
  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「安全・安心・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」

  平成21年度当初予算案

 静     岡     市

２



Ｏ「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」

局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

環境調和のまちづくり

環境局 ○ 南アルプス世界自然遺産
登録推進事業

（４－１－４）

15,051

(7,775)

南アルプス世界自然遺産登録の推進
　 １　クライテリア把握調査（自然景観、生物多様性）
　 ２　学術検討委員会の開催
　 ３　講演会の開催
◎４　ライブカメラの設置

環境局 ☆

☆

第21回星空の街・あおぞら
の街全国大会開催事業

感覚環境のまちづくり全国
大会開催事業

（４－１－４）

8,000

(0)

「第21回星空の街・あおぞらの街全国大会」及び「感覚環境のまちづくり
全国大会」を開催
　大気環境保全意識の高揚と感覚環境に配慮したまちづくり
（内　容）　１日目「第21回星空の街・あおぞらの街全国大会」
　　　　　　　　　　　 特別記念講演会、星空観望会ほか
　　　  　 　２日目「感覚環境のまちづくり全国大会」
　　　　　　　　   　 基調講演会、イメージフレグランスコンテストほか

環境局 ○ 「清流の都」創造
プロジェクト事業

（４－１－４）

 8,145

(5,846)

 　１　 清流の都・静岡創造推進協議会関連事業（ウェブサイトの運営等）
 　２ 　「家康公ほたるの集い」の開催
 　３ 　清流保全事業（清流監視員によるレジャー客へのマナー指導）
☆４　ミスト散布装置モデル事業

世界を意識したまちづくり

経 　営
企画局

☆ 富士山静岡空港利活用
推進事業

（２－２ー１）

18,211

(10,000)

富士山静岡空港の利活用を促進するため、重点的に事業を実施
　 ・官民協働による利活用推進組織の設置、運営
 　・空港開港の機運を高めるイベントの実施（空港開港フェア）
 　・就航先との交流・連携の促進
 　・富士山静岡空港利用促進協議会への参画

経済局 〇 シティセールス推進事業

（７－１－１）

87,678

(60,422)

本市が持つ地域資源を最大限に活用し、新たな都市の活力を生み出す
ため、シティセールスを効果的に推進
○１　「静岡市はいいねぇ。」キャンペーン事業
　　　　本市出身の著名な漫画家であるさくらももこ氏の協力を得て、キャ
　　　ラクターを使用した本市の認知度・イメージを向上を図る
　 ２　都内路線バスをラッピングし、本市のＰＲ広告を掲出
☆３　韓国プロモーション事業
　　　 韓国人による本市へのインバウンドのためのプロモーション活動と
     して「2009仁川世界都市祝典」へ出展
　　　（開催日）     平成21年８月７日（金）～10月25日（日）
　　　（メイン会場） 韓国仁川広域市松島国際都市第3工区一円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5,000,000㎡）
☆４ 民間シティセールス支援事業
　　　民間主体のシティセールスにつながる事業等を行政が支援するこ
　　とにより地域を挙げたシティセールスの展開を推進
　　　（支援事業） 世界すし博覧会in静岡
　　　（開催日）    平成21年４月24日(金)～４月26日(日)
　　　（会  場）　   グランシップ　ほか
○５　静岡駅北口マルチビジョン運営事業
◎６　静岡駅北口情報提供コーナー運営事業
　 ７　シティセールス推進組織運営事業

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

1 まちの経営システム



局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

生　 活
文化局

◎ チャーター便を活用した
フエ市交流促進事業

（２－２－９）

2,519

(0)

　
富士山静岡空港から、友好都市であるフエ市へのチャーター便の運行
を利用し、両市の友好関係を深めるとともに、今後のさらなる交流につな
げるための行政関係者などによる親善訪問の実施

生　 活
文化局

姉妹都市交流事業

（２－２－９）

4,252

(3,556)

ストックトン市と静岡市の姉妹都市提携50周年を記念し、両市の友好関
係を深めるとともに、今後のさらなる交流につなげるための親善使節団
の相互派遣の実施

男女共同参画を高めるまちづくり

生　 活
文化局

◎ ワーク・ライフ・バランス啓発
事業

（２－１－１９）

4,000

(0)

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進を図るため、その必
要性や効果、取り組み事例について、一般市民、事業所人事担当者及
び企業経営者等を対象としたシンポジウムを２回開催

ＩＴを活用したまちづくり

総務局 ☆ 自主共聴施設デジタル化
整備事業費助成

（２－２－２）

26,000

(0)

2011年（平成23年）の地上デジタル放送への完全移行を確実に達成す
るため、自主共聴施設改修等の経費の一部を助成

総務局 汎用機最適化事業

（２－２－２）

290,935

(438,568)

平成17年度に策定した「汎用機システム最適化基本計画」に基づき、新
住民記録・共通基盤最適化事業を実施

財政局 ○ 電子申告等システム導入
事業

（２－３－１）

69,927

(67,192)

地方税電子申告システムの運営経費
（開始時期及び対象手続）
平成21年10月　個人市・県民税における公的年金からの特別徴収

経　 営
企画局

☆ 行財政改革推進大綱策定
事業

（２－１－１）

2,000

(0)

新たな行財政改革推進大綱及び実施計画の策定及び周知

経　 営
企画局

☆ 第二期地方分権改革推進
事業

（２－２－１）

1,000

(0)

第二期地方分権改革に伴う条例改正等の対応及び市民サービス向上
等についての周知
　

財政局 ○ 市税コンビニ収納事業

（２－３－１）
（２－３－２）
（２－３－３）
（２－３－４）

83,116

(14,932)

市税の納付機会拡大と納期内納付率の向上を図るため、
１　市民への周知・広報
２　コンビニエンスストアでの収納を開始するための準備
３　コンビニエンスストアでの収納事務を実施
（開始時期及び対象税目）
平成21年度　軽自動車税に加え、個人市・県民税（普通徴収）及び
　　　　　　　　　固定資産税・都市計画税を開始

財政局 納税お知らせセンター
運営事業

（２－３－２）

24,279

（18,105）

市税収納率の向上を図るため、民間のオペレーターが電話により、納税
者の自主的納付を促す「静岡市納税お知らせセンター」を運営
（開始時期及び対象税目）
平成21年度　個人市・県民税（普通徴収）及び固定資産税・都市計画税
　　　　　　　　　に加え、軽自動車税を開始

生産性・透明性の高い大都市経営

2 まちの経営システム



局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

財政局 静岡地方税滞納整理機構
活用事業

（２－３－２）

30,300

（30,100）

静岡地方税滞納整理機構を活用し、徴収困難な事案の滞納整理事務
を実施

市民と行政との協働によるまちづくり

経　 営
企画局

☆ 第２次総合計画策定事業

（２－２ー１）

31,636

(15,570)

第２次総合計画の策定及び周知
（計画期間）平成22～26年度

生　 活
文化局

市民活動センター建設
事業

（２－１－２８）

109,276

(39,358)

社会的課題の解決に取り組む市民及び団体の活動を支援する市民活
動センターを整備
（総事業費）　129,000千円
（設置場所）　旧一番町小学校校舎
（事業期間）　平成20～21年度  　改修工事
　　　　　　　　 平成21年10月供用開始（予定）

地域が個性をみがき合うまちづくり

経　 営
企画局

☆ 中山間地域総合振興計画
策定事業

（２－２－１)

6,530

(11,000)

中山間地域総合振興計画の策定及び周知
地域交流イベントの開催

経 　営
企画局

◎ 集落活性化支援事業

（２－２－１)

784

(0)

集落の状況を的確に把握するとともに、住民と行政との連携を推進し、
集落の活性化を支援する人材（集落支援員）を配置
 ・井川地区、梅ケ島・大河内地区、玉川地区、大川・清沢地区　各１名

経 　営
企画局

◎ 中山間地移住促進事業

（２－２－１)

17,830

(0)

中山間地域集落の定住人口の増加と高齢化の抑制のため、遊休財産
（空家等）を活用し、農山村での居住を希望する市街地住民の移住対策
を実施
 ・葵区　４家族　清水区　２家族

経　 営
企画局

◎ フォレストピアしずおか推進
事業

（２－２－１)

3,752

(0)

首都圏を中心とした都市住民に対する本市中山間地域の魅力や住宅・
イベントなどの情報を提供するポータルサイトの開設・運営など

多角的な広域行政の推進

経 　営
企画局

○ 広域行政推進事業

（２－２－１）

4,118

(1,532)

本市の持つ地勢的優位性及び静岡空港や清水港、新東名高速道路、
中部横断自動車道などの大規模社会資本を活用し、周辺自治体と包括
的な連携交流を図り、多角的な広域行政を展開
（東西軸）　島田市、伊豆市
（南北軸）　甲府市
（静岡都市圏）中部５市<静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市>

生　 活
文化局

◎ 旅券窓口事務経費

（２－４－１）

81,838

(0)

現在、静岡県が実施している旅券(パスポート)事務の一部（申請受付及
び引渡し）について、平成21年９月から各区役所で実施
（内訳）　需用費（収入印紙・県証紙購入費、事務経費）、
　　　　　 委託料(IC旅券交付端末機保守等）及び備品購入費
           （事務用機器）

3 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」

局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

心がかよい笑顔あふれる市民福祉の推進

保健福
祉子ど
も　局

◎ 静岡市健康福祉基本計画
策定事業

（３－１－１）

5,330

(0)

静岡市健康福祉基本条例の基本理念に基づき、健康福祉の各分野に
共通した目標や施策の方向性等を明確にした「健康福祉基本計画」を
策定

保健福
祉子ど
も　局

日常生活自立支援事業

（３－１－１）

63,876

 (41,162)

