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文化振興課

1 職員配置

課長(参与兼務) 1人、参事(統括主幹兼務) 1人、参事(室長・日本平動物園

兼務) 1人、統括主幹 1人、副主幹(日本平動物園・区政課兼務) 1人、主査

2人、主査(地域活性化事業推進本部兼務) 2人、主査(日本平動物園・区政課

兼務) 1人、主任主事3人、主事3人、技師(日本平動物園・区政課兼務) 1人、

非常勤嘱託2人

2 分掌事務

( 1 )文化に係る政策の企画及び調査に関すること。

( 2)文化施設の企画及び整備に関すること。

( 3)文化事業の実施に関すること。

(4 )文化団体の育成指導に関すること。

( 5)市民文化活動の促進に関すること。

( 6 )公益財団法人静岡市文化振興財団との連絡調整に関すること。

計 19人

(7)静岡市民文化会館、清水文化会館、静岡音楽館、静岡科学館及び静岡市美術館

の管理に関すること。

(8 )部の庶務に関すること。

3 主要事業

( 1 )各種文化振興事業

①文化振興事業の実施 (予算額 44，390千円)

Hotひといきコンサート、静岡市民文化祭、芸術文化奨励賞交付等

②市民ギャラリーの管理運営 (予算額 5，200千円)

〈平成 24年度利用実績〉・入場者数 111. 295人 ・利用率 82.8% 

③中勘助文学記念館〈小説『銀の匙』を著した作家) (予算額 14，669千円)

-業務概要 管理運営委託、関連資料調査、

顕彰事業(資料調査研究に基づく講演会)、

茅葺屋根葺き替え修繕

④補助金、負担金の交付 (予算額 38， 768千円)

-羽衣まつり ・ふれあい音楽祭 ・市民大音楽祭

・こどもミュージカル ・親子書道展

-第 72期将棋名人戦第0局(家康公顕彰 400年事業)

等の各実行委員会、運営委員会等
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( 2)清水文化会館建設事業 (予算額 55，965千円)

施設整備費割賦分の支払い

(平成24年竣工。 15年割賦(平成 24"-'39年))

( 3)静岡市文化協会事務事業に対する助成事業(予算額 14，048千円)

-静岡市芸術祭(平成25年 10月6日"-'1 1月 10日 1 8団体参加予定)

・協会誌「文化の風j 年 1回 (10，000部)発行等

(4) W静岡市民文化会館』の管理運営事業 (予算額 387，569千円)

-施設概要昭和 53年 11月開館

大ホール定員 1，978人楽屋9室

中ホール定員 1， 184人 楽 屋6室

大会議室:1 小会議室:6 展示室:3 

リハーサル室:1 

有料駐車場収容台数 246台

・指定管理者 静岡市文化振興財団共同事業体

・自主事業 松竹大歌舞伎、エスパルス物語、

静岡コミュニティダンスプロジェクト等

-管理業務利用の受付、案内、使用料徴収、各種保守点検業務等

(5) W清水文化会館』の管理運営事業 (予算額 242，520千円)

-施設概要平成24年 8月開館

大ホール定員 1，513人楽屋10室

小ホール定員 292人楽屋2室

ギャラリー:1 リハーサル室:1 練習室:2 

・指定管理者 清水文化事業サポート(株)

-自主事業清水にぎわい落語まつり、演劇公演、

海外アーテイストによるピアノコンサート等

-管理業務利用の受付、案内、利用料徴収、各種保守点検業務等

(6) W静岡音楽館』の管理運営事業 (予算額 288，577千円)

-施設概要平成7年5月開館

ホール定員 618人

講堂定員300人

リハーサル室:2 控え室:3 楽屋:2 

・指定管理者 (公財)静岡市文化振興財団

-自主事業 コンサートシリーズ、「静岡の名手たちJオーディション、

どこでもAOIコンサート等

-管理業務利用の受付、案内、使用料徴収、各種保守点検業務等
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(7) W静岡科学館』の管理運営事業 (予算額 394，998千円)

