円）
　　　新待合棟の建設
　　　　　H19.2～H20.3（債務負担行為　 688,900千円）

○ (４) 第49回全国すし連静岡大会開催助成 1,000

期　日　　　H18.11.8
会　場　　　グランシップほか
参加者　　　2,000人

Ⅲ 安全・安心・快適に暮らせる自然豊かなまち

（１）清掃工場建設事業 569,936

　　　　　西ヶ谷清掃工場建設工事　　　     221,360千円
　　　　　　　（継続事業　 総事業費　 　 22,132,600千円　 H18～21）
　　　　　用地造成工事　　　　　　　　　     　317,000千円

○ （２）資源循環センター建設事業 37,293

　　　　　施設基本計画策定ほか
　　　　　建設場所　　沼上清掃工場敷地内
　　　　　事業期間　　平成18年度～22年度
　　　　　施設概要　　粗大ごみ資源化施設、ペットボトル資源化施設、啓発施設

○ （３）庵原郡環境衛生組合負担金 176,807

　　　　　斎場、し尿処理施設、ごみ処理施設、最終処分場

 　　　　 構成団体　　静岡市、富士川町、由比町

いきいき暮らせる健康づくりの推進

環境低負荷型都市の建設

9 衛生費



○ （１）ニート対策事業 603

社会問題になっているニートの就労対策事業

　　就労に困難を抱えている青少年とその親のための就職支援セミナー

　　及び個別相談会の開催　

（２）国際アビリンピック開催準備事業 11,278

平成19年に本市で開催される第7回国際アビリンピック（国際障害者技能

競技大会）の開催準備経費

    大会開催の周知・ＰＲ事業

労働費

Ⅳ  地域が育て世界に挑む創造型産業のまち

すぐれた能力と意欲ある人材の育成・支援

10 労働費



農林水産業費

Ⅳ

（１） 静岡地域材活用促進事業 36,000

地域材の活用促進を目的とする柱等プレゼント事業への助成

制度延長と助成対象の増改築までの拡大など制度拡充

　対象住宅　新築及び増改築      対象部材  柱及び土台

　補助制度（１戸当たり）　新築30万円、増改築10万円

○ （２） 賤機都市山村交流センター建設事業 454,195

建設地  葵区牛妻      木造平屋建  ８５７㎡

集会室、地域交流室、体験学習室、治山・治水展示  ほか

○ （３） 野猿等被害対策モデル事業 1,008

野猿、猪による作物被害防止事業

　①　モンキードッグ事業（野猿対策犬の訓練費助成）

　　　　実施地区　大川地区

　②　防護柵設置事業

　　　　実施地区　梅ケ島、両河内

○ （４） 都市農業維持等支援事業 23,682

　　　　　市街化区域農地の維持につながる農業生産活動の継続を図る農業者等に

　　　　対する助成

　　　　　　①　市街化区域農地維持事業

　　　　 市街化区域農地の課税額と農地に準じた課税額の差額の８／１０

　　　　　　　　　を助成

　　　　②　農業経営基盤移転事業

　　　　　　　　移転先借地料、農業施設・農作物の移転料

地域が育て世界に挑む創造型産業のまち

環境と調和した農林水産業の高付加価値化

11 農林水産業費



○ （５） 茶文化振興事業 19,500

　　　茶文化振興基金の活用事業

            ①　清水港お茶直輸出１００周年記念事業

　　　　　　　　　 平成１８年５月１３日　清水マリンターミナルで開催