認知症高齢者など日常生活に不安のある者に対する福祉サービスの利
用援助（市社会福祉協議会に補助金交付）

保健福
祉子ど
も　局

　
生活保護扶助事業

（３－３－２）

8,600,000

 (9,087,404)

生活保護法に基づく生活、住宅、教育、介護、医療、出産、生業及び葬
祭の８種類の扶助並びに保護施設の運営に要する経費

未来を築く元気な子どもの育成支援

保健福
祉子ど
も　局

　
次世代育成支援対策
推進事業

（３－２－１）

5,440

    (7,051)

「子どもプラン」後期計画策定事業
　・次代を担う子どもたちが明るく健やかに生まれ育つことができる環境
　　整備を目的とした「静岡市子どもプラン後期計画」を策定
　　（20年度からの継続事業）
　　（平成20年度）児童福祉専門分科会開催、実態調査、
　　　　　　　　　　　市民懇談会実施
　　（平成21年度）後期計画策定
　　　　　　　　　　　（専門分科会開催、懇談会等意見聴取）
　

保健福
祉子ど
も　局

◎ 子育て子育ち市民討議会
運営事業

（３－２－１）

          850

          (0)

今後の子育て支援策の検討や男性の子育てへの参加の重要性などに
ついての意識醸成を図るため、子育て子育ちをテーマにした市民討議
会を開催

保健福
祉子ど
も　局

放課後児童クラブ運営
事業

（３－２－１）

 
  382,717

     (331,932)

昼間保護者が家庭にいない小学校３年生までの児童に放課後の遊び
及び生活の場を提供する放課後児童クラブの管理運営
　・74クラブ（100グループ）

保健福
祉子ど
も　局

放課後児童クラブ室
設置事業

（３－２－１）

   128,279

 (165,750)

放課後児童クラブ緊急３か年整備計画終了時において、待機児童が解
消されない地域等における追加整備
　・７か所（麻機、賤機南、東豊田、長田東、飯田東、駒形、西奈南）

保健福
祉子ど
も　局

児童福祉施設入所措置等
経費

（３－２－１）

1,187,618

(1,082,182)

児童福祉施設への入所措置にかかる経費

保健福
祉子ど
も　局

☆ 児童相談所環境づくり基盤
整備事業

（３－２－１）

5,738

(2,777)

児童虐待防止啓発事業（オレンジリボンキャンペーン）、職員研修、精神
科医によるカウンセリング事業などの実施

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

4 まちの経営システム



局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

保健福
祉子ど
も　局

市立保育所運営事業

（３－２－２）

1,586,043

(1,758,506)

市立保育所等の運営費
　・市立保育所　　　　　　47園
　・山間地保育所　　　 　  ３園
　・病児病後児保育室　　１施設

保健福
祉子ど
も　局

市立保育所施設整備事業

（３－２－２）

120,077

(317,949)

市立保育所の耐震補強工事
（設計）清水原保育園
（解体）清水有度東保育園（民営化）

保健福
祉子ど
も　局

私立保育所等運営事業

（３－２－２）

5,226,149

(5,033,659)

私立保育所の運営費
　・私立保育所　　　57園（うち、ほのぼの保育園、えじり保育園新設）

保健福
祉子ど
も　局

私立認可保育所運営費
助成

（３－２－２）

1,022,129

(1,055,219)

私立認可保育所の保育環境の改善及び多様な保育ニーズへの対応に
伴う運営費を補助
　・私立保育所　　　57園（うち、ほのぼの保育園、えじり保育園新設）

保健福
祉子ど
も　局

私立保育所施設整備費
助成

（３－２－２）

335,738

(0)

私立保育所の園舎建設及び一部改築費を補助
　・（仮称）有度東保育園建設（民営化）
　・有度十七夜山保育園一部改築

保健福
祉子ど
も　局

☆ 保育所建設事業

（３－２－３）

517,715

(324,891)

市立保育所の改築費
　・３園の建替（清水保育園、清水飯田南保育園、服織保育園）

保健福
祉子ど
も　局

☆ 地域子育て支援センター
建設事業

（３－２－３）

    65,450

   (7,051)

（仮称）蒲原市民センター内に地域子育て支援センターを整備
　・平成21年度　本体工事の90％（平成20年度10％）
　・平成22年度　運営開始

保健福
祉子ど
も　局

　
子ども医療費助成

（４－３－２）

 
 1,119,642

 (1,160,678)

病気やけがなどで医療機関に入院、通院したときの保険診療にかかる
自己負担額分を助成
　・未就学児（入院と１歳未満児の通院は全額助成
　　１歳以上の通院は１回500円を超える額を助成）
　・小中学生（入院は全額助成）

保健福
祉子ど
も　局

○ 母子健康診査及び
訪問指導事業
 
（４－３－２）

641,547
　

(283,159)

母子の健康保持増進と乳幼児の健やかな成長を図るため、各種健診、
訪問指導、健康相談事業等を実施
○１　妊婦健康診査事業　５回から14回に拡大
○２　こんにちは赤ちゃん事業（生後４ケ月までの全戸訪問）
　
<年間訪問数>
　○新生児、産婦訪問　4,300人　→　4,750人
　　（保健福祉センター保健師及び委託による助産師訪問）
　◎乳児家庭訪問　　　1,200人…平成21年度は10月開始のため600人
　　（委託による助産師等訪問）

保健福
祉子ど
も　局

○ ファミリー・サポート・
センター事業

（５－１－２）

 
  26,929

 
(18,029)

子育てに係る相互援助活動を進めるファミリー・サポート・センター事業
の管理運営
◎「病中・病後児預かり」事業を実施

5 まちの経営システム



局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

障害のある人の自立を支えるシステムの構築

保健福
祉子ど
も　局

障害者自立支援給付等
事業

（３－１－４）

5,383,681

(4,246,571)

障害者自立支援法に基づく各種給付等
　１　自立支援給付費
　２　自立支援医療費（更生医療）
　３　補装具給付費
　４　障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業

保健福
祉子ど
も　局

地域生活支援事業

（３－１－４）

579,518

(398,938)

障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の実施
　 １　相談支援事業
　 ２　コミュニケーション支援事業
　 ３　日常生活用具の給付事業
○４　移動支援事業
◎５　地域活動支援センター事業
○６　日中一時支援事業
　 ７　福祉ホーム等運営費助成
　 ８　自動車運転免許取得等助成　ほか

保健福
祉子ど
も　局

障害者福祉施設管理運営
事業

（３－１－４）

1,279,241

(1,307,431)

公設障害者福祉施設の指定管理料及び施設の維持管理
　身体障害者更生援護施設　　　 　３施設
　身体障害者福祉センター　　　　　１施設
　重度障害者生活訓練ホーム　　 　４施設
　知的障害者援護施設　　　　　 　　４施設
　心身障害者ケアセンター　　　 　　１施設
　知的障害児通園施設　　　　　 　　１施設
　母子療育訓練センター　　 　   　　１施設

保健福
祉子ど
も　局

重度心身障害者医療費
助成

（３－１－４）

1,196,139

(1,219,400)

重度心身障害者（児）に対する医療費（保険診療に係る自己負担分及
び訪問基本料）の助成

保健福
祉子ど
も　局

発達障害者支援事業

（３－１－４）

36,434

(37,667)

１　発達障害者支援センターの運営
  　　 発達障害者（児）とその家族への相談支援、就労支援等
２　発達障害者支援体制整備検討委員会の開催　　　　　　　　　　ほか

保健福
祉子ど
も　局

特別障害者手当等
給付事業

（３－１－４）

407,526

(387,932)

在宅障害者の生活を支援する各種手当の給付
　１　特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の給付
　２　重度心身障害児扶養手当の給付

保健福
祉子ど
も　局

自立支援医療費
（精神通院医療）

（４－２－２）

648,164

（665,707）

障害者自立支援法に基づく自立支援医療費（精神通院医療）にかかる
公費負担

　・対象者（計画）　8,000人

保健福
祉子ど
も　局

◎ 精神保健対策費
（地域生活体験支援事業）

（４－２－２）

2,691

(0)

社会的入院を余儀なくされている精神障害者の地域生活移行の促進を
目的とした、居宅生活体験事業の実施
　
　・対象者（計画）　44人
　・事業実施先　　共同住居及びグループホーム等（委託）
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局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

人間関係豊かな長寿のまちの確立

保健福
祉子ど
も　局

高齢者在宅福祉サービス
関係事業

（３－１－２）

241,688

(283,631)

高齢者の在宅福祉の増進のため、各種在宅福祉サービスを実施
　１　在宅老人対策事業費
　２　はり・きゅう・マッサージ助成事業
　３　ひとりぐらし高齢者等緊急通報体制整備事業費
　４　高齢者生活福祉センター運営経費
　５　ふれあい事業費補助金
　６　老人福祉電話料金助成費
　７　ひとりぐらし老人食事サービス事業費
　８　生活支援型家事援助サービス事業
　９　介護予防型デイサービス事業費
　10　高齢者等住宅改造費補助金
　11　理容・美容サービス事業費
　12　自動消火器設置事業費

保健福
祉子ど
も　局

民間特別養護老人ホーム
等建設費助成

（３－１－２）

386,250

(496,368)

特別養護老人ホーム等の建設費を助成
　・大規模特別養護老人ホーム創設等（100床）
　・小規模多機能型居宅介護拠点創設（１施設）

保健福
祉子ど
も　局

◎ 高齢者セルフレスキュー
推進事業

（３－１－２）

3,440

(0)

ひとりぐらし高齢者等が日常生活を安心して暮らせるように、当該高齢者
等世帯にセルフレスキューセットを配付
　・清水区におけるモデル事業

保健福
祉子ど
も　局

◎ 清水船越老人福祉
センター改築事業

（３－１－３）

68,000

(0)

