
  平成１７年度当初予算案

  第１次総合計画分野別施策

（1）「みんなで健やかにいきいきと暮らせるまち」づくり

（2）「心豊かな人を育み、しずおか文化を創造するまち」づくり

（3）「安心・安全・快適に暮らせる自然豊かなまち」づくり

（4）「地域が育て世界に挑む創造型産業のまち」づくり

（5）「活発な都市活動を支える快適で質の高いまち」づくり

（6）「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」

 静     岡     市
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（１）「みんなで健やかにいきいきと暮らせるまち」づくり
（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等

〇 地域福祉権利擁護事業助成 12,783 認知症高齢者等日常生活に不安のある者に対して福祉サービス
の利用援助を行う事業の助成

救護施設建設費助成 379,255 生活保護法に基づく救護施設の移転改築に伴なう建設費の助
成
・葵寮の移転改築
　与一六丁目（赤十字看護専門学校体育館跡地）
　鉄骨造３階建　延床面積2,629㎡、　定員　８０人

○
○

児童相談所関連事業費
障害者更生相談所関連事業費
（政令市関連）

1,129,646 児童相談所及び障害者更生相談所（身体・知的）の運営及び事
業の実施に要する経費
   設置場所   市役所静岡庁舎３階 追手町図書館跡  (674㎡)

〇 児童健全育成推進及び児童
クラブ室設置事業

250,292 放課後に仕事等で保護者がいない家庭の小学校低学年の児童
の健全育成のための児童クラブを運営
　クラブ数　５７ヶ所
放課後児童対策として、児童クラブ室の設置工事
　・足久保児童クラブ
　・庵原児童クラブ

母子生活支援施設整備費助成 364,000 千代田寮　改築
鉄骨造４階建　延べ床面積２,０６６㎡　３０世帯

〇 市立保育所運営費
（うち延長・一時保育拡充分）

19,193 市立保育園の運営に係る経費のうち、特別保育（延長保育、一
時保育）の拡充に要する経費　　清水地区新規実施
※産休明け保育３園増

市立保育園施設整備
（うち耐震関係分）

78,950 耐震補強計画、実施設計等　　清水有度北保育園、清水西久保
保育園
耐震補強工事　　安倍口保育園、清水折戸保育園、清水三保保
育園、清水庵原保育園

私立認可保育所運営費助成 838,668 私立認可保育所（５１園）に対する市単独の運営費助成
わかりやすく効率的な補助制度をめざしＨ１７より補助メニューを
統合

敬老事業費 284,990 長年社会に貢献した老人を、敬愛し長寿を祝うとともに市
民の老人福祉への関心と理解を深めるために敬老事業を実
施する
　制度を統一し、賀寿方式に統合、敬老行事への助成制度
を再編

老人クラブ連合会事業助成 29,821 市老人クラブ連合会に対する助成
　Ｈ１７老連が統合（同時に各区老連を設置）

〇 シルバーハウジング生活援助員
派遣事業

1,994 富士見団地シルバーハウジング（高齢者世話付住宅）へ生
活援助員を派遣

高齢者・障害者住宅改造助成 112,715 あんしん住まい助成

ねんりんピック開催準備費 42,734 H18に「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）」を県と共同開催するための準備経費

〇 高齢者の生きがいと健康づくり推
進事業（政令市関連）

10,797 「ねんりんピックふくおか２００５」へ静岡市選手団を派
遣

介護サービス参入促進事業 9,000 山間地におけるサービス確保（事業者の算入促進）のため
の介護報酬加算

事業名
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（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等事業名

利用者本位制度推進事業 13,715 介護相談員の派遣、苦情連絡員の設置、ケアマネジャーの
レベルアップ等による利用者の立場に立った介護保険制度
づくりの推進、認知症介護研修事業の実施

身体障害者居宅生活支援費 409,245 居宅介護、デイサービス、短期入所により在宅の身体障害
者の居宅生活を支援

知的障害者居宅生活支援費 167,926 居宅介護、地域生活援助など知的障害者の居宅生活を支援

身体障害者訪問入浴サービス事
業

11,334 重度身体障害者に訪問入浴サービスを提供

〇 全国障害者スポーツ大会選手派
遣事業

6,794 全国障害者スポーツ大会へ静岡市選手団を派遣する経費

〇 養護老人ホーム建設事業 40,180 養護老人ホーム「清水松風荘」の移転、改築
設計・地質調査委託

民間特別養護老人ホーム等
建設費助成

1,416,017 特別養護老人ホーム等の建設費に対する助成
・こもれび　  　  新設　清水吉原
・ふれあい　 　  新設　北番町
・富士見団地　 新設　登呂三丁目
・白寿荘　　　　 改築　小鹿二丁目
・久能の里　　  増設　根古屋
・羽衣の園　　  増設　清水折戸五丁目

（仮称）城東保健福祉エリア
整備事業

394,175 ・福祉施設
　　鉄骨造３階建　延床面積4,957㎡のうち2,532㎡
　　心身障害者デイサービスセンター､地域子育て支援セン
    ター､地域福祉交流プラザ

・保健施設
　　鉄骨造３階建　延床面積4,957㎡のうち2,425㎡
　　中央保健福祉センター､精神障害者地域生活支援センター、
　　地域リハビリテーション推進センター

・知的障害児通園施設（いこいの家）
　　鉄骨造平屋建  延床面積  1,410㎡

・保健所棟
　　鉄骨造２階建 延床面積 2,208㎡
　　保健所、急病センター、障害者歯科保健センター
　　市民サービスコーナー

〇 保健福祉複合棟関連事業費 146,859 １階　①地域福祉交流プラザ
　　　　　　・福祉活動の研修・啓発
　　　　　　・貸し会議室、ボランティア交流室、情報コーナー
　　 　②心身障害者デイサービスセンター　定員３０人（身体１５
人、知的１５人）

