
  平成１9年度当初予算案

  第１次総合計画分野別施策

（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」

（Ⅰ）健康・福祉「みんなで健やかにいきいきと暮らせるまち」

（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」

（Ⅲ）生活環境「安心・安全・快適に暮らせる自然豊かなまち」

（Ⅳ）産業・経済「地域が育て世界に挑む創造型産業のまち」

（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」
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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」

（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等

○ 健康新産業の創出事業 5,000 お茶や山葵、まぐろなどに含まれるＤＨＡ、カテキンなどの有効成分に着目し
た体によい食品の開発・製品化等を行う健康新産業の集積を目指し、異業
種とのビジネスマッチング等の調査を実施

○ 「ホビーのまち静岡」推進
事業

14,000 １　（仮称）ホビーのまち静岡2007の開催
（開催日）平成19年５月19日（土）～20日（日）
（会　場）葵スクウェア及び青葉公園
（主　催）静岡市、ホビーのまち静岡実行委員会
（内　容）「静岡ホビーショー」開催に合わせて、プラモデルカーレース、プラ
モ
　　　　　 デル工作教室、特産品コーナーの設置等

２　（仮称）ジャパン・タンク・フェスタｉｎシズオカ開催助成
（開催日）平成20年３月（予定）
（会　場）ツインメッセ南館
（主　催）(仮称）ジャパン・タンク・フェスタｉｎシズオカ実行委員会
（内　容）「モデラーズ・フリーマーケット」開催に合わせてＡＦＶモデル展示
会、
          交流イベントを実施○ 「まぐろのまち静岡」推進

事業
9,000 清水港まぐろ祭りの開催

（開催日）平成19年10月初旬（予定）
（会　場）ＪＲ清水駅東口広場ほか
（主　催）静岡市、清水港まぐろ祭り実行委員会
（内　容）地元産業・流通業界と共同し「まぐろのまち静岡」ＰＲを実施
　　　　　 まぐろ解体ショー、まぐろ漁に関する展示、
　　　　　 まぐろ体重あて、まぐろ缶詰の歴史に関する展示、
　　　　　 マイナス６０℃体験コーナー　　ほか

※あわせて協賛団体による事業を実施予定

○ 「お茶のまち静岡」推進事
業

5,900 １　お茶の新たな飲用スタイルの創出に向けて、オリジナル茶器などの開発
に
　対し助成
（交付先）静岡茶商工業協同組合
（内　容）オリジナル茶器、専用茶葉の開発
　　　　　  ギフトショーへの出展、普及マニュアルの作成等

２　「やぶきた」誕生100周年記念献上茶謹製事業への助成
（交付先）「やぶきた」誕生100周年記念献上茶謹製事業実行委員会
（内　容）本市手揉み茶を献上し、茶産地静岡の魅力をＰＲ
　　　　　 平成19年度　　茶園の選定、管理
　　　　　 平成20年度　　茶摘式、手揉式、謹製式、茶産地新茶フェア

〇 シティセールス広報ＰＲ事
業

18,749 政令指定都市・静岡の名を全国に発信し、シティセールスを積極的かつ効果
的に推進
　　シティセールスに特化したホームページの作成
　　静岡市の魅力を紹介する映像ソフト、写真の作成及び広報
　　来静者歓迎用ウエルカムフラッグ作成

「清流の都」創造プロジェ
クト事業

11,866 安倍川、藁科川、興津川などの清流保全事業を実施
　「清流の都静岡創造推進協議会」設立
　　清流の都静岡創造推進協議会ウエブサイトの開設
    清流監視員によるレジャー客のマナー指導
　　清流３０選の選定と紹介冊子の作成  ほか

事業名

シティセールスの推進

環境調和のまちづくり

まちの経営システム



（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等事業名

○ 南アルプス世界自然遺産
登録推進事業

9,404 南アルプスの世界自然遺産登録の推進
     南アルプス世界自然遺産登録推進協議会開催
     市民意識の啓発（模型製作、講演会開催） ほか

○ グリーン電力証書取得事
業

1,650 風力発電施設「風電君」のグリーン電力証書を取得し、CO2削減義務量を達
成できない事業者に環境付加価値を売却
（平成19年度収入見込額 2,700千円）

地球温暖化対策地域推
進計画策定事業

4,748 市域全体の温室効果ガスの抑制等のための計画策定
（計画期間） 平成19～23年度

〇 麻機湿原保全推進事業 750 麻機湿原の保全推進
   市民啓発冊子の作成
   巴川流域麻機遊水地自然再生協議会との連携  ほか

環境学習推進事業 1,544 環境保全のための教育事業の推進
   「静岡市環境教育推進会議」開催
   環境教育プログラムの開発・実施
   環境教育リーフレットの作成

環境学習人材活用事業 2,100 環境学習指導員の派遣
   地域や学校等で行われる環境保全や自然環境の学習会に講師を派遣

○ 静岡空港開港対策プロ
ジェクト事業

10,000 　「静岡空港」（平成21年3月開港予定）の開港にあわせ、経済効果やブラン
ドイメージの向上に結びつけるため、緊急かつ重点的に事業を実施
　関係者による協議会の開催
　東アジア地域からの観光客のニーズ調査
　特産物、地場産品の輸出促進のためのニーズ調査
　空港開港シンポジウムの開催

集会所建設費助成 214,842 自治会、町内会等集会所の整備に対する助成
（平成19年度）
   「新築、改築、増築、修繕、購入」に「賃借」を対象に加える

コールセンター運営事業 37,929 市民からの問い合わせに一元的に対応するためのコールセンターを運営
　（受付時間）午前８時から午後９時まで　年中無休

○ デジタル・ディバイド解消
整備実施計画策定事業

1,119 中山間地を中心とした地域のデジタル・ディバイド解消に向け、実施計画を
策定

電子申告システム導入事
業

9,000 平成２０年１月から個人市民税（特別徴収分）に係る給与支払報告書の提出
手続きに対象を拡大するための電算システム開発等経費

市税コンビニ収納事業 3,306 市税の納付機会拡大と納期内納付率の向上を図るため、軽自動車税のコン
ビニエンスストアでの収納を開始

ＩＴを活用したまちづくり

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

まちの経営システム



（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等事業名

○ 大規模社会資本利活用
調査事業

7,500 　大規模社会資本（新東名高速道路、中部横断自動車道、富士山静岡空
港、清水港、新幹線、光ファイバ網）のもたらす複合的な効果を活用するため
の分析・調査を実施