清水船越老人福祉センターの老朽化等に伴う改築
　（設計及び解体）平成21年度
　（供用開始）平成23年度予定
　・対象：概ね60歳以上の高齢者
　・年間利用者数見込：平成24年度見込35,000人

保健福
祉子ど
も　局

介護保険事業会計 44,461,100

(40,213,600)

第4期介護保険事業計画（平成21～23年度）に基づき実施
　・保険料改定及び新たな段階設定
　・地域支援事業における介護予防及び地域ケア体制の充実に向けた
　　取り組みの強化
　　（平成21年度）　第1号被保険者数　172,834人

保健福
祉子ど
も　局

介護保険事業会計

（地域支援事業）

881,735

(847,326)

　
１　特定高齢者把握事業
　　　介護保険の要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者から、
　 介護予防事業への参加が必要な特定高齢者を決定
　　・基本チェックリストの送付
　　・特定高齢者候補者の選定
　　・介護予防健診の実施
　　・特定高齢者の決定
○２　Ｓ型デイサービス事業
        家に閉じこもりがちな高齢者に対し、自治会館等で地域住民の
　　協力を得てミニデイサービス等の介護予防事業を実施
　　　 既存会場　　　　 157会場
　　　 新規予定会場　　22会場　　　　計179会場
○３　地域包括支援センター事業
　　　 高齢者等の総合相談支援、権利擁護業務、包括的・継続的ケア
　  マネジメント支援業務等を実施するため、市内２４圏域に地域包括
　  支援センターを設置
　４　任意事業に要する経費
　　・介護給付等費用適性化事業
　　・紙おむつ支給事業　　　　　　　ほか
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局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

いきいきと暮らせる健康づくりの推進

保健福
祉子ど
も　局

◎ 医師等確保対策事業

（４－１－１）

7,500

(0)

市内の公的５病院の職員（医療職）を確保し、地域医療体制を維持する
ため、当該病院の求人募集等に係る経費への助成
　

保健福
祉子ど
も　局

☆ 衛生団体会館建設事業費
助成

（４－１－１）

債務負担行為

100,000

(0)

静岡市静岡医師会の諸活動の拠点となる新医師会館の建設費に対す
る助成（平成22年度）

保健福
祉子ど
も　局

○ 山間地診療所運営費
助成

（４－１－１）

38,400

(32,400)

山間地（公設民営）診療所の運営に対する助成
（梅ヶ島、大河内、俵沢、玉川、大川、清水両河内）
○単価改定　15万円/月　→　20万円/月

保健福
祉子ど
も　局

○ 病院群輪番制運営費
助成

（４－１－２）

278,796

(260,034)

休日、夜間において重症救急患者の医療（第二次救急医療）を確保す
るため、市内の病院が実施する病院群輪番制運営事業への助成
○単価改定　土曜日　123,000円　→　160,200円
　　　　　　 　　日曜日　148,000円　→　160,200円

保健福
祉子ど
も　局

◎ 救急医療啓発事業

（４－１－２）

1,000

(0)

軽症患者による夜間の救急外来利用の適正化及び初期救急患者の急
病センター、当番診療所、当番病院への受診の徹底を図るための普及
啓発事業の実施

保健福
祉子ど
も　局

◎ 流通食品監視指導事業

（４－４－２）

2,755

(0)

輸入食品等農薬スクリーニング調査
　・加工輸入食品等の安全性の確保及び食の安全・安心に資する
　　ため、市内に流通する輸入食品等について有機リン系農薬の
　　簡易的なスクリーニング調査を定期的に実施
　　（対象）年間100検体

病院局

◎

病院事業会計

医師給与改善

（３条　１－１－１）

252,480

（0）

　
市立病院の医師確保対策の一環として、医師の給与の改善
　・国家公務員給与に準じて初任給調整手当を新設

病院局

◎

病院事業会計

看護学生修学資金貸与
事業

（４条　１－２－１）

24,400

（0）

市立病院における看護師の安定的確保を図るため、将来、市立病
院の看護師をめざす看護学生に対する修学資金の貸与
　・限度額　月30,000円
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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」

局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

生涯学習の推進とまちづくりへの参加

生　 活
文化局

☆ 庁舎建設事業

（２－１－２７）

308,191

(61,600)

蒲原文化センター・交流館の建替えに伴い（仮称）蒲原地区市民セン
ターに蒲原庁舎を併設
（総事業費）356,227千円（平成19～21年度）
（建設場所） 清水区蒲原新田一丁目
（構造等）　　鉄骨造３階建　1,026.53㎡
（施設内容） 清水区蒲原支所、市民生活部蒲原事務所、生涯学習施
　　　　　　　　設、子育て支援センター等
（事業期間） 平成20～21年度　　建設工事
　　　　　　　  平成22年４月供用開始（予定）

生 　活
文化局

☆ 美和地区生涯学習施設
建設事業

（２－２－１２）

66,000

 (262,590)

生涯学習施設･図書館分館・市民ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰの建設
（総事業費）　約247,000千円
（設置場所）  葵区安倍口団地内
（構造等)      鉄骨造２階建　1,670㎡
（事業期間）　平成20～21年度 　 建設工事
　　　　　　　　 平成21年９月供用開始（予定）

生　 活
文化局

☆ 蒲原地区生涯学習交流館
建設事業

（２－２－１２）

886,231

(248,632)

蒲原文化センター・交流館を建て替えて、（仮称）蒲原地区市民センター
を建設
（総事業費）　約1,098,000千円
（建設場所） 清水区蒲原新田一丁目
（構造等）　　鉄骨造３階建　2,488㎡
（施設内容） 生涯学習施設、子育て支援センター、清水区蒲原支所等
（事業期間） 平成20～21年度　　建設工事
             　  平成22年４月供用開始（予定）

生　 活
文化局

☆ 西部生涯学習センター
改築事業

（２－２－１２）

135,209

 (40,266)

西部生涯学習センターの改築
（総事業費）　約652,000千円
（建設場所） 葵区田町三丁目
（構造等）　　鉄筋コンクリート造２階建　　約1,600㎡
（事業期間） 平成20年度　市民ワークショップ、地質調査、実施設計、
                                    田町公園プール解体
                  平成21～22年度　建設工事
                  平成23年４月供用開始（予定）

生　 活
文化局

◎ 東部生涯学習センター
改修事業

（２－２－１２）

5,000

(0)

東部生涯学習センターの耐震補強、大規模改修工事
（総事業費）　約159,000千円
（建設場所） 葵区千代田七丁目
（構造等）　  鉄筋コンクリート造３階建　　2,285㎡
（事業期間） 平成21年度　耐震補強計画策定
                  平成22～23年度　耐震補強、大規模改修実施設計、工事
                  平成24年４月供用開始（予定）

生　 活
文化局

☆ 袖師生涯学習交流館
改築事業

（２－２－１２）

38,249

 (0)

袖師生涯学習交流館の改築
（総事業費）　約289,000千円
（建設場所） 清水区袖師町
（構造等）　  鉄骨造２階建　　約850㎡
（事業期間） 平成20年度 市民ワークショップ
                  平成21年度 地質調査、実施設計、解体工事
                  平成22年度 建設工事
                  平成23年４月供用開始（予定）

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
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局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

生　 活
文化局

◎ 有度生涯学習交流館
改築事業

（２－２－１２）

489

 (0)

有度生涯学習交流館の改築
（総事業費）　約373,000千円
（建設場所）  清水区草薙一里山
（構造等）　   鉄骨造２階建　　約1,150㎡
（事業期間）  平成21年度　市民ワークショップ
                   平成22年度　実施設計、用地測量、地質調査、解体工事
                   平成23年度　建設工事
                   平成24年４月供用開始（予定）

教 　育
委員会

☆ 美和地区図書館建設事業

（１０－６－９）

119,947

(136,800)

図書館分館の建設（生涯学習施設・市民ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰとの複合施設）
（総事業費）　約239,000千円
（建設場所）　葵区安倍口団地地内
（構造等）　　 鉄骨造２階建　1,670㎡（うち図書館　約500㎡）
（事業期間）　平成20～21年度 　 建設工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図書資料・書架等備品購入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年９月　  供用開始（予定）

多彩な文化の継承と独自文化の創造

生　 活
文化局

☆ 第24回国民文化祭実行
委員会負担金

（２－２－３）

108,550

(27,856)

平成21年度に静岡県において開催される「第24回国民文化祭・しずお
か2009」の開催に係る静岡市実行委員会への負担金
（開催日）   平成21年10月24日（土）から11月８日（日）までの16日間
（主催事業） 12事業

生　 活
文化局

☆ 市立美術館建設事業

（２－２－14）

3,210,600

(49,600)

静岡駅前紺屋町地区市街地再開発ビル内（３階）へ美術館を整備
（総事業費）  3,488,000千円
（事業期間） 平成21～22年度  床取得、内装工事
                　平成22年10月開館（予定）

生　 活
文化局

☆ 清水駅東地区文化施設
建設事業

（２－２－１４）

30,900

(56,475)

ＰＦＩ手法により清水文化センターを清水駅東地区に移転新築
（総事業費）　約13,300,000千円(債務負担行為額）
（事業期間）　平成21～38年度
　　　　　　　 　平成21年度PFI事業契約締結
                　 平成21～23年度　ＰＦＩ設計・建設モニタリング等支援
　　             　 （債務負担行為14,000千円・平成22～23年度）
                 　平成24年度開館（予定）

生　 活
文化局

◎ 歴史文化施設調査事業

（１０－６－２）

277

(0)