２階　③中央保健福祉センター（旧保健所内から移転）
　　 　④地域リハビリテーション推進センター
　　　　　　・生活行為の改善・向上に関する相談等
　　　　　　・リハ工房、福祉用具展示
　　　　　　・生活トレーニング事業
　　 　⑤地域子育て支援センター
　　　　　　・親子同士の情報交換、子育て相談等

３階　⑥精神障害者地域生活支援センター
　　　　　　・生活支援、就労支援
　　 　⑦地域福祉交流プラザ（貸し会議室）

2



（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等事業名

保健所棟関連事業費 235,043 １階　①障害者歯科保健センター
　　　　　・心身障害者を対象とした歯科治療・虫歯予防事業等
　　　 ②急病センター
　　　　　・外科診療開始
　　　　　・診療時間変更１９時～２２時
２階　③保健所

心身障害児福祉センター棟 170,715 ・いこいの家（現　春日三丁目　移転改築）
　定員４０人→５０人

重症心身障害児施設建設費助
成

44,950 重症心身障害児施設建設に対する助成
小羊学園

〇 精神障害者措置・通院医療費
（政令市関連）

444,203 自傷、他害のおそれのある精神障害者の措置入院を実施する。
措置入院及び通院医療費を公費負担する。

〇 精神保健対策費
（政令市関連）

32,416 精神保健対策に要する経費
・精神保健福祉審議会、手帳判定委員会、社会適応訓練事業費
  精神科救急医療対策ほか

〇 こころの健康センター運営事
業費  （政令市関連）

17,200 こころの健康センター併設の精神科診療所において診療、相談
事業等を実施する

〇 精神障害者福祉ホーム運営費
助成
（政令市関連）

18,807 症状が改善している精神障害者に生活の場を提供し、社会
参加促進を図る施設「ここみ」に対する助成

〇 精神障害者地域生活支援セン
ター運営費助成
（政令市関連）

44,578 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援・地域交流活
動を行い、自立と社会参加を図るための施設「おさだ」、
「はーとぱる」に対する助成

食の安全対策推進事業 1,831 食品の安全を確保するため、生産者、消費者等を対象に情
報提供、教育等の事業を実施

乳幼児医療費の助成 1,456,179乳幼児の養育と治療を促進するために、就学前の入院及び通院
にかかる保険診療分の医療費助成を現物給付方式により実施す
る

不妊治療助成事業 12,039不妊治療にかかる高度生殖補助医療にかかる医療費を助成
し、受診者の経済的負担を軽減する
　年１回１０万円限度（通算２年）　１２０組

〇 先天性代謝異常等検査事業 14,702新生児を対象とした先天性疾患の早期発見・早期治療を推
進
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（２）「心豊かな人を育み、しずおか文化を創造するまち」づくり
（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等

○ 人材養成塾の運営 2,856 人材養成塾「地域シゴトの学校」
１目的　自らが地域の課題に関わり、行動を起こし、地域に仕掛け
ていく人材の育成
２募集人員　３０人
３開校期間　平成17年7月～平成18年3月（全18回）
４会場　産学交流センター

生涯学習総合推進事業 445 生涯学習推進大綱
・H16基本構想、H17推進計画の策定

　 静岡・清水地区公民館建設事
業

481,112 公民館大規模改修・建設事業
１　長田公民館
{大規模改修（耐震含む）、公共下水道切替}
所在地　　　 　寺田131番地の1
２　○入江地区公民館
（建築工事H17、18継続　鉄骨造2階建　延床面積900㎡　用地買
戻）
所在地　　　　清水入江三丁目1,224番地の1ほか2筆
敷地面積　　 2,071.37㎡
３　○庵原地区公民館
（境界測量、地質調査、実施設計、木造公会堂解体）
所在地　　　　清水庵原町68番地
敷地面積　　 2,625.89㎡

○ 山川静夫「芸・話・人」ｺﾚｸｼｮﾝ
事業
【後藤磯吉・悦子福祉及び教育
奨励基金事業】

3,250 １会期　平成17年9月24日（土）
２会場　静岡市民文化会館中ﾎｰﾙ
３内容　山川静夫氏ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽによる「芸・話・人」ｺﾚｸｼｮﾝ

○ 新設図書館建設影響度の調査 1,000 図書館分館を含む複合施設の設置に係る建物等への影響度調査

　 ブックスタート事業
【後藤磯吉・悦子福祉及び教育
奨励基金事業】

2,500 新生児6ヶ月健診の機会を利用し、赤ちゃんと保護者にﾒｯｾｰｼﾞや
説明などを加えながら絵本や図書ﾘｽﾄを贈る
１対象　　6ヶ月健診児と保護者（○清水地域⇒全市域に拡大）
２内容　　保健センターの健診時に出張実施

文化活動促進事業 6,357 文化振興ビジョン策定
・H16～H17策定、H18施行

　 エルミタージュ展開催 146,987 ☆政令市記念事業
１エルミタージュ美術館名作展「花の光景」
２会期　平成17年4月23日（土）～9月25日（日）　134日間
３会場　静岡アートギャラリー

静岡音楽館記念事業 97,136 ☆開館１０周年記念・政令市記念事業
１「雅楽」ほか各種事業
２開幕　平成17年5月8日（日）より
３会場　静岡音楽館

　 各種イベントへの助成
（静岡まつり）

74,150 １交付先　静岡まつり実行委員会
２会期　　 平成17年4月1日（金）～3日（日）
３その他　○政令市記念　　夜桜乱舞新曲発表ライブ 4/1･2

(おねり保存事業） 11,450 １交付先　駿府踟振興会
２会期　　 平成17年4月2日（土）～5日（火）
３その他　○政令市記念　　本台曳き回し

　 （安倍川花火大会） 31,000 １交付先　安倍川花火大会本部
２会期　　 平成17年7月30日（土）
３その他　○政令市記念　　創作花火打ち上げ

事業名
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（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等事業名