○ 団塊の世代対策事業 19,746 地域社会等において活動を希望する団塊の世代に対する各種情報の提供

〇 市民活動センター整備事
業

11,190 （設置場所）　旧一番町小学校校舎
   平成19年度              基本・実施設計
   平成20～21年度  　　 改修
   平成21年10月開所（予定）

道路サポーター認定事業 11,000 市民と行政が協働し、安全・安心・快適な道路環境づくりを推進
（活動内容）道路清掃活動、道路損傷情報提供、植栽・除草、プチメンテナン
                スほか

○ 全国都市問題会議開催
事業

10,535 「全国都市問題会議」の開催
（概要）　基調講演、パネルディスカッション
（主催）　静岡市、全国市長会、（財）東京市政調査会
　　　　　（財）日本都市センター
（日程）　平成１９年１０月１１日（木）～１２日（金）
（会場）　静岡市民文化会館
（対象者）　全国都市自治体関係者　約2,000人

○ 清水庁舎外壁改修事業 180,000 庁舎東西面窓枠の水きり改修
外壁タイルのクラック補修
耐候性鋼板のフッ素塗装

○ 市の施設における開館日
の拡大

 市民ギャラリー 1,045 開館日の拡大
    従前     毎週月曜日、年末年始（８日間）休館
                    →  毎月第３月曜日、年末年始（６日間）休館

駿府匠宿 11,117 開館日の拡大
　　従前　　水曜日、年末年始休館（３日間）
　　　　　　　　　→　年末年始（３日間）のみ休館

生産性・透明性の高い大都市経営

市民と行政との協働によるまちづくり

まちの経営システム



Ⅰ健康・福祉  「みんなで健やかにいきいきと暮らせるまち」

（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等

　 放課後児童クラブ緊急3ヵ
年整備計画事業

309,500 放課後児童クラブ緊急３ヵ年整備計画（平成18～20年度)
　  未開設学区や急増地域のうち空き教室等を利用し設置可能な箇所にクラ
ブを新設・拡張し、待機児童を解消
（全体計画）    39ｹ所 → 42ｹ所（横内、高部、蒲原東の3ヶ所を追加）
（平成19年度）   拡張16ｹ所（番町児童クラブほか）

児童相談所・一時保護
所・
障害者更生相談所建設
事業

573,373 （建設場所）　　葵区堤町
（構　造）　　　　鉄骨造２階建　1,861㎡
    平成20年4月開所（予定）

○ 子育て短期支援事業 971 保護者の疾病その他の理由により家庭において養育が困難となった児童を
一定期間、児童養護施設等で養育・保護
（実施施設）   乳児院、静岡ホーム、千代田寮

○ 病中・病後児保育事業 5,955 病気回復期にある児童に加え、病気回復期に至らない児童に対応できる保
育環境を整備
   民間診療所で病中・病後児保育を実施

公立保育園耐震対策事
業

329,231 改築
     （工事）清水西久保育園（平成18～19年度）
               清水川原保育園（平成19～20年度）
     （設計）清水保育園
耐震補強
     （工事）広野保育園、清水興津南保育園
     （設計）上土保育園、用宗保育園、中田保育園、清水駒越保育園

子育て支援施設運営事業 138,570 子育てに関する交流、相談、情報提供などの支援機能の充実
   静岡中央子育て支援センター
          子育て交流サロン    一時保育室
   清水中央子育て支援センター
       ○子育て交流サロン    一時保育室

私立認可保育所運営費
助成

944,272 私立認可保育所運営費の助成
　（対象施設）　私立認可保育所　５４園
　               （竜南保育園、北沼上保育園が民営化）
 ※3才未満児保育対策のうち1歳児保育補助単価
      児童1人あたり17,000円→19,500円

○
○

食育推進計画策定事業
食生活改善推進員活用
事業

7,075 ・食育基本法に基づく「食育推進計画」の策定
・食を通じた市民の健康づくりを推進するため、「食生活改善推進員」 を活用
し、若い母親を支援
     各区ごと月1回講座を開催

不妊治療助成 32,000 医療保険が適用されない高度生殖補助医療の治療費を助成
   助成金額    年1回 10万円限度
                             → 1回10万円限度を年2回まで

事業名

未来を築く元気な子どもの育成支援

健康・福祉



（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等事業名

レスパイト事業助成 15,733 障害児の放課後の日中預かりを行う事業に助成
   葵区　  「あおぞら」、「わかたけ」
　 駿河区 「ほいっぷ」
○清水区 1箇所新設

○ 発達障害者支援体制整
備事業

18,755 発達障害者支援センターの開設
   発達障害者（児）とその家族への相談支援、就労支援 ほか
   平成19年10月開所（予定）
発達障害者支援体制整備検討委員会の設置  ほか

地域生活支援事業 165,782 ○移動支援事業と日中一時支援事業の利用者負担の合算額に月額上限を
設け、負担を軽減

○ 障害者自立支援対策臨
時特例交付金  特別対策
事業

92,897 障害者自立支援法の円滑な実施を図るため、事業者や利用者に対し経過
的支援を実施
（事業期間）    平成19～20年度
   日払い方式に伴う従前額補償の引上げ
   通所施設の送迎サービスに対する助成  ほか

○ グループホーム運営費助
成

13,155 グループホームを運営する社会福祉法人等に対し障害者自立支援法施行
後減額となった世話人の報酬単価差額を助成

精神障害者ケースマネジ
メントモデル事業

1,163 精神障害者に対する地域支援体制（退院促進システム及び治療中断防止シ
ステム）を検討
   ケースマネジメント協議会・検討会の開催
  平成18～20年度  試行
  平成21年度～     本格実施