歴史文化施設建設事業についての基本構想の検討の参考とするため、
先進地の状況を調査

生　 活
文化局

☆ 特別史跡登呂遺跡整備
事業

（１０－６－２）

57,999

(65,276)

特別史跡登呂遺跡の再整備
（総事業費）　約５億円
（事業期間）  平成17～23年度
（平成21年度事業）
　 ・建物復元（住居１棟）
 　・水田跡造成
 　・体験学習地区整備

経済局 大道芸ワールドカップ開催
助成

（７－２－１）

97,200

（97,200）

本市を代表する一大イベント大道芸ワールドカップ（18回目）の実施に対
し助成
（開催期間）　平成2１年10月31日（土）～平成2１年11月３日（祝）
（会　 場）　 　駿府公園、静岡駅前中心市街地
（交付先）　   大道芸ワールドカップ実行委員会
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局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

経済局 しぞーかおでんフェア開催
助成

（７－２－１）

4,500

（4,500）

冬のイベントとして定着した静岡おでんフェスタを継承しつつ、更にし
ぞーかおでんを核としたシティーセールス事業を展開するしぞーかおで
んフェアの実施に対し助成
（開催時期）　平成22年３月上旬（予定）
（会　 場）　　 青葉シンボルロード、中心商店街
（交付先）　    しぞーかおでんフェア実行委員会

教 　育
委員会

☆ 登呂博物館建替事業

（１０－６－１０）

993,100

(456,100)

登呂遺跡の再整備にあわせた登呂博物館の改築及び備品購入
（建設場所）　　駿河区登呂五丁目地内
（構造等）　　 　鉄骨鉄筋コンクリート造２階建　約2,300㎡
（実施期間）　　平成20～21年度　　建設工事、展示工事、備品購入
　　　　　　　　 　平成22年秋　　　　  開館（予定）

次世代を担う人材の育成と環境の整備

教 　育
委員会

☆ 静岡市教育基本計画策定
事業
（１０－１－２）

2,250

(0)

静岡市の教育の更なる振興を図るため、本市の教育全般についてのビ
ジョンを示し、教育振興の具体的施策を総合的、体系的に位置づける
（仮称）静岡市教育振興基本計画を策定
　・(仮称）静岡市教育振興基本計画検討委員会　　５回開催予定

教 　育
委員会

☆ 高等学校基本計画推進
事業

（１０－１－２）

706

(595)

静岡市高等学校基本計画に基づき、主要施策である理数科設置等によ
る新構想の普通高校改革を推進するために理数教育推進委員会を、県
立高等学校との再編整備による商業高校改革等を推進するために新構
想高等学校設置準備委員会をそれぞれ組織し検討
　１　「(仮称）静岡市立高等学校における理数教育推進計画」を策定
　２　「（仮称）清庵地区新構想高等学校基本計画」及び
　　　「(仮称）静岡地区新構想高等学校基本計画」の策定

教 　育
委員会

◎ 教職員住宅改築事業

（１０－１－２）

8,000

(0)

老朽化した梅ケ島教職員住宅の改築
(構造等）　　　鉄筋コンクリート造３階建　16戸　560㎡程度
（事業期間）　平成21年度　設計
　　　　　　　　 平成22年度　既存解体、建設（予定）

教 　育
委員会

○ 学校応援団推進事業

（１０－１－３）

13,833

(4,726)

ボランティアによる地域社会の協力の下、学校を応援し、子どもを見守り
支援する活動体制を整備
　・モデル校13校に設置
　・コーディネーターの配置　ほか
（◎井宮北小、横内小、◎西奈南小、◎賤機南小、◎南藁科小、
  ◎中田小、◎南部小、長田西小、清水有度第一小、◎清水小、
  ◎清水江尻小、◎清水興津小、◎蒲原東小）

教 　育
委員会

○ 静岡熱血教師塾運営事業

（１０－１－３）

3,969

(2,900)

情熱と使命感を持った人材を確保・養成するために教師塾を開講
　平成21年度　　開講（10月）

教 　育
委員会

○ スクールカウンセリング事業

（１０－１－３）

75,957

(78,896)

いじめや不登校、問題行動等、子どもたちの心の問題に対応するスクー
ルカウンセラーの訪問時間を拡大
　児童数が600人未満でも、相談が多く寄せられる小学校に対しては、
派遣時間を増加（週１時間→週２時間）

教 　育
委員会

○ 特別支援教育推進事業

（１０－１－３）

70,783

(64,559)

支援体制を整備、充実
　・特別支援相談窓口の一本化
　・特別支援教育支援員の派遣（77人→81人）
　・幼稚園への特別支援教育支援員の派遣（２人）

11 まちの経営システム



局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

教 　育
委員会

☆ 特別支援教育センター
整備事業

（１０－１－３）

287,250

(100,750)

特別な教育的支援を要する幼児、児童、生徒一人ひとりに応じた相談と
支援を行うため、特別支援教育センターを設置
（設置場所）　　葵区一番町地内（旧一番町小学校）
（事業期間）　　平成20～21年度　　旧一番町小学校校舎改修工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　体育館建設工事
　　　　　　　　　　平成21年10月　　　 開所（予定）

教 　育
委員会

学校図書館教育推進事業

（１０－１－３）

51,858

(51,385)

12学級以上の小・中学校へ学校司書を配置
（配置予定）　小学校59校、中学校23校　計82校

教 　育
委員会

私学振興助成

（１０－１－３）

208,283

(213,793)

学校法人への助成により私立学校教育を振興
（対象）
　幼稚園52園、小学校３校、中学校10校、高等学校13校　計78校（園）

教 　育
委員会

○ 私立幼稚園就園奨励費
助成

（１０－１－３）

616,703

(561,340)

私立幼稚園児保護者に対する市民税額に応じた保育料等の助成

教 　育
委員会

教職員研修事業

（１０－１－４）

7,220

(6,913)

教職員の資質向上のため各種研修を実施し、研修効果を分析・研究
　・初任者研修、10年研修等の法定研修
　・経験年数や職務に応じた能力向上研修
　・今日の教育課題解決のための研修及び課題研究　　など

教 　育
委員会

○ 複式学級への非常勤講師
配置事業

（１０－２－１）

37,433

(29,338)

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
を配置
（配置予定校）
　葵　区　11校21学級、清水区　4校7学級、計15校28学級

教 　育
委員会

○ 遠距離通学費助成

（１０－２－２）
（１０－３－２）

31,390

(25,275)

遠距離通学児童及び生徒の保護者に対する交通費、通学用品費の助
成
中山間地児童の補助対象通学距離を４㎞以上から３㎞以上に拡充

教 　育
委員会

☆ 小中学校校舎等耐震対策
事業

（１０－２－３）
（１０－３－４）

3,508,796

(3,036,200)

東海地震等の被害から児童生徒の命を守ることを目的とした小中学校
の校舎・体育館の耐震化

　・小学校校舎改築
　　（工　事）清水飯田東小（平成20～21年度）
　・小学校体育館改築
　　（工　事）清水三保第一小
　　（解　体）清水有度第二小
　　（設　計）清水有度第二小（平成22年度建設予定）
　・小学校体育館耐震補強
　　（工　事）清水岡小、清水有度第一小、清水小河内小、清水宍原小
　　　　　　　 清水袖師小、清水船越小、蒲原西小
　・中学校校舎改築
　　（工　事）清水飯田中（平成20～21年度）、由比中（平成20～21年度）
　・中学校体育館改築
　　（工　事）清水袖師中
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局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

教 　育
委員会

◎ 小中学校校舎等構造保全
事業

（１０－２－３）
（１０－３－４）

44,500

(0)

東海地震等発災後の早期の教育活動再開と避難所機能の強化を目的
とした校舎の耐震性能強化及び大規模改造の設計

　・小学校校舎構造保全
　　（設　計）安倍口小、賤機北小、服織小
　・中学校校舎構造保全
　　（設　計）南中、豊田中、高松中

教 　育
委員会

◎ 清水岡小学校グラウンド
芝生化事業

（１０－２－３）

3,000

(0)

学習活動の多様性と地域スポーツの活性化のため、グラウンドを芝生化
整備するための設計
　・芝生化面積　6,000㎡程度

教 　育
委員会

☆ （仮称）清庵地区新構想
高等学校整備事業

（１０－４－４）

60,000

(7,000)

（仮称）清庵地区新構想高等学校の建設
　・平成21年度～22年度　基本・実施設計
　　（債務負担行為　120,000千円）
　・平成23年度～24年度　校舎等建設
　・平成25年4月　開校予定

教 　育
委員会

☆ 市立高等学校プール改築
事業

（１０－４－４）

310,000

(40,000)

老朽化したプールの改築
（構造等）　　　鉄筋コンクリート地上式　50m×18m
（事業期間）　 平成20～21年度　　既設解体、建設工事
                　   平成21年9月　　　　使用開始（予定）

教 　育
委員会

○ 放課後子ども教室推進
事業

（１０－６－１）

11,805

(7,526)

学校施設を活用した放課後子ども教室を設置
　・５校に設置
　　（松野小、大河内小、玉川小、◎清水小河内小、◎清水宍原小）

「（仮称）静岡市放課後子どもプラン」の策定

教 　育
委員会

☆ （仮称）清水両河内学校
給食センター建設事業

（１０－７－１１）

541,800

(68,480)

清水区両河内地区の小中学校等に配食する学校給食センターの建設

（建設場所）　　清水区和田島地内
（構造等）　　　 鉄骨造平屋建　約984㎡
（事業期間）　　平成20～21年度　　建設工事、厨房機器購入
　　　　　　　　　 平成22年４月　　　　稼働（予定）

健やかな心と身体をつちかうスポーツ・リクリエーションの推進

生　 活
文化局

☆ 日本平動物園再整備事業

（８－６－１）

1,587,050

(1,055,978)