（みなと祭り） 61,780 １交付先　清水みなと祭りの会
２会期　　 平成17年8月4日（木）～7日（日）
３その他　○政令市記念
ﾋｭｰﾏﾝｾｯｼｮﾝ2005　RALLY AT SHIMIZU 「共鳴」 7/23・24

（ハーバードリーム） 22,800 １交付先　ハーバードリーム実行委員会
２会期　　 平成17年10月15日（土）～16日（日）

（大道芸ワールドカップ） 122,600 １交付先　大道芸ワールドカップ実行委員会
２会期　　 平成17年11月3日（木・祝）～6日（日）
３その他
○政令市記念　　ヌーベルシルクin大道芸 10/22～11/6

　 （静岡サイクルジャム） 14,250 １交付先　静岡サイクルジャム実行委員会
２会期　　 平成18年2月11日（土）～12日（日）

○ 民俗芸能フェスティバル開催 2,201 ☆政令市記念事業
１会期　平成17年12月11日（日）
２会場　静岡市民文化会館
３出演者　有東木芸能保存会ほか7団体

○ 寄木細工展開催 3,968 ☆政令市記念事業
１会期　平成18年1月5日（木）～2月12日（日）
２会場　静岡アートギャラリー
３展示内容　駿府ゆかりの寄木細工ｺﾚｸｼｮﾝ150点程度

　 特別史跡登呂遺跡整備事業 24,593 特別史跡登呂遺跡の再整備事業
・発掘、再整備計画策定

○ 登呂公園周辺地区都市再生整
備関連事業
（まちづくり交付金事業）

4,000 登呂公園周辺地区
・都市再生整備事業推進ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定

○ 教員採用選考試験
【政令市関連】

2,308 教職員採用選考試験の実施

　 小学校教科書改訂 335,740 3年に1回の定期改訂（中学校：H18）

 小学校統廃合事業 865,845 １　城内・青葉小学校統廃合事業
  ①建設工事（H17・18継続、RC造3階　延床面積6,700㎡）
　②H19.4.1新統合校開校
２　一番町・三番町小学校統廃合事業
  ①基本・実施設計、地質調査ほか
　②H18.4.1新統合校開校（現一番町小学校において）
　③H20.4.1新校舎（現三番町小学校）へ移転

 小学校の校舎改築 778,020 １　清水有度第一小学校改築
　①RC造3階、延床面積2,960㎡
２　清水庵原小学校改築
　①実施設計、現校舎解体、仮設校舎借上げ
　②北校舎：RC造3階、延床面積3,867㎡、
  　南校舎：RC造2階、延床面積1,674㎡

　 小学校校舎大規模改造・耐震
補強事業

245,480 校舎大規模改造・耐震補強事業
１清水岡小、２清水小島小、３清水中河内小

　 小学校体育館大規模改造・耐
震補強事業

242,250 体育館大規模改造・耐震補強事業
１北沼上小、２足久保小、３井宮北小、４千代田東小
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（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等事業名

　 小学校大規模改修事業 206,480 大規模改修事業
１清水有度第二小　校舎、２中田小　体育館、３清沢小　体
育館

　 小学校の校地造成 107,200 校地造成
１竜南小　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備工事（雨水貯留事業）
２清水有度第二小　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ雨水排水処理改修工事
３大谷小　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ改修設計（雨水貯留事業）

　 小学校の校舎等補修 77,900 校舎等補修
１三番町小　体育館防音工事
２大里西小　プレハブ校舎建設
３竜南小　防球ネット設置
４清水浜田小　校舎・体育館連絡通路改修
５清水袖師小　火災報知器設置
６清水小島小　防火シャッター設置
７清水中河内小　高圧受変電設備移設

 中学校校舎大規模改造・耐震
補強事業

220,000 校舎大規模改造・耐震補強事業
清水袖師中（2,912㎡）

 中学校体育館・武道場建設 298,600 体育館改築
・東豊田中（RC造平屋、966㎡）

　 中学校体育館大規模改造・耐
震補強事業

61,000 体育館大規模改造・耐震補強事業
・大里中

　 中学校大規模改修事業 58,000 大規模改修事業
・長田西中　体育館

　 中学校の校舎等補修 35,968 校舎等補修
１竜爪中　公共下水道切替設計
２籠上中　防球ネット設置
３西奈中　公共下水道切替工事

　 幼稚園の園舎等補修 13,000 園舎等補修
・藁科幼　園舎屋根・給水設備改修

○ 小学校1年生支援事業
【政令市関連】

27,479 初めての学校生活への指導に携わる補助員派遣
・週5日　14週　63人

○ 特別支援教育サポート事業 38,648 障害のある児童･生徒を支援するため、必要な通常・養護学級に支
援員を派遣
・支援員61名

○ 校内特別支援体制推進事業
【後藤磯吉・悦子福祉及び教育
奨励基金事業】

8,000 各学校の特別支援教育コーディネーターを中心とした校内体制作
りの支援
・臨床心理士、支援相談員など支援チームによる訪問指導

○ スクールカウンセリング事業費 35,517 生徒の問題行動等に対応するため専門性を生かしたスクールカウ
ンセラー、相談員を派遣し、悩みなどに対応
・スーパーバイザー1名、スクールカウンセラー12名、相談員36名