　　　　　 ②　世界緑茶協会運営費負担金

　　　　　　　　　 茶文化セミナー開催や銘茶サロン運営などの負担金

（６） 農道等新設改良事業（市単） 290,378

工事費

　    尾羽地区農道整備、○（仮称）草ヶ谷橋2号橋新設　ほか

委託料

　 ○（仮称）久能尾線測量、山原貯水池測量調査　ほか

（７） 林道事業（市単） 442,565

工事費

　開設　○俵峰門屋線、○細木線　ほか

　改良　高山線、水見色新間線、東俣線　ほか

委託料

　測量等委託料

（８） 治山事業（市単） 88,874

工事費及び委託料　

　○西山沢、○奥ノ山 ほか

（９） 道整備交付金事業(公共） 191,163

林道の開設及び改良に要する経費

　開設　桂山線、高山線 ほか  

　改良　樫ノ木峠線

（10） 漁港・海岸維持事業（市単） 19,000

用宗漁港海岸養浜事業委託

12 農林水産業費



Ⅴ

○ （１）  特殊地下壕対策事業 1,000

快適で個性のある魅力的な都市空間の創出

活発な都市活動を支える快適で質の高いまち

13 農林水産業費



Ⅳ

（１） 循環型社会対応新産業創出推進事業 10,150

｢駿河湾地域の循環型社会の推進構想｣の実現に向けた新産業創出

のための研究費助成等に要する経費

　　・藻類の有用成分の活用　　　　　・地下海水を利用した陸上養殖

　　・高付加価値植物の育成  ほか

（２） コンテンツバレー構想推進事業 34,746

コンテンツ産業集積推進に要する経費

　　・クリエーターズバンク（ホームページ）構築

　　・しずおかコンテンツバレーフェスティバル開催

　　・海外アーティスト滞在型製品開発事業

　　・プロデューサー等配置

（３） 企業立地促進事業助成 300,000

市内への進出及び規模拡大を行う企業（製造業、物流業、情報通信業

ほか）への助成

　　用地取得…土地購入費×1/10

　　新規雇用…新規雇用者×25万円

　　 　　　　　      ※用地取得及び新規雇用併せて限度額1億円

　　 設備投資…設備投資額×3％、限度額3,000万円 

　　建物賃借…年間賃借料の１/２、限度額200万円

商工費

地域が育て世界に挑む創造型産業のまち

都市型産業集積を目指した産業構造の知的高度化

14 商工費



○ （１）大御所家康公駿府城入城四百年祭開催準備事業 42,743

平成19年に４００年を迎える大御所家康公の駿府城入城を記念し

開催する「大御所家康公駿府城入城四百年祭」に係る準備経費

　　推進協議会設立、ﾌﾟﾚイベント開催、家康公ホームページ作成

　　四百年祭ＰＲ事業

※上記のほか、平成１８年度から１9年度の2ヵ年で、中心となるイベントや

　全国的な広報を実施。経費については、プロポーザル方式により事業

　内容を選定した後に予算化を予定。

○ （2）観光消費による経済波及効果推計調査事業 7,500

観光消費の基礎データ収集、観光振興計画の検討資料作成

○ （３） 白樺荘整備事業 5,000

建替えに向けた基本構想及び基本計画策定経費

○ （４） 三保真崎地区整備事業　 11,000

三保真崎地区の振興を図るための基本構想策定経費等

　　基本構想策定、三保ユースホステル別館解体工事

（５） 商店街環境整備事業助成 5,000

・ 静岡浅間通り商店街案内板設置 

・ 瀬名中央ショッピング街看板設置