-施設概要平成 16年 3月開館

-指定管理者

・自主事業

-管理業務

(静岡駅南口市街地再開発ピル「エスパティオJ内)

8階…常設展示室、実験ルーム・倉IJ作ルーム・マルチルーム・

メディアライブラリー・ミュージアムショップ・

レストコーナー

9階…常設展示室・企画展示室・イベントホール(約 160席)

1 0階…常設展示室、キッズコーナー

(公財)静岡市文化振興財団

サイエンスフェスティパル inる・く・る 2013、

ワークショップ等

装置及び資料の維持・管理・運営、講座・実演会等の実施、

利用料の徴収、利用の案内、広報宣伝等

-そ の他平成25年度は、開館 10周年の目玉として、一部展示物を更新

する(上記予算額の内 40，000千円)

(8) W静岡市美術館』の管理運営事業 〔予算額 305， 764千円)

-施設概要平成22年 5月開館

(静岡駅前紺屋町地区市街地再開発ピル「葵タワーJ内)

展示室時多目的室、ワークショップ室、収蔵庫、会議室

・指定管理者 (公財)静岡市文化振興財団

・展覧会 『レオナール・フジタとパリ 1913-1931J1他4展

※『フジタ展』は、シズオカ×カンヌウィーク 2013に合わ

せ企画したもの

・管理業務 展覧会の開催、美術に関する講演会、施設の案内、

観覧料の徴収、広報宣伝等

4 現在の懸案事項または今後の課題

( 1 )静岡市民文化会館の耐震等老朽化対策に係る市の方向性について
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静岡市民文化会館は、静岡市文化振興ビジョンに掲げる『芸術文化の鑑賞機会

の充実』をより一層推進し、 M 1 CE (マイス)の推進を積極的に図るための本

市文化振興の中心的役割を担ってきた。

平成 24年度の静岡市事務事業評価会議の評価結果を踏まえ、本施設の必要性

を、第 1に、市民の芸術文化の向上を図るという文化振興の観点から、第2に、

中心市街地の賑わいづくりというMICEの推進の観点から、第3に、費用対効

果の観点から、多角的かっ総合的に検証した結果、存続させていくこととした。

しかしながら、本施設は、開館から 34年が経過しており、耐震診断結果では

補強が必要な建物(大・中ホールとも分類11) とされている。また、空調設備・
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舞台設備なども老朽化が進み、大規模な修繕が必要な状況となっている。

したがって、利用者の安心・安全を確保するため、本施設の耐震等老朽化対策

に係る方向性を決定する必要がある。

(4) 



生涯学習推進課

1 職員配置

課長 1人、参事(うち統括主幹兼務) 1人、統括主幹3人、副主幹3人、

主査2人、主任主事4人、主事3人(育児休業 1人含む)、非常勤嘱託8人

2 分掌事務

( 1 )生涯学習の推進に係る企画及び調査に関すること。

( 2)生涯学習推進事業に関すること。

( 3 )生涯学習施設に関すること。

(4 )生涯学習推進審議会に関すること。

( 5)家庭教育学級、高齢者学級及び女性学級の実施に関すること。

(6)生涯学習に係る関係団体、関係機関等との連絡調整に関すること。

3 主要事業

( 1 )指定管理者の生涯学習施設の管理運営事業及び生涯学習推進事業

①施設の管理運営

②市民の自発的な学習活動の機会の提供

③生涯学習に関する講座・講演会の実施

④地域性を活かした事業の実施

⑤まちづくりを推進するための人材育成

-生涯学習センター (予算額 516，323千円)

葵区 (7館)

葵、西部、東部、北部、藁科、西奈、北部美和分館

駿河区 (4館)

南部、長田、大里、駿河

【指定管理者:(公財)静岡市文化振興財団】

-清水区生涯学習交流館 (予算額 531，519千円)

清水区 (20館)