○ 全国中学校体育大会開催助成 13,300 東海4県で開催される全国中学校体育大会のうち、本市開催団体
への助成
・開催種目　　　軟式野球、体操、新体操
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（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等事業名

教職員研修事業
【政令市関連を含む】

16,575 政令市移行に伴う教職員の資質向上を図る研修の拡充
１ﾃｰﾏ　「夢を描き輝け！人として　教師として」
２内容　悉皆研修（共通、選択）、推薦研修、課題研究

　 私学振興助成 213,593 私立幼稚園、小中学校及び高等学校の振興を図るための助成
・交付先　学校法人等54法人

　 朝鮮初中級学校教材等整備事
業への助成

530 朝鮮学校の振興を図るための助成
・交付先　学校法人静岡朝鮮学校

○ 清水地区学校給食検討委員会 317 清水地区の小中学校の今後の給食のあり方を検討
・委員9名　6回（予定）

○ （仮称）第五学校給食センター
建設

600,531 （仮称）第五学校給食センター建設費
１建設地　中吉田地先
２建設概要　鉄骨造一部2階建、延床面積4,510㎡
３スケジュール　H17・18建設、H19供用開始

　 少年野外体験事業 8,473 第25回少年の船事業実施経費
１実施日　平成17年7月27日（水）～30日（土）（予定）
２目的地　東京都「神津島」、「新島」
３募集人員　100人（静岡、佐久、上越3市の中高生）

○ スポーツ施設整備
（清水駅周辺施設）

4,494 清水駅周辺施設立地可能性調査

○ 武道場建設事業 9,538 武道場実施設計
・建設予定地　清水総合運動場プール横

○ 清水庵原球場開設記念大会開
催助成
（学童軟式野球大会）

500 平成１７年度ルート日本海-太平洋学童軟式野球大会
１期日　平成１７年８月１３日（土）、１４日（日）
２参加チーム　静岡・山梨・長野・新潟　4県から計8チーム

○ （ソフトボール大会） 1,650 球場開設記念ソフトボール大会
１期日　平成１７年８月上旬
２招待ﾁｰﾑ　女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ日本ﾘｰｸﾞ所属実業団2ﾁｰﾑ（予定）
３開催内容　エキシビジョンゲーム、クリニック

 園内施設整備事業 8,500 日本平動物園の耐震化
・対象施設　○猛獣舎（基本設計ほか）

清水日本平運動公園球技場
整備

45,000 施設改修計画策定業務委託
電光掲示盤操作システム改修
ロッカールーム改修
スプリンクラーヘッド取替え修繕
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（３）「安全・安心・快適に暮らせる自然豊かなまち」づくり
（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等

清掃工場建設事業 909,643 西ケ谷清掃工場再整備事業
　整備計画書策定、用地購入、造成工事ほか

防犯灯設置及び維持費助成 113,547 自治会、町内会が行う防犯灯の設置費及び維持費に対する助成
　 ８５０基、電気料

消費者保護啓発事業 3,871 消費者保護・啓発事業

交通安全推進事業 94,181 交通安全啓発、交通安全推進団体への助成、交通安全指導員設
置助成ほか

水道建設改良事業 6,423,902 門屋浄水場急速ろ過施設築造ほか静岡清水送水施設事業計画に
基づく国吉田配水施設築造及び送水管布設などの水道施設の整
備を実施。

下水道建設改良事業 9,357,571 浄化センター施設整備及び幹線管渠布設等の下水道施設の整備
を実施。

防災施設整備への助成 38,500 非常用電源設置事業費助成
　（藁科第一中継ポンプ場、門屋浄水場）

防災施設等整備事業 22,092 １　防災行政無線固定系屋外子局移設等
２　○避難地受水槽給水栓設備取付け
３　○防災情報伝達に関する調査

防災必需品備蓄事業 43,429 避難生活用必需品等の分散備蓄の推進
　・備蓄食糧、非常用毛布、簡易トイレ

道路橋りょうの地震対策

(1) 電線類地中化整備事業 都市景観の向上と災害に強い市街地の形成を図る。

　① 政令市分 294,700 　○国道１４９号

　② 中核市分 286,192 　両替町通線、市役所線

(2) 橋りょう整備事業
    （耐震補強）

106,600 ＪＲ線をまたぐ跨線橋の耐震補強を実施し、安全を確保する。
　栗原跨線橋、国吉田跨線橋

橋りょう保全事業

○ 　① 政令市分 150,000 主要幹線の橋りょう補修工事を実施する。
　久堅橋（国道１５０号・清水蛇塚）橋脚補強工事
　浜川大橋（国道１５０号・下島）落橋防止工事
　下里沢橋（県道清水富士宮線・清水宍原）落橋防止工事
　用宗高架橋（国道150号・用宗一丁目）落橋防止工事

○ 　② 中核市分 54,000 橋りょう点検の実施、落橋防止工事、橋りょう保全計画の検討

交通安全施設の整備 歩道等を設置し、歩行者等の安全を確保する。

○ 　① 政令市分 654,088 　国道１５０号（広野地区）歩道整備事業、
　県道静岡清水線（清水鳥坂地区）歩道整備事業、
　県道井川湖御幸線（追手町）歩道整備事業ほか

　② 中核市分 474,248 　登呂自転車歩行者専用道線整備工事、
　南八幡コミュニティゾーン歩道等整備工事、
　1207号線（平川地船越線）歩道整備工事ほか

事業名
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（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等事業名

○ 沿道環境改善事業
〈政令市関連〉

79,400 沿道環境の向上を目指し排水性舗装を実施する。
　県道駒越富士見線（清水駒越西～村松）、
　県道静岡環状線（寿町）、県道山脇大谷線（池田）

○ 道路自然災害防除事業
〈政令市関連〉

266,500 災害の危険性のある個所等の対策事業費
　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