○ （６） 地場産業大発見わくわくラリー 3,728

地場産品のＰＲと販売促進及び地場産品関係イベンﾄの誘客を目的に

実施するスタンプラリー経費

　   対象イベント  5月～11月開催のイベント

　   スタンプの取得者（3個以上を対象）に抽選で地場産品を贈呈

地域の魅力を活かした観光・交流産業の高度化

15 商工費



○ （１）  清水港コンテナ航路誘致事業 50,000

清水港の外国貿易コンテナ貨物航路の拡大を図るため、航路の新規

開設や延伸を行う船社の入出港時の経費助成を民間と共同で実施

　　  対 象 者  　清水港において外国貿易航路を新設、延伸する船社

　　  対象経費 　 航路設定時から1年分の入港料、岸壁使用料等

　　  実施期間  　平成18年度～19年度の2年間

　　　実施主体 　 （仮称）清水港コンテナ航路誘致委員会

国際貿易港・清水港を活かした地域産業の振興

16 商工費



Ⅱ 文化・学習「心豊かな人を育み、しずおか文化を創造するまち」

（１）　日本平動物園の整備

　①　展望園地整備事業 271,400

　　　芝生広場整備ほか

　②　夜間開園事業 5,857

　　　８月から９月の土曜日（４回程度）

　　　　　　開園時間を４時間程度延長

Ⅲ 生活環境「安全・安心・快適に暮らせる自然豊かなまち」

（１）　公園整備事業

　①　あさはた緑地整備事業（麻機遊水地第１工区）　　 34,900

　　（全体計画）　計画面積 ： １７．１ｈａ　　事業期間 ： 平成１６年度～２２年度

　　（本年度事業概要） 用地取得ほか

　②　秋葉山公園整備事業　 324,463

　　（全体計画）　計画面積 ： ５．０ｈａ　　事業期間 ： 平成５年度～１８年度

　　（本年度事業概要） 園路、広場、遊具、サイン工事ほか

　③　駿府公園第４工区整備事業 146,796

　　（全体計画）　事業期間 ： 平成１６年度～２０年度

　　（本年度事業概要） 坤櫓石垣復旧工事、発掘調査ほか

　④　登呂公園整備事業 76,100

　　（全体計画）　事業期間 ： 平成１７年度～２１年度

　　（本年度事業概要） 北側エントランス施設整備ほか

　⑤　公園整備事業 518,667

　　○西川原公園　整備工事

　　　北大門公園　整備工事、用地取得

　　　清水日本平運動公園西側スポーツ広場　整備工事

　　○（仮称）向敷地第二公園　整備工事

　　○丸子元宿公園　整備工事

　　○池の谷公園　実施設計

土木費

健やかな心と身体をつちかうスポーツ・レクリエーションの推進

豊かな水と緑あふれる環境の創出

17 土木費



　　○日本平公園整備基本構想策定　ほか

（１）　道路の自然災害対策の充実

　①　道路自然災害防除事業 261,300

　　　　　県道南アルプス公園線（田代地区）トンネル補修、落石防止工事ほか

（２）　河川の自然災害対策の充実

　①　都市広域基幹河川改修事業 115,385

　　　　　　大門川護岸改修工事、浜川橋梁設計委託ほか

　②　準用河川改修事業 48,900

　　　　　　大沢川（葵区）護岸改修工事

　③　浸水対策推進プラン事業 636,000

　　　　　浸水対策推進プランに基づき、計画的に浸水対策を実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第１期計画：Ｈ１７～Ｈ２１）