昭和44年開園の日本平動物園の再整備
（総事業費）  約69億円
（事業期間）  平成19～24年度
（平成21年度事業）
　・猛獣館建設工事（20～21年度）
　・新こども動物園建設工事
　・こども遊園地実施設計
  ・新爬虫類館実施設計
　･散策路広場あずまやトイレ設置工事
　・管理エリア整備（飼育事務所建設工事、バックヤード建設工事）
　・基盤整備（トイレ設置、揚水設備等）
　・ｴﾝﾄﾗﾝｽｿﾞｰﾝ基本設計
　・進入路用地測量
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Ⅲ生活環境「安全・安心・快適に暮らせる自然豊かなまち」

局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

環境低負荷型都市の建設

環境局 ○ 地球温暖化対策推進事業

（４－１－４）

 
15,016

(1,216)

低炭素社会の構築に向け静岡市地球温暖化対策地域推進計画に基づ
く施策の推進
◎１　地球温暖化対策事業助成
　　①　太陽光発電設備設置に対する助成
　　②　エコアクション21取得事業に対する助成
◎２　地球温暖化対策啓発事業　ストップ温暖化！公開討論ｉｎ静岡
　　　 公開討論会や基調講演の実施によるライフスタイルの転換の意識
　　   付け
       省エネシートを用いた温室効果ガス排出削減への行動促進
◎３　二酸化炭素の地産地消モデルの運用事業
　　　 モデルを運用するマネジメント組織構築のための準備調査
◎４　新エネルギー導入計画の策定

環境局 ☆ 一般廃棄物処理基本計画
策定事業

（４－５－１）

17,000

(0)

循環型社会の構築の必要性、人口推計の見直し及び合併による市域の
拡大などの社会情勢の大きな変化を踏まえ、新たな計画を策定
　（現行の基本計画は、平成17年3月策定）

環境局
　
☆ 産業廃棄物処理対策

基本計画策定事業

（４－５－１）

6,300

(0)

合併等による情勢変化を踏まえ、蒲原・由比地区を含めた実態調査を実
施し、新たな計画を策定
　（現行の基本計画は、平成17年３月策定）

環境局 静岡版「もったいない運動」
推進事業

（４－５－１）

1,965

(4,457)

日本古来の言葉、「もったいない」をキーワードに、静岡版「もったいない
運動」を展開し、ごみの減量化、資源化を推進し、循環型社会を構築
  １　レジ袋削減に向けた取組み
  ２　雑紙の重点回収
　３　各種啓発事業
　※平成20年12月末現在　ごみ量5.3％減（平成18年度比）

環境局
　
☆ 西ケ谷清掃工場建設事業

（４－５－１１）

5,940,443

(7,696,207)

清水清掃工場及び西ケ谷清掃工場の老朽化に伴い、現在の西ケ谷清
掃工場隣接地に新清掃工場を建設
（総事業費）　 19,460,600千円
（施設規模）   500ｔ／日（250ｔ／日×２炉）
（炉形式）      シャフト炉型直接溶融炉
（事業期間）  平成18～22年度
　 　　　　　　　平成22年２月　一部稼働開始（予定）

環境局
　
☆ 資源循環センター建設

事業

（４－５－１２）

1,938,380

(598,941)

粗大ごみやペットボトルの資源化及びごみ減量等の啓発を行う資源循
環センターを旧沼上清掃工場跡地に建設
（総事業費）　4,700,000千円
（施設規模）　粗大ごみ資源化施設（100ｔ/5ｈ）、ペットボトル資源化
                   施設（5ｔ/5ｈ）、スラグ資源化施設（55ｔ/5ｈ）、啓発施設
（事業期間）  平成19～22年度
　　　　　　　　 平成23年度　稼動開始（予定）

環境局 ◎ 仮称新西ケ谷清掃工場
運転経費

（４－５－３）

209,400

(0)

新西ケ谷清掃工場稼動に伴う工場運転経費
平成22年２月一部稼動
　(ごみ処理計画)  ごみ焼却量　23,750ｔ

　※静岡市全体ごみ焼却量　275,560ｔ

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
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局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

豊かな水と緑あふれる環境の創出

都市局 日本平公園整備事業

（８－４－１３）

63,000

(16,300)

日本平公園の整備
　・造園基本設計、雤水・汚水等処理調査など
　・民間活力導入調査

都市局 駿府公園再整備事業

（８－４－１３）

58,936

(319,704)

駿府公園再整備（第４工区）事業による坤櫓建設
（計画面積）　2.7ｈａ　　坤櫓延床面積　597㎡
（事業期間）　平成21～25年度
(平成21年度）　坤櫓建設実施設計

都市局 登呂公園再整備事業

（８－４－１３）

92,700

(91,400)

登呂公園の再整備
（計画面積）　1.7ｈａ
（事業期間）　平成17～21年度
（平成21年度）　　園路整備ほか

都市局  あさはた緑地整備事業
 （麻機遊水地第１工区）

（８－４－１３）

20,000

(6,400)

あさはた緑地（麻機遊水地第１工区）の整備
（計画面積）　17.1ｈａ
（事業期間）　平成16～23年度
（平成21年度）　実施設計

都市局 有度山総合公園（第2期）
整備事業

（８－４－１３）

586,344

(422,035)

有度山総合公園（第2期）の整備
（計画面積）　14.8ｈａ
（事業期間）　平成20～23年度
（平成21年度）　用地取得、アクセス道路用地取得

都市局 ◎ 池田山自然公園整備事業

（８－４－１３）

3,000

(0)

池田山自然公園内の動物園展望園地北側の展望場整備の検討
（計画面積）　4.3ｈａ
（事業期間）　平成21～22年度（未定）
（平成21年度）整備手法等の検討

都市局 街区公園等整備事業
（単独）

（８－４－１３）

472,972

(576,309)

街区公園、緑地等の整備
 　（仮称）羽高公園、清見潟公園、（仮称）深崎公園、
　 （仮称）柳町公園、（仮称）小坂公園、安倍川緑地（柳町地先）、
 　小鹿公園、（仮称）興津公園、森下公園、(仮称)押切南第２公園
　 （仮称）町屋原公園

都市局 都市公園バリアフリー化
緊急支援事業

（８－４－１３）

32,600

(36,000)

都市公園内の園路及び広場、駐車場、便所等の主要な公園施設の
バリアフリー化
（計画公園数）　22公園
（事業期間）　平成20～24年度
（平成21年度）　竜南雤坪公園、みずほ公園、大坪公園、小鹿公園

都市局 駿府城天守閣建設可能性
検討事業
（８－４－１３）

6,149

(22,529)

駿府城天守閣建設可能性の検討
 　シンポジウム、建設可能性検討委員会の開催
 　市民意向調査、アイデア募集の実施

都市局 ☆ 浜松モザイカルチャー
世界博2009出展事業
（８－４－１４）

23,300

(3,000)

浜松モザイカルチャー世界博2009への出展に係る負担金
（開催場所）はままつフラワーパーク　浜松市西区舘山寺
（開催期間）　平成21年9月19日～11月23日

上   下
水道局

○ 私道共同下水管設置費
助成

99,937

(65,000)

私道への共同下水道管布設を推進するための助成
　交付制度の拡充により、早期接続を促進
　　　補助率のアップ（市が認める額の90％から100％へ）、要件の緩和
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局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

上   下
水道局

水道建設改良事業 5,374,509

(4,486,890)

静岡清水送水施設整備
 　静岡清水水相互運用　北部ルート　平成26年度供用開始（予定）
　　  送水管詳細設計
　　  送水管布設工事　ほか
○門屋浄水場緩速ろ過施設改修工事（平成20～22年度）
○由比第１浄水場取水・導水施設整備工事

地震・水害などの災害に強いまちづくりの推進

建設局

上   下
水道局

教   育
委員会

浸水対策推進プラン事業 1,679,200

(1,700,000)

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：平成17～21年度）
（河川改修事業）
　　浜川、安東川、牧ヶ谷地区排水路、小坂地区排水路、
　　船越地区排水路、常念川ほか
（下水道事業）
　　雤水管渠布設等
　　　　葵区大岩３丁目地区、駿河区丸子芹が谷地区、
　　　　清水区折戸地区ほか
　　雤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・三丁目2号線、東町豊田線ほか
（公共施設への貯留・浸透施設設置）
　　 設置工事：葵小
　

建設局 特定都市河川浸水被害
対策法関連事業
（８－３－２）

5,400

(15,000)

巴川及び巴川流域において「特定都市河川浸水被害対策法」に基づ
き、県と共同し、浸水対策を実施
（平成21年４月１日より「特定都市河川浸水被害対策法」適用）
  保全調整池指定業務等

建設局 ◎ 治水交流資料館企画・
運営事業

（８－３－３）

11,795

(0)

災害の教訓を後世に伝え、治水事業の啓発を図るための拠点施設であ
る「治水交流資料館」の企画・運営を実施
（平成21年４月開館）
 　イベントの企画、施設の維持管理、広報等

消    防
防災局

◎ 消防救急広域化推進事業

（９－１－１）

1,000

(0)

『静岡県消防救急広域化推進計画』に基づき、中部圏域の(仮称)消防
救急広域化運営協議会の設置及び運営等についての検討

消    防
防災局

消防庁舎建設整備事業

（９－１－３）

91,813

(174,282)

消防庁舎の建設
　１　日本平消防署建設
　  　事務所棟　　鉄骨造２階建
　　  車庫棟 　 　 鉄骨造平屋建
　  　駐輪場 　　　鉄骨平屋建
　　　平成20年度　事務所棟建設工事
　　　平成21年度　車庫棟建設工事
◎２　消防本部・石田消防署庁舎建設
　　　平成21年度　地質調査