都市広域基幹河川改修事業 180,993 管理移管される１、２級河川の改修費
　大門川、浜川護岸改修工事

準用河川改修事業 120,091 １、２級河川に準じる重要な河川の改修費
　静岡大沢川護岸改修工事、安東川護岸改修・橋梁工等

緊急浸水対策 230,800 平成１５年、１６年に浸水被害を受けた地区に対する緊急の浸水対
策を実施し、安全なまちづくりを推進する。

(1) 河川改修事業費
　  （浸水対策）

【委託料】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　52,800千円
浸水対策検討業務
　　　・西島、下島　  　　　・小坂　　　 　・丸子芹が谷
　　　・寺田　　・清水押切、石川　　・清水永楽町、江尻台町
　　　・清水高橋、飯田町　　・清水川岸町、渋川
 　　 ・清水北脇、能島　　 　・清水鳥坂　　  ・清水長崎新田
　　　・清水駒越北町　　　   ・清水柏尾　　　・清水馬走
長沼宮前水路設計
向敷地貯留施設設計
花の木排水路ポンプ設計
舟川測量業務
広野、手越地区排水ポンプ運転業務

【工事請負費】                                               178,000千円
小坂川護岸改修工事
柚木駅前水路工事
向敷地貯留施設工事
常念川護岸工事
清水船越地区水路工事ほか

(2) 道路整備事業費
　  （浸水対策）

170,000 【工事請負費】
横田町春日三丁目線改修工事
東名側溝小坂１号線改修工事
６０３１号線（清水大内）改修工事ほか

市営住宅の建設、再整備 市営住宅の建設、再整備を行い、良質な住宅の供給を推進し、住
民の福祉の増進を図る。

(1) 富士見団地建設事業
     （第3期）

345,883 富士見団地シルバーハウジング棟建設工事
　　　鉄筋コンクリート造５階建
　　　（１ＤＫ　２５戸、２ＤＫ　５戸、３DK　５戸）
　　　Ｈ１６～１７の２ヶ年継続事業

(2) 清水追分団地建設事業 980,420 清水追分団地一般棟建設工事
　　　鉄筋コンクリート５階建
　　　（２ＤＫ～４ＤＫ　６４戸）
　　　Ｈ１６～１７の２ヶ年継続事業

(3) 安倍口団地リフレッシュ
     事業

399,442 老朽化し空家の多い安倍口団地をニーズに適した団地とすべく住
環境改善及び整備を行う。
　第２６号棟全面改修工事、第３５号棟ほか外壁改修工事、
　第２２号棟ほか電気改修工事
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（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等事業名

市営住宅の耐震対策 市営住宅の耐震化を推進し、住民の安全を確保する。

(1) 市営住宅耐震補強事業費 575,544 耐震補強が必要な団地について、その補強工事を実施するための
経費

　①　伝馬町新田改良住宅１、２号棟（２～６階）耐震補強工事
　　　　（住戸改善、外壁改修を含む、１６年度からの継続）
　②　有東団地第１１号棟耐震補強事業調査準備経費

(2) 市営住宅建替推進業費 43,250 　①　老朽化住宅の解体
　　　　　清水興津東町団地　　　　清水三保団地木造住宅
　　　　　清水下野南団地第１号棟
　②　耐震診断及び設計
　　　　　辰起町団地店舗及び集会場耐震診断、実施設計
　　　　　鉄骨造集会場耐震診断

民間住宅等の地震対策 民間住宅等の耐震化を促進し、地震による被害の軽減化を図り、市
民の安全を確保する。

(1) わが家の専門家診断経費 31,254 専門家による簡易な耐震診断業務
　 予定件数：1,000件

(2) 既存建築物耐震性向上
     事業費助成

49,360 事業概要 ： 専門家による詳細な耐震診断の実施
  住宅型　　400件予定　　非住宅型　　40件予定

(3) 木造住宅耐震補強工事
     事業費助成

186,000 対象物件 ： 木造家屋  　予定件数 ： 500件
  一般世帯　320件予定　　高齢者・障害者等世帯　180件予定

(4) 家具等固定推進
     事業費助成

6,000 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 ： 500件

(5) ブロック塀等耐震改修
     事業費助成

17,000 撤去 ： 150件予定　　改善 ： 8件予定

○ 防災用自転車再生業務 900 放置自転車を防災用自転車として再生利用する。
防災拠点となる地区支部、小学校等へ配備
H17は150台を再生利用

都市公園の整備 公園の新設、整備を進め、緑豊な潤いのあるまちづくりを進める。

(1) あさはた緑地整備事業
    （麻機遊水地第１工区）

482,556 （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　　 182,907 （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、四阿、擁壁、トイレ工事、用地取得、進入路の整備ほか

(3) 駿府公園第４工区整備
     事業

87,161 （全体計画）
　事業期間：平成１６年度～２０年度
（本年度事業概要）
　 発掘調査、樹木移設、石垣復元設計ほか

(4) 街区公園整備事業 749,420 　 ①  折戸北公園     　 ：　整備工事
○② 下島北公園　　　　：　用地取得、整備工事
○③ 川合旭町公園   　：　用地取得、整備工事
○④ 北安東公園　　　　：　用地取得、整備工事
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（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等事業名

消防力の整備

○ (1) 新消防総合情報システム
     の導入

(2,860,000) 旧市ごと２系統で運用していたシステムを統合し、緊急時に迅速か
つ正確に対応できる体制を整備する。
平成１７年度～平成２３年度の債務負担行為（保守料含む）
スケジュール ： H17システム開発、H18機器設置、H19供用開始