　　　　※予算額には、都市広域基幹河川改修事業費105,000千円、道路関連事業費

　　　　　　別途、下水道特会対応分541,000千円がある。

（３）　橋梁耐震補強３ヶ年プログラムによる耐震補強事業

　　　　　緊急輸送道路の橋梁耐震補強の実施　平成１７年度～１９年度まで３９橋 864,200

　　　　　主要幹線

　　　　　　富沢橋（国道３６２号・葵区富沢）、久堅橋（国道１５０号・清水区蛇塚）

　　　　　　見晴橋（国号１５０号・清水区宮加三）、用宗高架橋（国道１５０号・駿河区用宗）ほか

　　　　　市道

　　　　　　栗原跨線橋、国吉田跨線橋、小鹿橋（中野小鹿線・駿河区小鹿）ほか

（１）　市営住宅の建設、建替

　①　富士見団地建設事業（ 第４期 ） 193,578

　　　　　鉄筋コンクリート造　１２階建　　１棟（一般住戸　82戸）　Ｈ18～Ｈ19の継続事業

 　②　安倍口団地リフレッシュ事業 243,117

　　　　　第36号棟　住戸改善

　　　　　　　　　84,000千円を含む。

地震・水害などの災害に強いまちづくりの推進

快適でゆとりと信頼ある市民生活の確保

18 土木費



　③　市営住宅耐震補強事業 428,521

　　　　　伝馬町新田改良住宅第3･4号棟耐震補強工事（住戸改善・外壁改修を含む） 　

　 　④　市営住宅建替等推進事業 50,841

　　　　　安倍口団地第14・16号棟 、清水追分団地ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ棟の実施設計

　　　　　安倍口団地センターゾーン測量調査 　

（２）　民間住宅の耐震化の推進

　①　わが家の専門家診断経費 31,849

　　　　　専門家による簡易な耐震診断業務　　　1，020件予定

　②　既存建築物耐震性向上事業費助成 78,700

　　　　　事業概要 ： 専門家による精密な耐震診断の実施

　　　　　住宅型　　625件予定　　非住宅型　　70件予定

　③　木造住宅耐震補強工事事業費助成 216,900

　　　　　対象物件 ： 木造家屋  　予定件数  一般世帯：323件　　高齢者等世帯：237件

　④　家具等固定推進事業費助成 4,870

　　　　　対象世帯：高齢者､重度障害者世帯　　対象物件：家具､冷蔵庫等　　予定件数：410件

　⑤　ブロック塀等耐震改修事業費助成 17,500

　　　　　撤去 ： 154件予定　　改善 ： 10件予定

（３）　ユニバーサルデザインに配慮した交通環境の整備

　①　電線類地中化整備事業 336,416

　　　　　国道１４９号

　　　　　昭和町鷹匠町１号線、相生町２号線

　②　沿道環境改善事業 42,800

　　　　　 沿道環境の向上を目指し排水性舗装を実施

　　　　　 県道駒越富士見線（清水駒越北町～宮加三）、県道静岡環状線（寿町）

　③　交通安全施設整備事業

　　国県道 1,210,924

　　　　　県道静岡焼津線（広野地区）歩道整備、県道静岡清水線（清水鳥坂地区）歩道整備

　　　　　県道井川湖御幸線（追手町）歩道整備ほか

　　市道 860,394

　　　　　安東中央幹線歩道整備工事、南八幡コミュ二ティゾーン歩道等整備工事

　　　　　日の出町押切線歩道整備工事ほか

19 土木費



Ⅴ 都市基盤「活発な都市活動を支える快適で質の高いまち」

（1）　静岡都心地区公共空間再整備計画検討調査事業 5,000

○ （２）　都市復興基本計画策定事業 9,000

○ （３）　特殊地下壕対策事業 9,000

○ （４）　公共サイン計画策定・整備事業 22,000

○ （５）　ユニバーサルデザイン基本計画策定事業 8,000

○ （6）　自律移動支援システム社会実験事業 20,000

（7）　市街地再開発事業

　①　港町第二地区市街地再開発事業助成 172,632

　　　　　　再開発ビル ： ＲＣ造、地上１３階建　　平成１８年度完成予定

　②　優良建築物等整備事業助成 274,340

　　　　　　真砂町プラザ第１地区優良建築物 ： ＲＣ造、地上２１階建　　平成２０年度完成予定

　③　市街地再開発準備組織活動費助成 4,300

　　　　　　呉服町地区市街地再開発準備組合

　　　　　　清水駅西地区第二街区市街地再開発準備組合

（8）　土地区画整理事業