養護老人ホーム建設事業 511,200 養護老人ホーム「清水松風荘」の移転、改築
（総事業費）   953,300千円
（事業期間）   平成18～19年度   継続事業
（構造）          鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造  ２階建  約3,521㎡
（定員）          70名
   平成19年11月開所（予定）

民間特別養護老人ホーム
等建設費助成

245,250 特別養護老人ホーム等の建設費に対する助成
　　特別養護老人ホーム　有度の里　増築（60床）
　　小規模多機能型居宅介護拠点　丸子の家　新設

○ メンタルサポート体制整備
事業

8,238 こころの健康危機の予防及び市民協働型の支援組織の構築
   こころの危機管理事業
　   （うつ・自殺予防対策、事件・事故後のこころのケア）
   メンタルサポーター育成事業

静岡病院新館建設事業 5,113,140 新東館建設及び施工監理
（総事業費）　12,518,770千円
　　　　　　　　 平成17～平成21年度継続事業
（構造）　鉄骨鉄筋コンクリート造　地下１階地上12階建　23,700㎡
（供用開始）　平成20年7月（予定）

いきいきと暮らせる健康づくりの推進

障害のある人の自立を支えるシステムの構築

人間関係豊かな長寿のまちの確立

障害者自立支援法関係事業

健康・福祉



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」

（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等

○ 美和地区複合施設整備
事業

22,644 生涯学習ｾﾝﾀｰ分館･図書館分館・市民ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰの建設
（設置場所）   葵区安倍口団地内
（構造）         鉄骨２階建　1,670㎡
　平成19年度               基本・実施設計ほか
  平成20～21年度 　　   建設工事
  平成21年度   開館（予定）

地域シゴトの学校（人材養
成塾）運営事業

2,500 地域活動を行うために必要な経営能力を有する人材の育成
　・本課程（地域シゴトの学校　第3期）30名

○ （仮称）蒲原地区市民セン
ター整備事業

48,389 現文化センターを建替えて、（仮称）蒲原地区市民センターを整備
（建設場所）清水区蒲原新田一丁目
（施設内容）公民館・ホール、子育て支援センター、支所等　　約3,600㎡
　平成19年度　　用地測量、基本・実施設計
　平成20～21年度　　建設工事
　平成22年度　　開館（予定）

○ 中央公民館大河内分館
移転改築事業

8,475 （建設場所）葵区平野
（構　造）鉄骨造平屋建　　約500㎡
　平成19年度　　地質調査、実施設計
　平成20年度　　建設工事
　平成21年度　　開館（予定）、旧施設解体

　 麻機地区複合施設整備
事業

456,200 図書館分館・クラブハウスへ改修・増築
（設置場所）麻機小学校北校舎内
（占用面積）約1,600㎡
（設置内容）北校舎１階　図書館分館　蔵書５万冊（予定）
　　　　　　　　　　　　　 　  市民サービスコーナー設置
　　　　　　　 北校舎２・３階　　クラブハウス（地域・学校連携施設）
　平成19年度　　改修・増築工事
　平成20年度　　供用開始

（仮称）静岡市立美術館
整備事業

3,641 静岡駅前紺屋町地区市街地再開発ビル内（３階）へ美術館整備
  　 平成18年度  基本計画策定
  　 平成19年度  運営実施計画策定
   　平成20年度  保留床取得
   　平成21～22年度  内装工事
     平成22年度中開館（予定）

○ 清水駅東地区文化施設
整備事業

9,587 　　平成18～19年度    ＰＦＩ導入可能性調査
     平成19～20年度    ＰＦＩｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ委託
                                         （債務負担行為36,760千円）

○ 三池平古墳公園整備事
業

4,475 県指定史跡三池平古墳の整備・活用
   平成19年度  実施設計
   平成20年度  整備工事

　 特別史跡登呂遺跡整備
事業

166,748 特別史跡登呂遺跡の再整備事業
（事業期間） 平成17～23年度
（平成19年度）
   集落復元地区の造成・遺構復元
   水田遺構復元、復元住居・倉庫等の建築

事業名

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

文化・学習



（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等事業名

登呂博物館改築事業 145,000 （構　造）鉄骨鉄筋コンクリート造２階建（予定）　　　約1,800㎡
　平成19年度　　実施設計、既存建物解体工事等
　平成20～21年度　　建設工事
　平成22年度　　開館（予定）

複式学級設置校への非
常勤講師配置事業

30,831 市内全ての複式学級における教育環境の改善を図るため、非常勤講師
の配置を拡大
　　配置予定校　賤機北小、大河内小、梅ヶ島小、玉川小、
　　　　　　　　井川小、水見色小、大川小、○北沼上小、
　　　　　　　　○清沢小、○峰山小、○中藁科小分校、
　　　　　　　　清水宍原小、○清水和田島小、○清水中河内小

スクールカウンセリング事
業

65,992 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、ス
クールカウンセラー及び教育相談員の配置を拡大
　　中学校　週１回　→　週２回程度
　　小学校への配置時間を２倍へ
　　教育相談員　１日４時間　→　１日５時間

　 私学振興助成 214,041 私立幼稚園への助成拡大
　　施設割単価　１園あたり　1,100,000円　→　1,150,000円
　　学級割単価　１学級あたり　67,000円　→　68,000円

 番町小学校建設事業 921,223 （改　築）鉄筋コンクリート造３階建　　約4,156㎡
　　　　　（平成18～19年度継続）
（改　修）南校舎　 延床面積  1,655㎡
　　　　　体育館　 延床面積    923㎡
  平成20年３月　 新校舎（旧三番町小学校校地）へ移転