(2) 庁舎等施設の整備 69,250 ○① 清水小島・但沼地区消防出張所設置準備費
　　　   土地測量、地質調査等
 　② 消防庁舎改修費
　　　 　消防総合情報システム更新に伴う庁舎改修
　　　　　　（２ヵ年継続事業）
 　③ 清水第６分団（駒越）庁舎解体工事

(3) 常備消防の装備の整備 87,327 　 ① 水槽付消防ポンプ自動車（更新）
　　　　　２台　：　興津、三保
　 ② 指揮車（更新）
　　　　　１台　：　追手町
○③ 指揮支援車（増強）
　　　　　１台　：　緊急消防援助隊

(4) 消防団分団施設の整備 97,364 (1)　消防ポンプ自動車置場建設費
　①　静岡消防団　２ヶ所　：　○上足洗、○羽鳥
　②　清水消防団　１ヶ所　：　○駒越
(2)　消防ホース乾燥塔建設・撤去
　①　静岡消防団　４ヶ所　②　清水消防団　２ヶ所
(3)　防火水槽撤去　３ヶ所

(5) 消防団の装備の整備 31,000 (1)　消防ポンプ自動車（更新）
　①　静岡消防団　１台　：　上足洗
(2)　小型動力ポンプ積載車（更新）
　①　清水消防団　３台　：　興津中町、興津井上町、長崎
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（４）「地域が育て世界に挑む創造型産業のまち」づくり
（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等

○ 循環型社会対応新産業創出
推進事業

10,000 駿河湾地域の循環型社会推進構想の調査活動経費助成
  海水等有用成分の活用等による新産業創出の可能性調査

○ コンテンツバレー構想推進事
業

9,900 コンテンツ産業集積推進に要する経費助成
  セミナー開催、クリエーター調査、集積方策調査

○ 企業立地促進事業 500,000 進出、規模拡大企業（製造業、研究開発施設、物流業、情報
サービス業）への助成
  土地取得…購入費・造成費×1/5
  新規雇用…新規雇用者×500千円
                   限度額 土地と雇用合わせて２億円
  建物賃借…年間賃借料の１/２、限度額200万円
  設備投資…建物と併せた機械設備投資額×3％、
                                                      限度額3,000万円

勤労者福祉事業 55,710 労働者相談事業
  ○ ①メンタルヘルス相談（会場”健康文化交流館来てこ”
                                             ”清水テルサ”）
  ○ ②労働相談（会場”健康文化交流館来てこ”）
  ○ ③就職相談（会場”静岡庁舎本館”）
労働教養講座
勤労者福祉サービスセンター補助金

商店街環境整備事業助成 45,500 ①静岡呉服町名店街街路灯整備(新設２基）
②鷹匠１丁目商業発展会環境整備
                             （アーケード撤去、日よけ・街路灯13基）
③駅南銀座振興会時計整備(更新２基）
④駒形通５丁目発展会街路灯整備(更新１０基）
⑤清水駅前銀座商店街防犯カメラ等整備
                             （防犯カメラ新規16基、時計新規３基）
⑥清水港町商店街歩道整備
                   （エスパルス選手足型３人分・プロフィール８人分）

○ 「るるぶ静岡市」発行事業 8,000 静岡市を「見る」「食べる」「遊ぶ」などをテーマに、静岡市の良
さ・楽しさを再発見する雑誌をＪＴＢパブリッシングと共同して発行
する。
   予定発行部数29,000部

○ 市内エリア別集客交流アク
ションプラン策定事業

5,000    地域ごとの観光戦略を作成し、相互に連携した観光プランの
策定･評価をもとに観光振興・まちづくりを図る。

○ ようこそ静岡推進事業 3,000 携帯電話メール管理システム事業
   訪れた観光客に、携帯電話のメールを活用したアンケート調
査に参加してもらい、実態に基づく調査を行い、観光戦略に活
用する。

○ 静岡型体験観光推進事業 5,000 農業、漁業など産業界との連携を図りながら、様々な体験メ
ニューを作って観光客に提供し、体験型観光を推進する。

○ 三保羽衣整備事業
（まちづくり交付金事業）

17,300 三保羽衣土地区画整理事業にあわせて、周辺道路、公園や観
光地である三保の松原周辺を一体的に整備する。
  １ 羽衣参道整備計画策定
  ２ 観光まちづくり調査等

事業名
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（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等事業名

清水港振興事業 18,320 清水港ポートセールス事業
   海外ポートセールス負担金ほか
清水港普及促進事業
   清水港客船誘致委員会負担金ほか

清水森林公園施設整備事業 44,972 ○ 清水森林公園管理棟建設工事  木造平屋建134㎡

いきいき森林づくり推進事業 128,025 高山・市民の森整備事業
   ○ 展望台整備
   ○ 駐車場、園内道舗装整備
   ○ バイオトイレ整備
   ○ 案内看板
間伐事業

○ 賤機都市山村交流センター
建設事業

38,101 進入路整備工事

農業集落排水事業 460,570 １ 農業集落排水事業工事費
  ①処理施設工事  大原地区、坂ノ上地区
  ②管路施設工事  大原地区、油山地区、俵沢地区
２ 測量設計費
３ 事務費

土地改良事業 235,614 １ 農道環境整備事業  西奈天王平地区ほか２地区
２ 地域用水環境整備事業  せせらぎ西里地区
３ 単独 農道等新設改良工事
             清水尾羽地区農道整備工事ほか
             測量・設計経費

林道事業 388,157 １ 林道樫ノ木峠線地滑り測量調査経費
２ 工事費
 ①林道開設 大島沢線ほか４路線
 ②林道舗装 中段線ほか３路線
 ③林道改良 豊岡梅ケ島線ほか３路線
 ④林道小河内川線維持修繕
 ⑤林道東俣線改良工事
 ⑥林道高山線法面保護工
３ 事務費
４ ほか単独 設計等委託料・工事費