　①　市施行区画整理事業

　　ア　大谷土地区画整理事業 1,144,504

　　　　　（全体計画）　施行面積 ： ３８．７ｈａ　施行期間 ： 昭和６３年度～平成１９年度

　　　　　（本年度事業概要） 街路築造、緑地整備、建物等移転補償ほか

　②　組合施行区画整理事業

　　ア　三保羽衣土地区画整理事業助成 160,100

　　　　　（全体計画）　施行面積 ：２０．８ｈａ　　　　　施行期間 ： 平成１６年度～２５年度

　　　　　（本年度事業概要） 　仮換地指定、物件移転補償ほか

　　イ　三保羽衣・折戸地区まちづくり交付金事業 143,029

　　　　　（全体計画）　地区面積 ：１７０ｈａ　　　　　施行期間 ： 平成１６年度～２０年度

　　　　　（本年度事業概要） 　道路事業（用地調査、概略・実施設計）ほか

　　ウ　興津第二土地区画整理事業助成 19,540

　　　　　（全体計画）　施行面積 ：４４．４７ｈａ　　　　施行期間 ： 平成４年度～２２年度

　　　　　（本年度事業概要） 　仮換地指定

○ 　　エ　小規模土地区画整理事業助成 22,223

　　　　 追分地区土地区画整理組合

快適で個性のある魅力的な都市空間の創出

20 土木費



　　　　　（全体計画）　地区面積 ：０．９ｈａ　　　　施行期間 ： 平成１８年度～２０年度

　　　　　　六番向道下地区土地区画整理組合

　　　　　（全体計画）　地区面積 ：１．8ｈａ　　　　施行期間 ： 平成１８年度～２１年度

（１)　市街地再開発事業

　①　静岡駅前紺屋町地区市街地再開発事業助成 1,683,000

　　　　　　再開発ビル ：Ｓ ＲＣ造、地下２階地上２５階建　　　平成２１年度完成予定

○ 　②　清水駅西第一地区市街地再開発事業助成 32,120

　　　　　　再開発ビル ：Ｓ ＲＣ造、地下１階地上１５階建　　平成２１年度完成予定

（２）　静岡駅北口広場整備事業 2,373,120

　　　　（全体計画） 整備面積：地上17,800㎡､地下2,000㎡     平成19年度完成予定

　　　　（本年度事業概要） 地下広場・地下通路工事、大屋根・シェルター建築工事ほか

　　　　　　　　　　　　　　　　 静岡音楽館接続地下通路階段設置工事

（３）　東静岡地区新都市拠点整備事業

　①　土地区画整理事業 2,872,822

　　　　（全体計画）　施行面積 ： ５０．５ｈａ　　施行期間 ： 平成５年度～２４年度

　　　　（本年度事業概要） 街路築造、建物等移転補償、建物調査、発掘調査ほか

　②　新都市拠点整備事業 16,317

　　    　ＪＲ東静岡駅、静鉄長沼駅の駅間連絡通路にかかる建物調査ほか

（４）　清水駅周辺開発事業

　①　土地区画整理事業

　　ア　清水駅東土地区画整理事業 11,568

　　　　（全体計画）　施行面積 ： ７．２ｈａ　　施行期間 ： 平成６年度～１８年度

　　　　（本年度事業概要） 換地処分及び登記、事業計画変更ほか

　　イ　清水駅西土地区画整理事業 174,068

　　　　（全体計画）　施行面積 ： ４．３ｈａ　　施行期間 ： 平成１６年度～２４年度

　　　　（本年度事業概要） 区画街路築造工事、宅地造成工事、物件等移転補償ほか

　②　清水駅周辺整備推進事業 12,475

　　　　　清水駅周辺地区交通バリアフリー基本構想策定ほか

（１）　ＪＲ安倍川駅駅前広場・アクセス道路整備事業 22,800

にぎわいと風格のある「まちの顔」づくり

多彩な交流と活動を支える交通・情報体系の構築

21 土木費



（２）　ＪＲ草薙駅周辺整備調査事業 29,200

（３）　オムニバスタウン計画推進事業 141,871

　　① 超低床ノンステップバス導入 13両　　② 新バスロケーションシステムの導入 

　　③ バスＩＣカードの導入　ほか

（４）　街路整備事業

　①　移譲事業分 1,462,251

       静岡駅賤機線、本通線、中吉田瀬名線、日の出町押切線
　　　 下大谷線、渋川妙音寺線、嶺神明伊佐布線

　②　従来市事業分 5,513,548

       丸子池田線、静岡下島線、宮前岳美線、西脇大谷線
       大和町梅ケ谷線、塚間羽衣線、日の出町押切線、竜南川合線
　　　　駒形井宮線、渋川妙音寺線、辻町北脇線、あさはた線、蒲原駅南北線