消    防
防災局

消防団庁舎施設整備事業

（９－１－３）

16,590

(77,103)

分団本部・支部施設の建設等
　１　建設工事：１箇所
　　　静岡第20分団支部(葵区松富)
　２　地質調査：１箇所
　　　清水第14分団支部（清水区横砂本町）

消    防
防災局

地域防災デジタル無線
導入事業

（９－１－５）

556,675
 

(614,563)

地域防災無線のデジタル化の再整備
　１　平成20年度　無線設備設置工事、中継局鉄塔工事ほか
　２　平成21年度　無線設備設置工事ほか
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局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

消    防
防災局

☆ 中山間地における孤立
対策事業
（９－１－５）

3,000

             (0)

中山間地孤立予想集落における孤立対策用標示シートの整備
　 集落名標示用シート、「けが人」等標示用シートほか

快適でゆとりと信頼ある市民生活の確保

都市局 特定優良賃貸住宅供給
促進事業

（８－５－２）

7,859

(8,231)

中堅所得者層を対象に優良賃貸住宅の供給を促進するため、家賃に対
する助成
　・家賃助成
    管理戸数 ：9物件163戸
　　（予定戸数）49戸

都市局 特定優良賃貸住宅子育て
支援事業

（８－５－２）

13,413

(12,323)

特定優良賃貸住宅に入居する子育て世帯を支援するため、家賃に対す
る助成
  ・家賃助成
　 管理戸数：９物件163戸
   (予定戸数 )32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）
  （事業期間）平成19年度～23年度

都市局 高齢者向け優良賃貸住宅
供給促進事業

（８－５－２）

133,212

(136,420)

高齢者向けの優良賃貸住宅の供給を促進するため、建設費と家賃に対
する助成
　・建設費助成
  　予定戸数 ：2物件42戸
　・家賃助成
    管理開始済戸数 ：5物件111戸
　　管理開始予定戸数：6物件125戸

都市局 安倍口団地リフレッシュ
事業

（８－５－２）

210,758

(57,100)

安倍口団地における多様なニーズに適応した団地に再生するための整
備
（事業期間）　平成14年度～31年度
（平成2１年度）　14号棟片廊下・昇降機設置、
　　　　　　　　　　 第17・39号棟外壁改修ほか

都市局 市営住宅耐震補強事業

（８－５－２）

157,020

(22,000)

市営住宅の耐震補強
　伝馬町新田団地改良住宅第７号棟耐震補強工事

都市局 公営住宅ストック総合改善
事業
（８－５－２）

371,194

(545,784)

老朽化した公営住宅等のストックの有効活用を図るため、設備等の改修
 　清水蜂ヶ谷団地1号棟住戸改善工事、
　 瀬名南団地集会場建築工事ほか

建設局 交通安全施設整備事業
（国県道）

（８－２－４）

858,700

(676,677)

国県道の交通安全施設の整備
　 国道362号（葵区富沢）歩道整備
　 県道平山草薙停車場線（葵区瀬名）歩道整備
　 県道静岡焼津線（駿河区広野、用宗）歩道整備ほか

建設局 交通安全施設整備事業
（市道）

（８－２－４）

858,406

（741,368）

市道の交通安全施設の整備
◎自転車道の整備（清水区辻）
　 丸子新田広野三丁目線歩道整備
　 草薙日本平線（清水区草薙）歩道整備ほか
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Ⅳ産業・経済「地域が育て世界に挑む創造型産業のまち」

局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

都市型産業集積を目指した産業構造の知的高度化

経済局 ○ 「ホビーのまち静岡」推進
事業

（７－１－４）

50,000

(16,500)

１　「ホビーのまち静岡」新イベントの開催
（会　 場） ツインメッセ静岡　全館、静岡駅地下広場ほか
（主　 催） ホビーのまち静岡実行委員会
（内 　容） ・国内のホビーメーカーを一堂に集め、体験型 のイベントを
　　　　　　　開催し、年間通じて「ホビーのまち静岡」をＰＲ
　　　　　   ・首都圏を中心に国内外にむけて情報発信
　　　　　　 ・地場産業とのコラボレーション企画

２　ホビーウィーク2009の開催
（開催日） 平成21年５月14日（木）～17日（日）
（会   場） ツインメッセ静岡　全館　ほか
（主 　催） ホビーのまち静岡実行委員会
（内 　容） ・同時期に開催する「静岡ホビーショー」に合わせて、工場
　　　　　　　見学や工作教室などを実施
　　　　　　 （期間中は各会場をシャトルバスで連結）

経済局 健康・食品産業クラスター
形成事業

（７－１－１）

7,250

（7,000）

都市エリア産学連携促進事業において蓄積又は構築された研究シーズ
や産学連携体制を活用し、本市に集積する食品関連産業を核とした健
康・食品クラスターの形成を促進
（事業内容）
　 １　 フーズ・サイエンスヒルズ構想の推進
○２　地域結集型研究開発プログラムの推進

経済局 コンテンツバレー構想
推進事業助成

（７－１－１）

10,475

（10,500）

コンテンツビジネスの活性化を通じた新産業の創出、既存地域産業の高
度化を図る「しずおかコンテンツバレー構想」を推進する事業に対する補
助
（対象事業）
　クリエーターと地元企業とのビジネスマッチング･コーディネート
　情報発信事業「しずおかコンテンツバレーフェスティバル」開催
（交付先）　ＮＰＯ法人しずおかコンテンツバレー推進コンソーシアム

経済局 循環型社会対応新産業
創出推進事業助成

（７－１－１）

20,850

（25,300）

｢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に対する補助
（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

経済局 企業立地促進助成

（７－１－１）

500,000

（350,000）

企業の進出及び市内企業の定着を促進し、地域の産業の高度化、活性
化及び雇用機会の拡大を図ることを目的に、企業等に対して助成
１　新規雇用、用地取得、設備投資助成
　　製造業、加工等を伴う物流業、情報通信業、研究所などを対象に、
　工場等を新設した場合などに、従業員の新規雇用に要する経費、
　用地取得費、設備投資費の一部を助成
２　建物賃借等助成
　　製造業、情報通信業、コンテンツ制作業、富士山静岡空港関連産
　業等を対象に、建物賃借料等の１／２を助成

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
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局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

経済局 ○ 中小企業支援センター
事業助成

（７－１－１）

45,903

（45,903）

中小企業支援法に基づき、中小企業者等の経営資源の確保などに対す
る支援事業を実施
（事業内容）
 　・支援体制整備事業
 　・窓口相談事業
 　・専門家派遣事業
 　・新連携・地域資源活用企業化プログラム利用支援事業
　 ・中山間地域ビジネス展開支援事業
　 ・中小企業等販路開拓支援事業
○・中小企業外国出願支援事業　　　等

経済局 ◎ クリエーター活動事業
助成

（７－１－１）

2,000

（0）

クリエーターが海外に進出しやすい、又はチャレンジしやすい環境を整
えるための、海外での作品発表や販路拡大活動等に対する支援
（対象事業）
　・クリエーターが海外の展示会、映画祭等に出展する経費の一部補助
　・ＣＣＣ入居クリエーターを海外に派遣するための経費の一部補助

経済局 ○ 新商品等開発事業助成

（７－１－４）

7,400

(4,069)

１　新商品開発等に要する経費に対する助成
（交付先）　製造業を営む中小企業者等
（内　 容）　市内の製造業者等が行う新たな技術・技法を活かした商品
　　　　　　   開発事業等に対しての助成
　　　　　　　　　補助対象事業費の１／２以内　１００万円
２　産業財産権の出願等に要する経費に対する助成
（交付先）　製造業を営む中小企業者等
（内 　容）　市内の製造業者等が自ら開発した技術や商品に係る特許
              　 出願等の経費に対しての助成
　　　　  　 　　補助対象事業費の１／２以内　１５万円
　　　　　　　　 (地域団体商標については２０万円）

経済局 ◎ 伝統工芸品首都圏ＰＲ
事業

（７－１－４）

1,000

(0)

（仮称）静岡市伝統工芸品展示会
　～伝統工芸技術秀士と若手後継者～　の開催
（開催日） 平成21年６月25日（木）～７月７日（火）
（会　 場） 全国伝統的工芸品センター　２階　特別展開催会場
（内　 容） ・本市指定の伝統工芸技術秀士48名と若手後継者の作品の
　　　　　　  展示・紹介
　　　　　　 ・クラフトマンサポート事業修了者の作品発表

環境と調和した農林水産業の高付加価値化

経済局 ○ 静岡地域材活用促進事業
助成

（６－２－２）

45,000

(45,000)

　１　地域材を活用する新築及び増改築住宅を対象に、構造材を提供
　　する事業への助成
　　　（提供材）　　 ヒノキ又はスギ（「静岡地域材」認証の柱材等）
　　　（提供数量）　１戸あたり提供本数　上限100本
◎２　地域材を活用する私立幼稚園などの新築及び増改築を対象に
　　建築用木材を提供する事業への助成
　　　（提供材）　　静岡地域材協議会が認証した地域材
　　　（提供数量）　金額換算で１件当たり上限5,000千円

経済局 農林産物被害対策事業

（６－４－１）

27,000

(23,639)

１　野生鳥獣被害防除事業
  　被害対策用防除資材の購入等に対する助成
　　   個人型・団体型・地域一体型
２　野猿対策犬訓練事業
　　訓練費用に対する助成
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局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

経済局 農山村活性化プロジェクト
助成

（６－４－１）

48,000

(11,500)