治山事業 76,310 １ 石部地区聖川ほか７箇所治山工事
２ 測量設計委託料
３ 事務費
４ ほか単独 治山工事費

○ 水産業一般管理事業 20,000 清水地区漁業環境基本計画策定等経費
  ①海域掃海事業委託料
  ②清水地区漁業環境基本計画策定業務委託料
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（５）「活発な都市活動を支える快適で質の高いまち」づくり
（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等

道路橋りょうの整備 道路の整備を図り、活力ある都市活動の基盤をつくる事業である。

(1) 道路新設改良事業

○ 　① 政令市分 7,580,368 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

　② 中核市分 2,310,499 国吉田瀬名線、庵原杉山線、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

【主要事業（金額は上記の再掲）】

国道１５０号静岡バイパス 1,238,000 現道の海岸側に４車線のバイパスを建設し、交通渋滞の解消と交
通円滑化を図る。平成１７年度は、用地補償と道路工を行う。平面
暫定４車線化による整備完了は平成２０年代前半を予定している。

国道１５０号清水バイパス 920,000 現道の海岸側に４車線のバイパスを建設し、交通渋滞の解消と交
通円滑化を図る。平成１７年度は、用地補償と道路工を行う。事業
の完了は平成１９年度を予定している。

県道山脇大谷線 3,230,000 第２東名静岡インターチェンジと静清バイパス千代田上土インター
チェンジ付近とを直接自動車専用道路で結ぶ山脇大谷線を暫定２
車線で建設し、中心市街地と下地区との交通円滑化を図る。
平成１７年度は下部工新設工事を行う。事業の完了は平成２２年度
を予定している。

(2) 橋りょう整備事業

○ 　① 政令市分 2,468,884 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（県道梅ケ島温泉昭和線）ほか

【主要事業（金額は上記の再掲）】

清水橋（国道１４９号） 900,000 老朽化した清水橋を架け替えし、安全確保を図る。平成１７年度は
残るⅡ期線の架替工事を行う。事業の完了は平成１８年度を予定し
ている。

安西橋（国道３６２号） 1,110,000 安西橋の現況２車線を４車線化し、交通渋滞の解消と、中心市街地
と安倍川右岸（羽鳥地区）との交通円滑化を図る。平成１７年度は
用地買収、移転補償及び橋脚工事に着手する。事業の完了は平
成２０年代中頃を予定している。

○ (3) 国直轄道路事業負担金
　　〈政令市関連〉

5,500,000 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　　　・沿道環境改善　　・交通安全費

【主要事業（金額は上記の再掲）】

国道１号バイパスの４車線化等改
築費に対する負担金

1,887,000 現況暫定２車線を４車線化し、交通渋滞の解消と交通の円滑化を
図る。

共同溝費、電線共同溝の整備に
対する負担金

2,265,000 国道１号の地下に共同溝、電線共同溝を整備し、景観に優れ、地
震に強いまちづくりを行う。

事業名
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（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等事業名

街路事業 幹線道路の整備を図り、活力ある都市活動の基盤をつくる事業で
ある。

（政令市分）

○ (1) 国庫補助事業
     （電共、臨交）

634,600 静岡駅賤機線、本通線、中吉田瀬名線、日の出町押切線

○ (2) 地方特定道路整備事業
     ・市単独事業

515,379 静岡駅賤機線、本通線、中吉田瀬名線、下大谷線、日の出町押切
線、渋川妙音寺線、嶺神明伊佐布線

（中核市分）

(1) 国庫補助事業
     （臨交、まち交）

3,994,076 丸子池田線、静岡下島線、宮前岳美線、麻機街道線、西脇大谷
線、大和町梅ケ谷線、塚間羽衣線

(2) 地方特定道路整備事業
     ・市単独事業

2,377,981 丸子池田線ほか１１路線

【主要事業（金額は上記の再掲）】

静岡大橋４車線化事業
（中核市分）

1,893,000 丸子池田線静岡大橋の現況暫定２車線を４車線化し、交通渋滞の
解消と、中心市街地と安倍川右岸（長田地区）との交通円滑化を図
る。平成１７年度は上部工新設工事を行う。事業の完了は平成１８
年度を予定している。

○ 日の出町押切線大坪地区ＪＲ線、
静岡鉄道線アンダーパス事業
（政令市分）

45,000 日の出町押切線大坪地区におけるＪＲ線、静岡鉄道線との交差を、
アンダーパス化することにより、交通渋滞の解消と交通円滑化を図
る。平成２３年度中の完成を予定している。
（債務負担行為　4,723,000千円）

○ 大和町梅ケ谷線歩行者トンネル
事業（中核市分）

110,000 大和町梅ケ谷線東名高速道路交差部の歩行者用トンネル工事を
実施することにより、歩行者の安全と交通円滑化を図る。平成２０年
度中の完成を予定している。
（債務負担行為　1,288,000千円）

静岡駅周辺整備

(1) 静岡駅北口広場整備 1,197,392 静岡駅北口駅前広場、地下広場、地下連絡通路の整備
   整備面積：地上　１７，８００㎡（現況１０，８００㎡）
   　　　　　　  地下広場　１，５００㎡　　地下通路等　５００㎡
   整備概要：地上　バス、タクシー、一般車乗降場、
　　　　　　　　　　　　中央広場大屋根、案内施設ほか
   　　　　　　　地下　エレベーター、エスカレーター、修景施設
   平成１９年度完成予定