（５）　道路の整備

   ①  道路新設改良事業

　　　　　国県道 6,377,812

　　　　　　国道１５０号静岡バイパス、国道１５０号清水バイパス、国道362号、

　　　　　　県道山脇大谷線、県道南アルプス公園線、県道平山草薙停車場線、

　　　　　　県道駒越富士見線、県道清水富士宮線ほか

　　　　　市道 5,131,293

　　　　　　国吉田瀬名線、静岡下島線、駒形中島線、海岸幹線、日本平南矢部線、

　　　　　　草ヶ谷大内線ほか

    ②  橋りょう整備事業

    　　　国県道 1,358,956

　　　　　　清水橋（国道１４９号）、安西橋（国道３６２号）、

　　　　　　和田島橋（県道清水富士宮線）、仮称・美和橋（県道井川湖御幸線）、

　　　　　　宮嶋橋（県道清水富士宮線）、関の沢橋（県道梅ヶ島温泉昭和線）ほか

　　　　　市道 333,350

　　　　　　百合の花橋（関の沢１号線）、清水小河内無名橋（小河内町屋２号線）ほか

　　③　国直轄道路事業負担金 5,800,000

　　　　 　国が実施する市内の指定区間内国道の管理に対する費用の負担

　　　　　・改築費　・共同溝費　・維持費　・修繕費　

　　　　　・電線共同溝費　・沿道環境改善費　・交通安全費

　 ④　高速道路等の建設・整備促進事業 7,338

22 土木費



　　　　　第二東名自動車道、中部横断自動車道等早期供用開始の促進ほか

23 土木費



Ⅲ 安全・安心・快適に暮らせる自然豊かなまち

（１）　消防出張所整備事業 173,360

○ 　　　　（仮称）湾岸消防署小島出張所建設

　　　　　　平成１９年４月開所予定、救急隊１隊配置

（２）　常備消防装備整備事業 141,879

　　①　水槽付消防ポンプ自動車

　　　　　 更新1台　：　高部出張所

　　②　高規格救急自動車

　　　　　 増強１台　：　（仮称）小島出張所

　　　　　 更新２台　：　鎌田出張所、高部出張所

　　③　熱画像直視装置等消防資機材

（３）　高度救命資器材整備事業 3,600

　　　　・　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）２７台（増強）

　　　　　　全消防隊・救助隊に配備（現状：全救急隊に配備済）

　　　　・　ＡＥＤトレーナー（使用法講習のための機器）３２台（増強）

　　　　　　救急隊配置の８出張所に各４台配備（現状：６消防署に各４台配備済）

　　　　※　リース（債務負担行為（Ｈ１９～２２）１４，４００千円）

（４）　消防団分団施設整備事業 82,965

　　　　分団本部・支部施設建設（建替）

　　　　　静岡消防団　３ヶ所　：　西大谷、西平松、丸子新田

　　　　　清水消防団　１ヶ所　：　興津井上町

（５）　消防団装備整備事業 39,200

　　①　消防ポンプ自動車（更新）

　　　 　 静岡消防団　１台　：　静岡第１９分団

　　　 　 清水消防団　１台　：　清水第１２分団

　　②　小型動力ポンプ積載車（更新）

　　　 　 静岡消防団　１台　：　静岡第３３分団

　　　 　 清水消防団　１台　：　清水第１６分団

　　③　小型動力ポンプ（Ｂ－２型）（更新）

　　　 　 静岡消防団　１台　：　静岡第３５分団

　　　 　 清水消防団　１台　：　清水第１３分団

消防費

地震・水害などの災害に強いまちづくりの推進

24 消防費



○ （６）  庵原地区消防組合負担金 207,858

　　　　　 構成団体　　静岡市、富士川町、由比町

（７）　防災倉庫等設置費補助金 52,000

      自主防災組織への助成
      防災倉庫設置、防災倉庫用地借地代、防災資機材及び可搬式動力
　　  ポンプ等の購入に係る自主防災組織への助成

○ （８）　国民保護法推進事業 7,485

　　　　 静岡市国民保護計画、避難行動マニュアル作成等

　　　　　