 小中学校耐震対策事業 1,517,604 小学校校舎改築
　（工　事）清水庵原小学校
　（設　計）清水飯田東小学校
小学校校舎耐震補強
　（工　事）清水小、清水高部小、清水駒越小
　　　　　　清水有度第一小、清水小島小
　（設　計）清水有度第二小
小学校体育館改築
　（耐力度調査）清水三保第一小
小学校体育館大規模改造・耐震補強
　（設　計）清水辻小、清水入江小、清水不二見小、
　　　　　　清水浜田小、清水飯田小、清水和田島小、
　　　　　　清水三保第二小
中学校校舎改築
　（設　計）清水飯田中
中学校校舎耐震補強
　（工　事）清水第四中、清水第五中
　（設　計）蒲原中
中学校体育館改築
　（工　事）清水第六中
　（設　計）清水第一中
　（耐力度調査）清水袖師中
中学校体育館大規模改造・耐震補強
　（設　計）清水第八中、清水両河内中

次代を担う人材の育成と環境の整備

文化・学習



（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等事業名

○ 特別支援教育センター整
備事業

12,514 教育的支援を要する幼児、児童、生徒一人一人に応じた相談と支援を行うた
め、特別支援教育センターを設置
（設置場所）旧一番町小学校校舎
　平成19年度　　基本・実施設計
　平成20～21年度　　改修工事
　平成21年10月　開所（予定）

○ 南部学校給食センター改
築事業

5,226 　平成18～19年度　ＰＦＩ導入可能性調査
　平成19～20年度　ＰＦＩ業務アドバイザリー委託
　　　　　　　　　　　　　　　（債務負担行為　30,000千円）

○ （仮称）両河内学校給食セ
ンター整備事業

13,000 （建設場所）清水区和田島
　平成19年度　　建設設計
　平成20年度　　用地取得
　平成20～21年度　　建設工事
　平成22年度　　供用開始（予定）

○ 中吉田学校給食センター
管理運営事業

224,000 供用開始　　平成19年４月
所在地　　 　駿河区中吉田
能　力　　　　１日あたり約10,000食の調理等
　　　　　　　　  アレルギー対応食の提供
配食対象　　小学校11校、中学校６校

○ 清水商業高等学校整備
事業

0 　平成19～20年度　　ＰＦＩ導入可能性調査
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（債務負担行為　7,000千円）

○ 日本平動物園再整備事
業

367,916 （総事業費）  約60億円
（事業期間）  平成19～24年度
（平成19年度）
　・猛獣館実施設計
  ・ピクニックエリア整備（散策路整備）
  ・管理エリア造成設計 ほか

○ 種の保存会議開催助成 5,000 第15回種保存会議の開催助成
   （開催日）    平成19年11月７日・８日
   （会場）       男女共同参画ｾﾝﾀｰ  あざれあ
   （参加人員） 約250人

学校夜間照明施設等設
置事業

81,067 学校施設開放事業推進のために夜間照明施設を設置
   清水有度第一小学校 　清水小河内小学校
   東豊田中学校  　清水第六中学校

○ 中央体育館屋内プール耐
震補強事業

5,200 平成19年度  実施設計
平成20年度  耐震補強工事

西ｹ谷総合運動場施設改
修事業

200,000 西ｹ谷総合運動場野球場の人工芝の全面張替
  （整備面積）  12,885㎡

清水日本平運動公園球
技場施設改修事業

164,000  外壁クラック補修
 スタンド床防水
 照明器具改修  ほか

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

文化・学習



Ⅲ生活環境 「安全・安心・快適に暮らせる自然豊かなまち」

（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等

西ｹ谷清掃工場建設事業 3,076,600 （総事業費）　 19,462,600千円
（事業期間）   平成18～22年度
（施設規模）   500ｔ／日（250ｔ／日×２炉）
（炉形式）      シャフト炉型直接溶融炉
 平成22年度  稼動開始、旧工場解体・ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ整備

○ 資源循環センター建設事
業

267,800 （設置場所）     沼上清掃工場内
（総事業費）　　　4,700,000千円
（事業期間）     平成19～22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
（平成19年度）  旧沼上清掃工場解体

○ 静岡版「もったいない運
動」推進事業

4,274 静岡版「もったいない運動」を実施し、ごみの減量化、資源化を推進
   ・雑紙の重点回収
   ・「ごみダイエット宣言」の募集、表彰  ほか

浄化槽設置助成 151,031 下水道認可区域及び農業集落排水事業区域外での合併処理浄化槽設置
に対する助成
   静岡市清流条例に定める水源保全区域には10万円上乗せ助成

不燃・粗大ごみ戸別収集
事業

109,832 不燃・粗大ごみ戸別収集受付時間の延長
   平日9時～17時  →  平日・祝日9時～19時（土、日を除く）
○インターネット受付開始
○蒲原地区の不燃・粗大ごみ戸別収集開始

 あさはた緑地整備事業
 （麻機遊水地第１工区）

119,100 （全体計画）
　計画面積：１７．１ｈａ　　事業期間：平成16～22年度
（平成19年度）
　 用地取得ほか

秋葉山公園整備事業 122,300 （全体計画）
　計画面積：５．０ｈａ　　事業期間：平成５～19年度
（平成19年度）
　 園路、広場、遊具工事ほか

駿府公園第４工区整備事
業

392,000 （全体計画）
　事業期間：平成16～20年度
（平成19年度）
　 坤櫓石垣復原工事、貯水槽設置工事ほか

登呂公園整備事業 76,100 （全体計画）
　事業期間：平成17～21年度
（平成19年度）
　 園路整備ほか

池の谷公園整備事業 33,300 広場整備（四阿等）ほか

事業名

環境低負荷型都市の建設

豊かな水と緑あふれる環境の創出

安全・安心



（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等事業名

三保羽衣海岸緑地整備
事業

38,000 （全体計画）
　事業期間：平成19～23年度
（平成19年度）
　 用地取得

日本平公園整備事業 56,500 山頂部を含めた全体の整備計画を策定し、観光資源を活かした整備を推進
（平成19年度）
　 基本計画、基本設計、測量ほか

街区公園等整備事業（市
単）

525,597 日本平運動公園西側スポーツ広場：整備工事
（仮称）麻機東公園：整備工事
（仮称）東静岡２号公園：整備工事
南沼上公園：整備工事
（仮称）平山公園：整備工事
小鹿公園：再整備工事　ほか