(2) 静岡駅南口広場整備 7,000 静岡駅南口の再整備に向けての静岡駅南口交通結節点整備予備
調査を実施する。

東静岡地区新都市拠点
整備事業

(1) 土地区画整理事業 2,122,974 （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 6,661 東静岡広場維持管理経費ほか
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（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等事業名

清水駅周辺開発事業

(1) 土地区画整理事業

①清水駅東土地区画整理事業 49,982 （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）
  都市計画道路歩道舗装、換地計画作成ほか

②清水駅西土地区画整理事業 188,720 （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）
  駅前広場実施設計、移転等全体計画作成、移転補償ほか

(2) 駅周辺整備事業

①まちづくり推進事業 201,601 清水駅東口モニュメント設置、島崎町公園整備ほか

②駅周辺整備推進事業 9,117 交通バリアフリー現況調査ほか

安倍川駅周辺整備

○ (1) 安倍川駅前自転車等駐車場
     整備事業

296,340 敷地面積：約1,737㎡　　　収容台数：約700台　　平面自走式
用地取得、整備工事

(2) 安倍川駅周辺整備調査事業 15,000 安倍川駅周辺交通環境改善計画を策定する。

ＪＲ草薙駅周辺整備調査事業 9,000 駅前広場基本設計、道路予備設計、
交通バリアフリー現況調査

市街地再開発事業 都心部における土地利用の高度化を図り、にぎわいを創出し、交流
の拠点を整備する。

○ (1) 静岡駅前紺屋町地区市街地
      再開発事業

187,090 再開発ビル ： ＳＲＣ造、地下２階地上２６階建
平成２１年度完成予定

(2) 港町第二地区市街地再開発
      事業

163,702 再開発ビル ： ＲＣ造、地上１３階建
平成１８年８月完成予定

土地区画整理事業

(1) 大谷土地区画整理事業 1,543,679 （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) 三保羽衣土地区画整理事業 85,000 （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）
  道路実施設計、換地設計準備、物件調査ほか
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（○は､新規事業）

予算額(千円) 内容等事業名

高速道路インターチェンジ開設
調査

○ (1) 東名高速道路新インター
      チェンジ調査事業

3,000 新インターチェンジ設置の可能性調査
・宮川地区、日本平地区

○ (2) 第二東名自動車道スマート・
     インターチェンジ設置条件
　　 検討書作成業務

2,300 第二東名自動車道に計画されている静岡サービスエリアにスマー
ト・インターチェンジの設置の可能性を検討するための準備経費

オムニバスタウン計画の推進 131,700 ① 推進事業補助金　                                       122,700千円
    超低床ノンステップパス導入１３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
　
② オムニバスサミット開催経費　　　　　　　　　　　　   9,000千円

○ 生産緑地、市街化区域界関連
事業

28,000 生産緑地都決資料作成、システム作成、標識設置
谷津山市街化調整区域編入調査
市街化区域界現況調査

谷津山周辺南北道路詳細検討
調査業務

8,000 東静岡南北幹線から北側延伸道路の詳細検討調査
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（６）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

○ 静岡市自治基本条例の推進と
ＰＲ事業

921 市民自治推進審議会の運営と条例ＰＲに要する経費

お知らせ事業 185,434 広報しずおか発行、新聞･テレビ･ラジオ広告、
ホームページ管理、 ○ 民放４局政令指定都市誕生企画番組 等に
要する経費

市民の声を聞く事業 6,550 市政モニター(提案･アンケート）、市政施設見学、
市民意識調査等に要する経費

○ 情報セキュリティポリシーの運
用支援事業

2,500 情報セキュリティポリシーの実施手順の策定、セキュリティ研修の実
施に要する経費

○ 情報化推進計画策定事業 2,000 政令指定都市にふさわしい情報化推進計画の策定に要する経費

新規施策調査事業 6,676 行政評価システム導入検討、ＰＦＩ事業導入検討に要する経費
○高次都市機能モデル調査 ほか

○ 政令指定都市移行
記念式典等開催事業
  （政令市関連）

8,829 記念式典 静岡会場 平成１７年４月１３日
              東京会場 平成１７年４月２７日
区役所等開所式  平成１７年４月１日
                                            （11月補正 9,131千円）

○ 政令指定都市推進事業
  （政令市関連）

17,878 「指定都市市長会議ｉｎ静岡」 開催経費
   平成17年５月～６月頃開催予定
１４指定都市で構成される指定都市市長会負担金ほか

　 国際化推進事業 7,514 １　○友好都市提携
  ①提携先　ベトナム社会主義共和国フエ市
　②調印式　平成17年4月（於：本市）
２　姉妹都市等訪問団派遣及び受入れ
　①米国オマハ市への派遣ほか
３　外国人住民懇話会開催

○ 自治体国際化協会静岡市支
部負担金　（政令市関連）

13,000 　自治体国際化協会(CLAIR)静岡市支部運営に対する分担金

集会所建設費助成 226,000 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　９件、修繕　２８件、利子補給　2件

〇 区の魅力づくり事業 30,000 区が主体となって地域の特性、地域的な課題を反映した事業を実
施する。　　　　１区 １０，０００千円

〇 区政推進事業 2,435 区民と行政が協働して魅力ある地域づくりを推進するため各区に仮
称区民懇話会を設置

コミュニティ事業助成 13,500 コミュニティ活動のための用具整備費の助成

〇 地球温暖化防止実行計画策
定事業

3,594 事業者としての静岡市の温室効果ガス削減実行計画を策定

環境基本計画策定事業 4,090 Ｈ２６年度を目標とする総合的な環境行政のマスタープランを策定

仮称　清流条例策定事業 4,094 市内の清流を守るため、水質保全、乱開発の防止、環境保全活動
の推進等について清流条例を策定

事業名
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