中山間地域活性化のため、交流拠点施設整備に対する助成
　・「きらく市」（新築）　葵区水見色　農林産物加工販売所
　　　木造平屋建　175㎡　平成21年度建設、年度内オープン（予定）
　・｢真富士の里」（改築）　葵区平野　農林産物直売所
　　　木造平屋建　186㎡　平成21年度建設、年度内オープン（予定）

経済局 ○ 「お茶のまち静岡」推進
事業

（６－１－３）

6,000

（4,000）

◎１　ＪＲ静岡駅北口駅前地下広場での情報発信
　　　   情報発信施設での呈茶、お茶に関する様々な情報発信を
　　　　支援
◎２　富士山静岡空港でのおもてなし
　　　   国内・海外からの来訪者を静岡市のお茶で四季折々のおもて
　　　　なし
　 ３　ＪＡＰＡＮブランド育成支援
　　　   ヨーロッパ市場における静岡のお茶の販路開拓支援

経済局 ◎ 茶どころ日本一計画推進
事業

（６－１－３）

6,000

（0）

「静岡市めざせ茶どころ日本一条例」に基づき、本市のお茶に関す
る伝統、文化、産業等を守るための事業を推進
　・「静岡市茶どころ日本一計画」策定
　・「静岡市茶どころ日本一委員会」設置
　・「お茶の日」制定
　・茶どころ日本一ｷｬﾗﾊﾞﾝ隊による条例の周知、ＰＲ

経済局 茶文化振興事業

（６－１－３）

13,600

(14,666)

１　静岡市お茶のまち100年構想実践事業
　　　　茶どころ日本一・静岡市の紹介、試飲ほか
２　静岡市お茶のまち100年構想推進事業
　　　　市民組織「（仮称）百年構想くらぶ」の育成、社会実験の実施
３　小学生闘茶キング選手権大会の開催
　　　　静岡市の茶文化を次代へ継承
４　お茶のおいしい入れ方教室の実施
　　　　静岡市産のお茶を使ったおいしい入れ方、食育の推進

経済局 農道等新設改良事業
（単独）

（６－１－５）

397,832

（211,200）

１　新設　農道久能尾向外戸線　ほか
２　改良　農道井上14号線　ほか

経済局 林道事業（公共）

（６－２－３）

208,315

（208,314）

１　開設　 桂山線、高山線、ほか
２　改良　 樫ノ木峠線

経済局 林道事業（単独）

（６－２－３）

306,115

(421,615)

１　開設　 八重枯線、細木線、能又馬込線
２　改良　 諸子沢峯線、東俣線　ほか

経済局 用宗特定漁港整備事業
（公共）

（６－３－４）

235,200

（235,411)

用宗漁港施設の整備
   沖西防波堤築造工事、漁港道路改良工事

経済局 ◎ 由比特定漁港整備事業
（公共）

（６－３－４）

314,100

(0)

由比漁港施設の整備
   南防波堤築造工事、休憩岸壁整備
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局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

地域の魅力を活かした観光・交流産業の高度化

経済局 ○ 中心市街地活性化
基本計画推進事業

（７－１－２）

4,380

（2,280）

静岡・清水中心市街地活性化基本計画の推進
　静岡・清水中心市街地活性化協議会への助成　ほか

経済局 ◎ （仮称）商業都市2050
戦略プロジェクト事業

（７－１－２）

20,000

（0）

社会環境及び経済環境の変化に対応した、総合的な商業振興施策の推
進
　・商業振興基本条例の制定
　・商業集積ガイドラインの策定　ほか

経済局 ☆ 観光戦略策定事業

（７－２－１）

10,000

（0）

観光交流人口の増加を図ることにより、「観光立市」を目指し、時代の潮
流に対応し、将来を見据えた観光戦略を策定
（事業内容）
　 ・コンサルタントに委託し、現状分析、課題抽出、施策展開の検討を
　　 有識者・検討委員と共に行う。
 　・中間案にパブリックコメントによる市民意識を反映させ、最終案を
　　 作成する。

経済局 ☆ 観光案内所整備事業

（７－２－１）

10,000

（0）

ＪＲ静岡駅構内に観光案内所を整備
　コンコース内のより分かりやすい場所（静岡駅北口）に観光案内所を移
設

経済局 ◎ 東海道２峠６宿街道事業

（７－２－１）

500

（0）

由比町との合併による、東海道２峠６宿のつながりが、本市にとって重要
な観光資源となるため、２峠６宿を活かした事業を展開し各宿・各地域の
連携を図り魅力的な街道事業を展開し、市内外からの誘客を図る。
（事業内容）
　・既存の各宿事業（補助事業）の活用と構築
　・各宿場の特色を明確にしＨＰに掲載
　・宿場を結ぶマップ作成等
　・各活動団体（ＮＰＯ／ボランティア）との連携体制の構築

経済局 ☆ コンヤの里テニスコート
休憩施設整備事業

（７－２－３）

35,000

（0）

管理棟及び休憩施設の機能を備えた施設整備
（建設場所）　葵区梅ヶ島（コンヤの里レクリエーション施設）
（構　　　造）　木造平屋建　約90㎡
（供用開始）　平成21年度（予定）

経済局
 

静岡学検定実施事業

（６－１－３）

3,000

（3,000）

静岡学検定の実施
　・お茶や桜えびなどの農林水産物及び関連施設等をテーマに実施
　・既存の農林水産事業を活用した「親子ミニ検定」等の実施
　・H22.1月に本検定を実施予定

国際貿易港・清水港を活かした地域産業の振興

経済局 ☆ 清水港関連記念事業

（７－３－１）

3,403

(0)

１　清水港開港110周年記念事業
　　平成21年（2009年）に清水港開港110周年を迎えるにあたり、
　　静岡県・静岡市及び清水港港湾関係団体で組織する実行
　　委員会により記念事業を実施
　　（開催時期） 　平成21年８月（予定）
　　（会　　　場） 　清水港日の出地区周辺
２　青島港友好港湾提携25周年事業
　　清水港と中国青島港との友好港湾提携25周年記念し、
　　青島港を訪問し、式典行事を実施
　　（開催時期）　 平成21年８月（予定）
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局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

経済局 ○ 「まぐろのまち静岡」推進
事業

（７－３－２）

10,400

（10,000）

清水港マグロまつり2009（第３回）の開催
（目   的） マグロ輸入量日本一を全国に発信
（開催日） 平成21年10月
（会   場） ＪＲ清水駅東口周辺
（内   容） マグロ解体ショー、模擬せり、マイナス60℃体験、
　　　　　　 マグロ体重あてクイズ　ほか
　　　　　　 ※協賛団体による事業とのタイアップを予定

　

経済局 清水港コンテナ航路誘致
事業

（７－３－２）

30,000

（30,000）

清水港への新規外貿定期コンテナ貨物航路等の誘致につなげるため、
清水港港湾関係企業と共同で、航路新設者等に対する助成制度を実施

経済局 清水港港湾整備事業

（７－３－３）

389,510

（360,400）

清水港港湾整備に係る港湾所在市負担金及び「みなと振興交付金」事
業に係る県基幹事業負担金
(事業効果）
　・新興津地区国際海上コンテナターミナル第２バース等の整備により、
    大型コンテナ貨物船の寄航が可能となり、清水港におけるコンテナ
    貨物取扱量の増加が期待でき、経済の発展に直結することによる、
    清水港を活かした地域産業の振興

経済局 清水港客船誘致事業

（７－３－２）

7,902

（4,600）

清水港へ客船等の寄港を誘致するため、静岡県をはじめ関係団体と共
同で、国内外でのポートセールスを含んだ誘致活動を行い、清水港（日
の出地区）での賑わいづくりを実施
（寄港予定）
　・平成21年４月　「クリスタルセレニティ」
　・平成21年６月　「ハンセアティック」
　・平成21年９月　「ブレーメン」
　・平成21年10月 「日本丸」
　・平成21年10月 「海王丸」（予定）
　・平成21年12月 「飛鳥Ⅱ」（予定）
（海外ポートセールス）
　・平成21年５月　「アメリカ（ロサンゼルス、サンタクラリタ、マイアミ）」
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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」

局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

快適で個性のある魅力的な都市空間の創出

都市局 都心地区まちづくり
計画推進検討事業

（８－４－１）

15,000

（20,000）

都心まちづくり計画の実現に向けた具体的な推進施策の検討
　・大規模集客施設の立地規制に関する基本方針の検討
　・モデル地区における事例検討

都市局 都心地区まちづくり
交通計画策定事業

（８－４－１）

75,000

（55,000）

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
　・都市交通ビジョン実現に向けた、公共交通施策、自動車施策、
　  自転車施策など各施策の検討
　・歩行者優先のまちづくりに向けた交通実証実験
　・LRTに関する調査

都市局 高度地区等検討調査
事業
（８－４－１）

7,800

（9,500）

市街地の環境維持及び土地利用の増進を図ることを目的に、建築物の
高さ制限（高度地区の指定）を行うための土地利用計画制度運用指針・
高度地区指定案を作成

都市局 ☆ 市街化調整区域に
おける地区計画適用
の基本方針策定事業

（８－４－１）

4,600

（0）

市街化調整区域という特性に調和した計画的な土地利用の誘導を図る
ため、中山間地域土地利用ガイドラインとも整合を図り、「静岡市市街化
調整区域における地区計画適用の基本方針」を策定

都市局 都市景観推進事業

（８－４－６）

12,293

(14,893)

景観条例に基づく都市景観事業の推進
  ・景観計画重点地区候補地区等調査
  ・重要景観資源現況調査
　・景観アドバイザー制度

都市局 ☆ 静岡市都市復興基本
計画モデル計画策定
調査事業

（８－４－１）

 
 7,600

    (0)

震災後の被災市街地の復興計画を円滑に進めるため、基礎図面の作成
とモデル計画の策定
　・被害状況図等基礎図面の作成
　・モデル地区の選定及びシミュレーションの実施