水道建設改良事業 4,589,352 　静岡清水送水施設整備
　 ○水融通北部ルート実施設計（平成26年度供用開始予定）
　和田島浄水場膜ろ過施設築造工事（平成18～平成19年度）
○蒲原第３浄水場改良工事（平成19～平成20年度）　ほか

○ 消防ヘリコプター整備事
業

1,698,997 消防ヘリコプター導入：１機
ヘリテレ電送システム地上設備整備
消防ヘリコプター格納庫建設
（運用開始）平成20年10月（予定）
　

浸水対策推進プラン事業 1,268,070 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：平成17～21年度）
（河川改修事業）
　　大門川護岸改修工事、浜川護岸改修工事
　　牧ヶ谷地区排水路改修工事、小坂川改修工事
　　船越地区水路改修工事ほか
（下水道事業）
　　雨水管渠布設等
　　　　葵区大岩３丁目地区、駿河区石部地区、清水区三保地区ほか
　○雨水貯留浸透施設整備事業費助成（設置費の２/３）
（道路事業）
　　道路改良に併せた水路築造等
　　　　春日一・二丁目線、東町豊田線、馬走１号線ほか
（公共施設への貯留・浸透施設設置）
　　 設置工事：登呂公園（再掲）
　　 設計、測量：城内中学校、向原公園、壱町原公園、大坪公園、
　　　　　　　　　　 下川原公園
　
　橋梁耐震補強3ヶ年プログ

ラムによる耐震補強事業
639,600 緊急輸送道路の橋梁耐震補強

（事業期間）平成17～19年度
（対象橋数）36橋
（平成19年度）
　安西橋（国道３６２号・葵区安西）
　大河内橋（梅ヶ島温泉昭和線・葵区渡）
　平野橋（梅ヶ島温泉昭和線・葵区平野）
　白沢橋（梅ヶ島温泉昭和線・葵区有東木）ほか

道路自然災害防除事業 270,200 県道井川湖御幸線（葵区郷島）落石防止工事、
高山吉原線（清水区高山）高山トンネル補修工事ほか

地震・水害などの災害に強いまちづくりの推進

安全・安心



（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等事業名

準用河川改修事業 54,240 大沢川（葵区）橋梁工事ほか

○ 治水資料館建設事業 92,600 治水事業や災害の歴史等を紹介する治水資料館を建設
（建設場所）駿河区大谷
（構造）鉄筋コンクリート造２階建350㎡
平成19年度　　実施設計、用地取得
平成20年度　　建設工事
平成２１年４月供用開始（予定）

消防庁舎整備事業 14,160 ○日本平消防署改築
　　　鉄骨造２階建550㎡
　　　平成19年度　実施設計
　　　平成20年度　建設工事
○追手町消防署井川出張所移転・改築
　　　鉄骨造２階建150㎡
　　　平成19年度　実施設計
　　　平成20年度　建設工事

常備消防装備整備事業 63,996 高規格救急自動車
　　　更新２台　：　追手町消防署、石田消防署東豊田出張所

 消防団施設整備事業 80,600 分団本部・支部施設改築
　改築工事：３箇所
　　　静岡第30分団支部（葵区内牧）
　　　清水第10分団支部（清水区八坂西町）
　　　蒲原第１分団本部（清水区蒲原）
　設計：２箇所
    　清水第９分団本部（清水区相生町）
　　　清水第13分団支部（清水区中之郷）

消防団装備整備事業 69,000 消防ポンプ自動車更新:3台
　　　静岡第29分団（葵区大原）
　　　静岡第31分団（駿河区谷田）
　　　清水第４分団（清水区富士見町）
小型動力ポンプ積載車更新：５台
　　　静岡第22分団（葵区郷島）
　　　静岡第34分団（葵区長妻田）
　　　静岡第36分団（葵区蛇塚）
　　　清水第16分団（清水区承元寺）
　　　清水第18分団（清水区板井沢）

消防団統一事業 30,000 静岡、清水、蒲原の３体制となっている消防団を統一
（統一時期）平成20年４月（予定）

○ 高所監視システム更新事
業

410,000 衛星地球局のデジタル化改修工事
高所監視カメラの更新

○ 全国救急隊員シンポジウ
ム開催事業

3,432 第16回全国救急隊員シンポジウム
（主催者）静岡市、（財）救急振興財団
（開催日）平成20年１月24日(木)、25日(金)
（会　場）　グランシップ
（参加人員）約3,000人

安全・安心



（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等事業名

デジタル防災無線整備事
業

11,000 中継局設計、測量等
無線設備設置工事（債務負担行為1,450,400千円：平成20～21年度）

安倍川連合水防演習参
加事業

8,271 （主催者）国土交通省
（開催日）平成19年５月27日（日）
（会場） 与一六丁目　安倍川河川敷
（参加人員）約2,000人

下水道建設改良事業 10,695,650 汚水管渠布設等
　長田処理区、中島処理区、南部処理区、静清処理区ほか
浸水対策推進プランに基づく雨水管渠布設等（再掲）

〇 高齢者見守りネットワーク
事業

226 在宅一人暮らし等の高齢者を悪質商法から守るための「見守りネットワーク」
の構築
   地域包括支援センター1ヶ所で情報伝達等のﾓﾃﾞﾙ事業を実施

〇 消費者問題対策事業 1,082 静岡市消費生活条例に基づく消費生活審議会等の開催及び訴訟費用の貸
付
   消費生活審議会開催
   消費者苦情処理委員会開催
   訴訟活動援助制度の運用
   啓発パンフレットの発行

路上喫煙対策事業 2,599 路上喫煙による身体被害・健康影響の防止
   違反行為に対する過料(2,000円）   平成19年4月1日施行
   制度定着のための啓発活動

高齢者向け優良賃貸住宅
供給促進事業

103,975 ・建設費助成
  　 予定戸数 ： 1物件２８戸
・家賃助成
   　予定戸数 ： ５物件１１１戸

○ 特定優良賃貸住宅子育て
支援事業

7,000 家賃助成
 (予定戸数 )25戸
 (対象世帯 )小学校６年生までの子どもを扶養する世帯で新たに入居する者
（助成金額）契約家賃の40％（限度額：月額4万円）
（助成期間）５年間