計 25人

辻、江尻、入江、浜田、船越、清水、不二見、駒越、折戸、三保、有度、

飯田、高部、袖師、庵原、興津、小島、両河内、由比、

蒲原(※岡は新館建設中のため閉館中)

【指定管理者:清水区生涯学習交流館運営協議会】

(5) 



( 2)直営施設 (8館)及び清水区岡生涯学習交流館(建設中により閉館中)の管理

運営事業及び生涯学習推進事業(予算額 40， 747千円)

①施設の管理運営

②市民の自発的な学習活動の機会の提供

③生涯学習に関する講座・講演会の実施

④地域性を活かした事業の実施

⑤まちづくりを推進するための人材育成

葵 区 (7館):大河内、梅ケ島、玉川、井川、清沢、大川、田代

駿河区(1館):中吉田

清水区(1館):岡

( 3)生涯学習推進課の生涯学習推進事業 (予算額 3，748千円)

①大学等高等教育機関との連携事業 (H21'"'-') 

ア.市内 5大学(静岡大学・静岡県立大学・東海大学・常葉大学・

静岡英和学院大学)

イ.その他NPO、市民団体等

②事業内容

-市民大学リレー講座「観光と交流J

-公開講座「次世代をめぐるケアを考えるJ'"'-'育児・教育・医療~

・公開講座「子どもと親にやさしい子育て孫育てJ

ほか

③人材養成塾地域デザインカレッジ (H3'"'-')

15名 X2コース (H25.5月'"'-'H26.1月)

(4)生涯学習施設の建設整備・大規模改修

①同盟学習宛強敵華鰐撲 (予報ぬ1ω千円)

清村長持ミ后朝交体離宮と合築で明或24明支より建設中

職 26年5月霜或予定職26伺幡野定

②両可内生涯学習施櫛襲安撲 (予算額 3，930千円)

弔戎25明支用主醐!量、士主蝉括判凪地元住民荊問者との協議制S)

弔戎26明支実掘受章十

明戎27明支建設エ事

③措幽詳菅センタイ十撞到し亥巳事 弔或25年5月着手予定

④藤l生涯学設センタイト堕到虹事 弔初年6月着手予定

⑤西奈生涯学菅センタイ崎投l彦Z事 弔或25年6月着手予定

⑥由上凶主詳習宛強餅堕封皮E事 弔或25年7月着手予定

⑦長田生涯学習センター昇降機封劇麟善平成25年8月着手予定

③浜田生涯学習宛強留軍歌(医E事 弔戎25年6月着手予定

⑨梅ヶ島也監学習宛強官非常用自家発電設備品置エ事弔或25年8月着手予定

(6) 
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( 5)生涯学習推進審議会 (予算額 1，832千円)

① (仮称)新・静岡市生涯学習推進大綱の策定 (H25，26の2カ年)

※対象年次:平成 27年度'"'"'3 6年度 (10年間)

② 現・静岡市生涯学習推進大綱の進捗管理

( 6 )社会教育事業 (予算額20，852千円)

①家庭教育学級(子供の心と親の関わり方・異文化国際理解・読み聞かせと

読書他)

②高齢者学級(歴史講座・消費者問題・健康講座他)

③女性学級(防災講座・環境講座・ DV防止講座他)

※教育委員会からの補助執行事業

4 現在の懸案事項または今後の課題

( 1) (仮称)新・静岡市生涯学習推進大綱の策定

「生涯学習推進大綱」は、市民の生涯学習の推進を目的とし、平成 17年度

に策定された。(対象期間 10年)この計画に続く i(仮称)新・静岡市生涯学

習推進大綱(平成 27年度~平成 36年度)J を策定する。

( 2) 両河内生涯学習交流館の整備基本計画の推進

両河内生涯学習交流館は、建設してから約 50年が経過しており、老朽化や

耐震性能が劣ることから、早期の整備計画が必要である。

平成 25年度においては、地元住民とのワークショップや建設予定地の用地

測量及び土地鑑定評価を実施する。

また、平成 26年度は実施設計、平成 27年度には建設工事を予定している。

( 3)大里生涯学習センター(複合施設)の外壁改修工事 (月の止 F イ

平成 24年度下期に外壁全面打診調査を実施した結果、外壁タイルの改修が必

要であるとの結果を得た。現在、危険箇所には、仮設のひさしゃネット等の防

護対策をとっているが、早期(今年度中)に対応したい。

(7) 