都市局 大谷小鹿地区まちづくり
計画策定事業

（８－４－１）

8,500

（8,500）

大谷小鹿地区の市街化調整区域の将来の土地利用を含めたまちづくり
の具体計画を策定

都市局 ◎ 中島地区土地区画整理
検討調査事業

（８－４－１）

8,000

(0)

中島地区を市街化区域へ編入するため、土地区画整理事業の検討調査
　・権利調査、概略換地設計ほか

都市局 ☆ （仮称）清水駅西口第二
自転車駐車場整備事業

（２－１－１７）

245,750

(362,516)

清水駅西土地区画整理事業に伴う自転車等駐車場の移転整備
（事業期間）平成21年度
（構造）鉄骨造３階建　収容台数 800台　敷地面積 703.78㎡

都市局 ◎ 静岡呉服町第一地区
市街地再開発事業助成

（８－４－６）

156,000

(0)

静岡呉服町第一地区市街地再開発事業に対する助成
   助成対象  ：基本設計、資金計画作成、現況測量権利調査ほか
　 再開発ビル：平成25年度完成（予定）

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
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局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

都市局 優良建築物等整備事業
助成

（８－４－６）

237,140

(620,260)

優良建築物等の整備事業に対する助成
　 １　真砂町プラザ第１地区優良建築物
　　　　　助成対象：建築工事ほか
　　　　　平成22年度完成（予定）
　 ２　清水銀座４５－１地区優良建築物
　　　　　助成対象：建築工事ほか
　　　　　平成21年度完成（予定）
◎３　鷹匠１－１４地区優良建築物
　　　　　助成対象：建築工事ほか
　　　　　平成23年度完成（予定）
◎４　清水駅西第二地区優良建築物
　　　　　助成対象：実施設計ほか
　　　　　平成23年度完成（予定）

都市局 大谷土地区画整理事業

（８－４－４）

999,906

(1,461,883)

大谷土地区画整理事業の推進
　 街路築造工事、緑地整備、建物等移転補償ほか

都市局 三保羽衣土地区画整理
事業助成

（８－４－５）

478,300

(575,100)

三保羽衣土地区画整理事業に対する助成
　 助成対象：移転移設補償、道路築造工事ほか

都市局 組合土地区画整理事業
助成

（８－４－５）

141,500

(0)

組合施行土地区画整理事業に対する助成
◎１　馬走今泉土地区画整理事業
　　　    助成対象：調整池築造工事、道路築造工事、
　　　　　　　　　　   上下水道整備ほか
◎２　蒲原六千坪土地区画整理事業
　　　    助成対象：事業計画作成、工事設計ほか

都市局 小規模土地区画整理事業
助成

（８－４－５）

60,200

(100,800)

小規模土地区画整理事業に対する助成
　 １　東原土地区画整理事業
　　　　　助成対象：道路築造工事
◎２　東源台土地区画整理事業
　　　　　助成対象：調整池築造工事、道路築造工事、
　　　　　　　　　　　 上下水道整備

都市局 わが家の専門家診断事業

（８－５－３）
　

19,680

(19,909)

専門家を派遣し耐震診断を実施
（予定件数）600件

都市局 住宅・建築物耐震診断、
補強計画策定事業費助成

（８－５－３）

56,650

(53,200)

専門家による精密な耐震診断の実施、補強計画の策定
（予定件数）
　 ・木造住宅の補強計画　390件
　 ・非木造戸建住宅の耐震診断　2件
　 ・建築物(住宅以外)の耐震診断　35件
◎・建築物(特定建築物)の補強計画　2件

都市局 ○ 木造住宅耐震補強工事
事業費助成

（８－５－３）

138,100

(156,000)

木造住宅の耐震補強工事事業費に対する助成
（対象物件）木造住宅（S56年５月以前建築）
（予定件数）280件
　　　　　　　 一般世帯　140件、高齢者・障害者等世帯　140件
※耐震補強工事により、耐震評点0.4未満を1.0以上にする工事の場合
　 15万円を増額する

建設局 電線類地中化事業

（８－２－２）

557,400

(571,840)

電線類地中化事業の実施
　 昭和町鷹匠町一丁目線、本通二丁目紺屋町2号線
　 紺屋町鷹匠町一丁目線、真砂町１号線ほか
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局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等

◎は新規事業、○は拡充事業、☆は臨時的事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

にぎわいと風格のある「まちの顔」づくり

都市局 静岡駅前紺屋町地区
市街地再開発事業

（８－４－６）

1,951,100

(1,183,400)

静岡駅前紺屋町地区市街地再開発事業に対する助成及び公共施設
管理者負担金
 　助成対象：建築工事、建物補償
 　再開発ビル：平成22年3月完成(予定）

都市局 清水駅西第一地区市街地
再開発事業

(８－４－６)

120,150

（143,560)

清水駅西第一地区市街地再開発事業の推進
   事業内容：再開発事業用地買戻し

都市局 ◎ 静岡駅北口周辺整備事業

（８－４－６）

139,200

(0)

交通結節点機能の充実と歩行者の快適性・中心市街地の賑わいを向上
するため、静岡駅北口周辺の整備を実施
　・市道中央幹線舗装・信号改良工事
　・ しずマチ地下広場内装工事
　・ 紺屋町地下道リニューアル検討調査業務

都市局 東静岡駅周辺土地区画
整理事業

(８－４－７)

2,717,549

(3,720,831)

東静岡駅周辺土地区画整理事業の推進
 　街路築造工事、東静岡南北幹線ＪＲ跨線橋工事、建物等移転補償、
 　建物調査ほか

都市局 清水駅西土地区画整理
事業

（８－４－８）

1,100,286

(1,258,573)

清水駅西土地区画整理事業の推進
   街路築造工事、物件等移転補償、公共サイン整備工事ほか

都市局 清水駅北東地区道路
予備設計等策定事業

（８－４－８）

6,000

(0)

清水駅北東地区において想定される幹線道路の予備設計、地区計画の
検討

多彩な交流と活動を支える交通・情報体系の構築

都市局 ＪＲ草薙駅周辺整備事業

（８－４－１０）

24,050

(70,800)

ＪＲ草薙駅周辺の整備
    北口駅前広場用地測量・補償調査、
　　アクセス道路詳細設計・用地測量ほか

都市局 ＪＲ安倍川駅周辺整備事業

（８－４－９）

308,700

(26,000)

ＪＲ安倍川駅周辺の整備
　・駅前広場（みずほ側）用地物件等補償調査・駅前広場（みずほ側）
    建物用地補償
　・駅前広場（鎌田側）用地物件等補償調査　等

都市局 鉄道近代化設備整備費
助成

（８－４－３）

34,116

(52,604)

安全対策、サービス改善等を図るため、設備整備に対する助成
（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(株)

都市局 バス利用促進等総合
対策事業

（８－４－３）

29,665

(32,681)

バス事業者への助成
　・超低床ノンステップバス導入１0両
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局　名      施　策　・　事　業
予  算  額

  (  )内は、前
年度予算額

内　　容　　等
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都市局 ○ バス路線維持対策事業

（８－４－３）

136,832

(54,883)

　 １  駿河区役所バスアクセス改善事業
　  　試験運行期間：平成21年４月～22年３月
　 ２  井川地区自主運行バス事業
◎３  両河内地区自主運行バス事業
　 ４  ゆいバス運行事業

都市局 バス路線維持費助成事業

（８－４－３）

198,103

(200,333)

　 １ 市街地バス路線維持費助成金
 　 　庵原線、西ヶ谷線、小坂線ほか　12路線
   ２ 山間地バス路線維持費助成金
　 　 安倍線・藁科線ほか　３路線
   ３ 過疎地有償運送事業費助成金
　　（補助対象）清沢地区過疎地有償運送事業

都市局 街路整備事業

（８－４－１１）

5,504,987

(5,734,991)

街路の整備
 　静岡駅賤機線、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、
 　塚間羽衣線、辻町北脇線、あさはた線、蒲原駅南北線、
 　一里山長崎線、日出町高松線

建設局 設計管理事業

(８－２－３)

67,827

(56,438)

土木･建築工事に伴う設計管理業務の推進を実施
 　土木・建築の各種システムの機器賃借、保守業務及びVE研修業務等
   の実施
◎CALS／EC推進事業

建設局

道路新設改良事業
（国県道）

(８－２－３)
(８－２－５)

9,141,059

（8,874,388)

国県道の道路新設改良事業の実施
 　国道150号(静岡バイパス、久能拡幅)、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)ほか
   寺尾橋（県道富士由比線）ほか

建設局
道路新設改良事業
　（市道）

(８－２－３)
(８－２－５)
(８－２－６）

3,818,096

（4,502,053)

市道の道路新設改良事業の実施
   静岡下島線、国吉田瀬名線、有永漆山線、羽衣海岸線ほか
   (仮称)小島沢橋(大沢線)、下島橋(浜街道線)、
   出合橋(渋川一丁目能島線)ほか
   （浸水対策推進プラン事業を含む）

建設局 国直轄道路事業負担金

(８－２－３)

4,300,000

（5,000,000)

対象路線：国道１号、国道52号

建設局 新東名静岡SAスマートＩＣ
設置促進事業

(８－２－８)

52,000

（12,000)

新東名静岡SA（仮称）へのスマートＩＣ設置に向けての促進事業
（平成21年度）　アクセス道路やスマートＩＣ取付け道路等関連施設の
  測量･設計･調査･工事及びスマートＩＣ社会実験申請事務

建設局 中部横断自動車道整備
促進事業
　
（８－２－８）

3,789

（9,078)

 
中部横断自動車道整備の促進を図るための事業を実施
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