清水追分団地建設事業 182,420 ○シルバーハウジング棟建設
　（構造）鉄筋コンクリート造５階建　１棟（29戸）
　（事業期間）平成19～20年度

富士見団地建設事業（第
4期）

928,037 富士見団地Ｂ－１棟建設
　（構造）鉄筋コンクリート造12階建　１棟（82戸）
　（事業期間）平成18～19年度

安倍口団地リフレッシュ事
業

327,966 １６号棟全面改修

市営住宅耐震補強事業 276,672 伝馬町新田団地改良住宅第６号棟
　（住戸改善、外壁改修を含む）

快適でゆとりと信頼ある市民生活の確保

安全・安心



（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等事業名

市営住宅ストック総合改善
事業

344,696 清水蜂ケ谷団地１号棟片廊下、エレベータ設置
有東団地第24、25号棟外壁改修工事　ほか

電線類地中化事業 360,605 国道149号（清水区相生町）
昭和町鷹匠町一丁目線
本通二丁目紺屋町2号線
江尻東三丁目銀座線

沿道環境改善事業 60,800 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（清水区駒越西町～村松）
　県道静岡環状線（駿河区寿町～稲川）

交通安全施設整備事業
（国県道）

984,620 県道平山草薙停車場線（葵区瀬名）歩道整備
県道静岡草薙清水線（駿河区曲金）歩道整備
県道静岡清水線（清水区鳥坂）歩道整備ほか

交通安全施設整備事業
（市道）

844,505 丸子新田広野三丁目線歩道整備
南八幡コミュニティゾーン歩道等整備
日の出町押切線歩道整備ほか

安全・安心



 Ⅳ 産業・経済  「地域が育て世界に挑む創造型産業のまち」

（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等

○ （仮称）クリエーター支援
センター整備事業

115,530 コンテンツ産業に関わる人材育成及びコンテンツ産業の普及啓発等を実施
する（仮称）クリエーター支援センターを設置
（設置箇所）旧青葉小学校
（施設内容）貸室10室、プレゼンテーションルーム、デジタル編集室、
           　    ワークショップルーム　ほか
（供用開始）平成20年１月（予定）

コンテンツバレー構想推
進事業

16,935 コンテンツ産業の集積を推進
　　コンテンツ産業の振興、人材育成・発掘
　　クリエーター等と地元企業とのビジネスマッチング･コーディネート　ほか

循環型社会対応新産業
創出推進事業

33,400 ｢駿河湾地域の循環型社会の推進構想｣実現に向けた新産業創出のための
産学官連携による研究への助成
（対象事業）ＬＥＤ照射による藻類からの有効成分抽出事業ほか４事業
（交付先）　 駿河湾地域新事業推進研究会

企業立地促進助成 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）
への助成要件を変更
　　用地取得…公共移転の場合、面積要件（1,000㎡以上）を解除
　　設備投資…重点地区の補助率嵩上げ　３％→７％
　　　　　　　　　 投資額要件の上限（10億円未満）を廃止
　　　　　　　　　 耐震建替制度（昭和56年以前の工場）の新設
　　建物賃借…助成期間の延長
　　　　　　　　　　　１年間（上限200万円）→２年間（上限400万円）
　　　　　　　　　 大規模特例の新設           ２年間（上限1,000万円）
　　　　　　　　　　　対象要件　　床面積300㎡（製造業1,000㎡）
　　　　　　　　　　　　　　　    　　又は従業員30人以上

○ 中山間地域振興計画策
定事業

11,000 中山間地域の多面的な機能と地域資源を活かした振興計画を策定
（対象地域）井川地域、安倍川流域、藁科川流域、清水地区中山間地域

○ 竜爪山市民の森基本構想
策定事業

5,000 竜爪山周辺の市有林を活用して、市民の森整備に向けて基本構想を策定

○ お茶のまち１００年構想策
定事業

2,529 本市の基幹産業であるお茶振興策の基本方針となる構想を策定

有害鳥獣被害対策事業 28,513 有害鳥獣による農産物被害の防止
　○有害鳥獣パトロール隊の編成、パトロールの実施
　　 野猿・有害鳥獣駆除

農道等新設改良事業（市
単）

282,290 新設　　 下橋沢中山線、久能尾向外戸線、（仮称）草ヶ谷２号橋　　ほか
改良　　 西山平１号線

林道事業（公共） 194,044 開設　　 桂山線、高山線、川島線　　ほか
改良　　 樫ノ木峠線

事業名

都市型産業集積を目指した産業構造の知的高度化

環境と調和した農林水産業の高付加価値化

産業・経済



（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等事業名

林道事業（市単） 426,719 開設　　  俵峰門屋線、細木線、八重枯線
改良　　  水見色新間線、東俣線　ほか
測量等　 中沢落合線　　ほか

静岡地域材活用促進事
業助成

36,000 地域材を活用する新築及び増改築住宅を対象に、構造用柱材を提供する
事業への助成
（提供材）　ヒノキ又はスギ（「静岡地域材」認定の柱材）
（提供数量）１戸あたり提供本数　上限100本
（規格等）　12㎝または10.5㎝角。長さ３ｍまたは４ｍ
（交付先）　静岡地域材活用住宅推進協議会

○ 広野海岸公園売店設置
事業

17,000 （構　造）木造平屋建　　約60㎡
（内　容）軽食、飲み物の販売

○ 協業センター改修助成 2,552 両河内協業センター改修への助成
（交付先）清水森林組合

○ 大御所四百年祭開催事
業

374,905 ・大御所四百年祭シンボル事業
　　　大御所スタイルプレスプレビュー＆内覧会
　　　　　　　　　10月11日（木）　　駿府公園
　　　大御所スタイルフェスタ
　　　　　　　　　10月５日（金）～14日（日）　　駿府公園
　　　　　　　アプローチ展開「光の回廊」
　　　　　　　　　10月５日（金）～14日（日）（光の舞、切絵行灯ロード）
　　　　　　　ガーデン展開「大御所スタイルおもてなしガーデン」
　　　　　　　　　10月12日（金）～14日（日）
　　　　　　　　　（キッチン＆フードマーケット、ファーマーズマーケット）
　　　　　　　ステージ展開（10月12日（金）～14日（日））
　　　　　　　　　ＯＨ！ＧＯ！ＳＨＯＷ（昼の部、夜の部）
　　　　　　　　　　　（大型映像とライブパフォーマンスによる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オリジナルエンタテイメント絵巻ほか）
　　　切り絵行灯ワークショップ
　　　風水オリジナル商品開発　　ほか