25 消防費



教育費

Ⅱ 心豊かな人を育み、しずおか文化を創造するまち

（１）公民館建設事業 623,462

　　①　長田公民館耐震補強・改修事業

　　　　　耐震補強、内部改修等

　　②　入江地区公民館建設事業（Ｈ１７・１８年度継続）

　　　　　鉄骨造２階建　延床面積 約９００㎡

　　③　庵原地区公民館建設事業

　　　　　鉄骨造２階建　延床面積 約１,１００㎡

○ （２）(仮称)静岡市蒲原地区市民センター基本構想策定事業 3,000

　　　　基本構想策定

（１）特別史跡登呂遺跡整備事業 110,819

　　　特別史跡登呂遺跡の再整備事業（Ｈ１７～２３）

　　　　史跡公園再整備

○ （２）登呂博物館建替事業 70,000

　　　　基本設計等

（３）清水駅東地区拠点施設基本構想策定事業 4,347

　　　  基本構想策定

○ （１）複式学級複数校への非常勤講師配置事業 10,745

（２）スクールカウンセリング事業 40,296

　　　　いじめや不登校、問題行動等、児童・生徒の心の問題に対応するた

　　　　め、専門性を活かしたスクールカウンセラー等を配置

　　　　　平成１７年度　中学校に配置

　　　　　平成１８年度　小学校への対応を充実

○ （３）適応指導教室整備事業 227,400

　　　　はばたく教室の移転・整備

　　　　　設置場所：清水区港町二丁目　キララシティ２階

生涯学習の推進とまちづくりへの参加

多彩な文化の継承と独自文化の創造

次代を担う人材の育成と環境の整備

　　　　複式学級の児童の教育環境の改善・充実のため、非常勤講師を配置

　　　　配置予定校：玉川小、賤機北小、大河内小、清水宍原小、水見色小

26 教育費



　　　　　取得面積：約４６８㎡

　　　　　開設予定：平成１８年１０月

（４）小学校統合による校舎建設事業 1,300,800

　　①　城内・青葉小学校統合（Ｈ１７・１８年度継続）

　　　　　鉄筋コンクリート造３階建　延床面積 約７,２９５㎡

　　　　　平成１９年４月　統合校((仮称)葵小学校)開校

　　②　一番町・三番町小学校統合（Ｈ１８・１９年度継続）

　　　　　鉄筋コンクリート造３階建　延床面積 約４,４００㎡

　　　　　平成２０年４月　新校舎へ移転（現、三番町小学校校地）

（５）小学校校舎改築事業 768,500

（６）小学校校舎大規模改造・耐震補強事業 47,690

　　　　　　　　　　　　　　  清水小島小、清水飯田東小

（７）小学校校地造成事業 73,000

　　　　グラウンド整備(雨水貯留施設整備)：大谷小

（８）中学校校舎大規模改造・耐震補強事業 20,800

　　　　耐震補強　設計：清水第四中、清水第五中、清水飯田中

（９）中学校体育館・武道場建設事業 15,200

　　　　体育館改築　設計：清水第六中　耐力度調査：清水第一中

（10）中学校大規模改修事業 100,000

　　　　校舎改修・耐震補強：大川中

（11）高等学校大規模改修事業 116,000

　　　　武道場改修・耐震補強：市立高校

（12）(仮称)第五学校給食センター建設事業（Ｈ１７・１８年度継続） 1,374,000

　　　　建設地：駿河区中吉田地先

　　　　鉄骨造一部２階建　延床面積 約４,３９６㎡

　　　　供用開始予定：平成１９年４月