・朝鮮通信使関連事業
　　　朝鮮通信使展示会
　　　　　　　５月12日（土）～６月10日（日）　　フェルケール博物館ほか
　　　朝鮮通信使再現行列
　　　　　　　５月19日（土）～20日（日）　　　　駿府公園、清見寺ほか
　　　朝鮮通信使フェア
　　　　　　　５月19日（土）～20日（日）　　　　マリンターミナル
　　　日韓交流親善フェア
　　　　　　　９月29日（土）～30日（日）　　　　ツインメッセ静岡南館
 

　 　 　 ・市民参画事業に対する助成
　　　補助率2/3以内　　限度額300万円

・四百年祭関連事業
　　　第５１回静岡まつり
　　　　　　　開門式演出、江戸時代食・伝統芸能ゾーンほか
　　　第６０回清水みなと祭り
　　　　　　　夢花火打上げほか
　　　第５４回安倍川花火大会
　　　　　　　創作花火披露
　　　大道芸ワールドカップ2007
　　　　　　　る･く･るを利用した室内シアター、子供向けワークショップほか
　　　全国伝統花火大会ｉｎ静岡（清水区草薙）　　ほか

地域の魅力を活かした観光・交流産業の高度化

産業・経済



（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等事業名

○ 白樺荘移転改築事業 16,000 温泉と宿泊機能を備えた施設整備
（設置箇所）葵区井川
（構　造）　　木造平屋建　　約900㎡
　平成19年度　　実施設計
　平成20年度　　建築工事
　平成21年度　　供用開始、旧施設（旧白樺荘、畑薙ロッジ）解体ほか

○ 三保羽衣参道整備事業 8,600 羽衣の松～御穂神社前500ｍを遊歩道として整備
　　平成19年度　　測量、実施設計
　　平成20年度　　工事

三保真崎地区周辺整備
事業

4,000 三保真崎地区の振興を図るため、平成18年度策定の基本構想を踏まえ基本
計画を策定

○ 中心市街地活性化基本
計画策定事業

15,000 中心市街地活性化法に基づき、静岡・清水両中心市街地における都市機能
の増進及び経済活力の向上に関する事業などを内容とする計画を策定し、
国への申請を行う

商店街環境整備事業助
成

205,075 商店街のアーケード整備等への助成
　○御幸町発展会アーケード整備
　○清水中央銀座商店会アーケード整備
　○入江商店会街路灯看板整備

イルミネーション設置事業 20,000 （設置場所）青葉シンボルロード、清水駅周辺地区など
（実施期間）平成19年10月中旬～平成20年2月中旬
　　　　　　　 午後５時から午後12時まで点灯（期間・時間とも予定）

○ しずおかグルメグランプリ
開催助成

1,000 静岡の新名物料理創作を目指す「しずおかグルメグランプリ」の開催助成
（開催期間）平成19年秋～平成20年初
（交付先）　 静岡新名物料理グランプリ実行委員会

静岡おでんフェスタ開催
助成

4,500 （開催期間）平成20年２月８日（金）～11日（月）
（会　場）　　葵スクウェア及び青葉公園、
　　　　　　　 呉服町・紺屋町通、七間町通、紺屋町通
（交付先）　 静岡おでんフェスタ実行委員会

○ 清水港ビジョン策定事業 10,000 清水港臨港地区における新たな機能分担を調査し、清水港港湾計画の軽易
な変更、改訂に反映すべく清水港ビジョンを策定
（対象地区）貝島地区、江尻地区、日の出地区、折戸地区ほか

○ 清水港背後地物流関連
用地可能性調査事業

5,000 清水港の更なる機能強化を図るため、背後地における物流関連用地の可能
性調査を実施
（対象地域）興津、袖師地区の背後地

○ 国際アビリンピック開催事
業

67,589 第７回国際アビリンピック（国際障害者技能競技大会）
（開催期間） 平成19年11月14日（水）～18日（日）　　５日間
（会　場）　　 ツインメッセ静岡、グランシップ
（開催競技） 技能競技（26種目）、余暇競技（４種目）
（来場者）　　５万人（予定）

競技会場（ツインメッセ静岡）借上げ、
大会参加者と小中学生との交流事業の実施、
宿泊施設補装具購入助成(1/2以内)　ほか

すぐれた能力と意欲ある人材の育成・支援

国際貿易港・清水港を活かした地域産業の振興

産業・経済



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」

（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等

○ 都心地区まちづくり計画
策定事業

21,000 都市拠点の機能向上に向けて、静岡、清水両都心地区のまちづくり計画を
策定
（事業期間）平成19～20年度

○ 都心地区まちづくり交通
計画策定事業

38,000 静岡、清水両都心地区のまちづくりを交通面から支える交通計画を策定
（事業期間）平成19～21年度

○ 大谷小鹿地区土地利用
計画策定事業

15,000 大谷小鹿地区の市街化調整区域とその周辺地区におけるまちづくりの在り
方を検討し将来計画を策定
（事業期間）平成19～21年度

○ 中山間地域土地利用ガイ
ドライン策定事業

6,000 中山間地域の活性化と良好な環境の維持、向上を図るため、開発行為など
を適切に規制・誘導する土地利用手法の検討を行いガイドラインを策定
（事業期間）平成19～20年度