○ （13）高等学校基本計画策定事業 1,064

　　　　市立３高等学校の将来的在り方に係る基本計画の策定

　　　　有識者会議による検討（Ｈ１８・１９年度）

　　　　平成１９年度　基本計画策定

健やかな心と身体をつちかうスポーツ・レクリエーションの推進

　　　　清水庵原小　鉄筋コンクリート造３階建　延床面積 約３,０４９㎡

　　　　耐震補強　設計：清水小、清水高部小、清水駒越小、清水有度第一小、

　　　　　平成１８年４月　統合校(番町小学校)開校（現、一番町小学校校地において）

27 教育費



（１）　清水日本平運動公園球技場大型映像装置設置事業 450,000

　　　   大型映像装置１基を設置

　　　　　　　ＬＥＤ方式（６．４８ｍ×１１．５２ｍ程度）

　　　　　　　設置箇所　　メインスタンドと東サイドスタンドの角部

　　　　　　　完成予定　　平成１９年２月

（２）　清水総合運動場武道場建設事業 213,300

　　　   構造・規模　　鉄骨造平屋建　延床面積　７００㎡

　　　   主な設備　　  柔道・剣道兼用道場　２面

　　　   オープン　　  平成１９年４月（予定）

（３）　小中学校グラウンド夜間照明施設等設置事業 45,905

　　　   学校施設開放事業推進を目的に夜間照明施設を設置

 　　　　　　清水庵原中学校、　西豊田小学校

28 教育費



○ (1) 地域支援事業 655,831

   

予防重視型システムへの転換
　・介護予防事業の推進
　・地域包括支援センターの創設
　　　設置数　市内24圏域に設置
　　　業務内容
　　　　総合相談、権利擁護、包括的・継続的マネジメント等の実施
　・介護家族支援の充実ほか

(1) 静岡病院の建設改良事業

　 ① 診療棟建設費 1,340,856

○ 　　　新館建設事業

　　　　    (概要)      事 業 費  ： 12,518,770千円（H17～H21 継続事業）

　　　　　　　　          病 床 数  ： 506床 　　駐車場 ： 約200台（自走式）

　　　　　　(新東館)   構 造 等  ： Ｓ ＲＣ造、地下１階地上１２階建、免震工法

　　　　　　　　　　　　  延床面積 ： 約 23,000 ㎡

　　 　　　　(西　館)　 機能改善、経年劣化改修

　　 　　　　(北　館)　 耐震補強

（１)水道建設改良事業 2,256,879

　　　　　静岡清水送水施設事業（H19供用開始予定）
　　　　　　　　　国吉田中継ポンプ場築造工事ほか
　　　○和田島浄水場膜ろ過施設築造工事（H18～H19）
　　　　 門屋浄水場急速ろ過施設築造工事（H15～H18）　ほか

（１）下水道整備事業 9,964,515

幹線管渠布設   服織１号幹線、丸子１号幹線、高部２号幹線ほか

枝線管渠布設   中島処理区、長田処理区、清水南部処理区ほか

（2）浸水対策推進プランに基づき計画的に浸水対策を実施 541,100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第1期計画：Ｈ１７～Ｈ２１）

雨水渠布設等   義呂川雨水幹線、駒越雨水管、高松３号雨水幹線ほか

下水道事業

特別会計・公営企業会計

介護保険事業

病院事業

上水道事業

29 特別会計・公営企業会計