景観計画策定事業 25,000 良好な景観形成を進めるため景観計画を策定
（事業期間）平成18～19年度

自律移動支援プロジェクト
実証実験事業

40,000 ユニバーサルデザインのまちづくりに向け、快適に移動できる環境づくりのた
めの社会実験を実施

優良建築物等整備事業
助成

343,540 　 真砂町プラザ第１地区優良建築物
　　　平成21年度完成（予定）
○南町26-5地区優良建築物
　　　平成20年度完成（予定）

大谷土地区画整理事業 1,653,640 街路築造工事、緑地整備、建物等移転補償ほか

三保羽衣土地区画整理
事業助成

312,540 仮換地指定、物件移転補償、道路築造工事ほか

小規模土地区画整理事
業助成

71,300 追分地区土地区画整理事業
　  調整池工事、下水施設工事
東原土地区画整理事業
　  調整池工事、下水施設工事

耐震型優良建築物等整
備事業費助成

20,580 建築物の耐震改修に対する助成
（予定件数）１件

わが家の専門家診断事業 19,959 （事業概要）専門家を派遣し簡易な耐震診断を実施
（予定件数）600件

既存建築物耐震性向上
事業費助成

83,200 （対象事業）専門家による精密な耐震診断の実施
（予定件数）住宅型　550件、非住宅型　50件

木造住宅耐震補強工事
事業費助成

197,000 （対象物件）木造家屋
（予定件数）500件
　　　　　　　 一般世帯　265件、高齢者・障害者等世帯　235件

事業名

快適で個性のある魅力的な都市空間の創出

都市基盤



（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等事業名

家具等固定推進事業費
助成

2,400 （対象世帯）高齢者、障害者等世帯
（対象物件）家具、冷蔵庫等
（予定件数）200件

ブロック塀等耐震改修事
業費助成

13,500 （対象事業）改善：緊急輸送路・避難路･避難地沿い等にある倒壊、転倒の危
                         険性のあるブロック塀等の撤去、建設
　　　　　　　 撤去：倒壊、転倒の危険性のあるブロック塀等の撤去
（予定件数）改善 10件､撤去 110件

民間建築物アスベスト対
策事業費助成

13,270 （対象物件）多数の者が利用する建築物
（対象事業）･露出して施工されている吹付け建材について行うアスベスト
　　　　         分析調査
　　　　　　　 ･吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み
（予定件数）分析調査  10件､　除去等　10件

静岡駅前紺屋町地区市
街地再開発事業

2,364,500 再開発事業助成　　 2,019,000千円
再開発事業負担金　　345,500千円
 　再開発ビル ： 平成21年度完成（予定）

清水駅西第一地区市街
地再開発事業助成

31,520 再開発ビル ： 平成22年度完成（予定）

静岡駅北口広場整備事
業

1,016,583 静岡駅北口駅前広場、地下広場、地下連絡通路の整備
（平成19年度）
　　駅前広場：土木工事、大屋根建築工事
　　地下広場：情報提供施設整備工事
　　駅前地下道：リニューアル工事
（供用開始）
　　駅前広場：平成20年８月（予定）
　　地下広場：平成20年４月（予定）

○ 静岡駅南口周辺整備事
業

9,000 静岡駅南口整備基本計画策定

東静岡駅周辺土地区画
整理事業

2,572,736 街路築造工事、建物等移転補償、建物調査ほか
　　東静岡南北幹線ＪＲ跨線橋建設委託
　　 （債務負担行為：5,800,000千円：平成20～23年度）

清水駅西土地区画整理
事業

674,896 街路築造工事、物件等移転補償ほか

清水駅北東地区整備推
進事業

4,000 土地利用、事業手法等について地権者等と調整し、まちづくりの方向性を検
討

○ 谷津山周辺南北道路計
画策定事業

7,500 谷津山周辺地区における南北交通の円滑化に向け道路調査を実施
（事業期間）平成19～20年度

○ 桜橋改修計画策定事業 16,000 渋川妙音寺線桜橋の改修に向け調査を実施

ＪＲ草薙駅周辺整備事業 18,300 橋上駅舎・自由通路詳細設計（平成19～20年度）
　　（債務負担行為59,200千円）
北口駅前広場・アクセス道路詳細設計ほか

多彩な交流と活動を支える交通・情報体系の構築

にぎわいと風格のある「まちの顔」づくり

都市基盤



（○は､新規事業）

予算額
(千円)

内容等事業名

ＪＲ安倍川駅駅舎等整備
事業

22,000 駅舎・自由通路概略設計

○ 鉄道近代化設備整備費
助成

56,140 安全対策、サービス改善等を図るための設備整備に対し助成
（整備内容）新型ATS導入、ＩＣカード導入ほか
（助成期間）平成19～23年度
（交付先）静岡鉄道

オムニバスタウン計画推進
事業

144,588 推進事業助成ほか
    超低床ノンステップバス導入１４両、新バスロケーションシステム導入、
　  バスＩＣカード導入ほか

○ 駿河区役所アクセス改善
検討事業

3,000 駿河区役所への交通アクセスについて、現状把握、課題整理を行い改善策
を検討

街路整備事業 6,494,995 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、清水港三保線
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、駒形井宮線、辻町北脇線
あさはた線、蒲原駅南北線、手越牧ケ谷線、一里山長崎線

道路橋りょう整備事業

　国県道 8,688,410 国道150号（静岡バイパス・清水バイパス）、国道362号（大原～谷津、羽鳥～
安西・安西橋含む）、県道山脇大谷線、県道南アルプス公園線、県道井川湖
御幸線（新東名安倍川橋併設橋含む）、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（(仮称)伊佐布高架橋含む）、県道梅ケ島温
泉昭和線（関の沢橋含む）、県道高瀬福士線ほか

　市道 5,342,475 有永漆山線、丸子池田線、羽衣海岸線、国吉田瀬名線、中島37号線、柚木
栗原旧東海道線、長沼22号線、静岡下島線、茂野島高山２号線ほか

百合の花橋（関の沢１号線）、下島橋（浜街道線）、小河内無名橋（小河内町
屋２号線）ほか

　国直轄道路事業負担金 5,800,000 対象路線：国道１号、国道１号静清バイパス、国道52号

○ 新東名静岡SAスマートＩＣ
設置促進事業

15,000 基本計画及び周辺土地利用基本計画策定

都市基盤