文化財課

1 職員配置

課長 1人、参事(統括主幹兼務) 2人、参事(主幹兼務) 1人、統括主幹 1人、

主幹2人、副主幹(地域活性化事業推進本部兼務)1人、副主幹4人、主査4人、

主任主事(地域活性化事業推進本部兼務) 1人、主任主事3人、非常勤嘱託 7人

2 分掌事務

( 1 )文化財に関すること。

(2) 市の歴史に関すること。

( 3)文化財保護審議会に関すること。

(4)文化財資料館運営委員会に関すること。

( 5)埋蔵文化財センターに関すること。

3 主要事業

( 1 )文化財保護管理事業 (予算額 133，029千円)

合計 27人

市内各所に保存され継承されてきた文化財を、将来にわたり保護・管理す

るとともに、市民共有の財産として、文化財を身近に感じられるよう市民に情

報発信する。

①歴史文化施設建設検討事業

歴史文化施設の建設に向け、観光や産業、教育分野との連携方法や民間活力

を導入した運営手法について検討を行う。

また、平成 24年度までに検討した施設の機能や活動計画と併せて基本計画

原案を作成し、広く市民や企業・団体へ周知を図る。

②久能山東照宮総合調査事業

平成 22年度に国宝に指定された久能山東照宮について、平成 23年度から

27年度まで実施する総合調査を継続する。

これまで東照宮が所蔵する文化財調査や久能山の地質・植生等の調査を行っ

てきたが、 25年度も引き続き実施するとともに、保存管理計画の策定を行う

ために国庫補助金を得て、測量調査を実施する。

③埋蔵文化財・歴史資料の一元収蔵管理

現在、市内の各施設(産女分室、小鹿収蔵庫、三保収蔵庫等)に分散して収

蔵している発掘調査の出土品や民俗資料などを、保存環境の改善や保管の効率

化を図るため、「由比文化財管理センターJ(旧由比町庁舎内)へ移転し、一元

管理を行う。

なお、当センターの一部に資料展示コーナーを設け、歴史学習や学術研究な

どを希望する市民に対して公開を行う。

(9) 



-所在地:清水区由比北田 110-1

-施設:構造規模鉄骨鉄筋コンクリート造3階建て

延床面積 3，218 nfの内 2，131 nf 

④文化財資料館管理運営

静岡浅間神社境内に設置した静岡市文化財資料館の管理運営。

・所在地: 静岡市葵区宮ヶ崎町 102番地

- 開館: 昭和 50年 5月 1日

- 施設: 構造規模鉄筋コンクリート造及び鉄骨造2階建て

延床面積 583 nf 

-主な事業:常設展示及び企画展年2回実施

( 2)文化財整備活用事業 (予算額 160，912千円)

①国指定史跡片山廃寺跡保存整備事業

片山廃寺跡は、古代の寺院跡で、金堂、講堂、僧坊などの建物跡が確認され

国分寺跡と推測されている。

本年度は、指定地内のうち民有地約 480nfを買上げ、公有地化する。

(指定地駿河区大谷字片山:41， 236 nfo (公共用地等(道路、神社など): 

15， 507. 41 nf、民有地:17，315.38 nf、公有地:8，413.21 nf)) 

②国指定史跡小島陣屋跡保存整備事業

小島陣屋跡は、瀧脇松平家4代信治が宝永元年 (1704年)に構えた小島藩の

陣屋跡である。御殿の一部も現存しており陣屋でありながら、城郭に匹敵する

ような石垣がみられ、近世史上貴重な史跡である。

本年度は、小島陣屋跡の指定地内のうち民有地約 8，800nfを買上げ、公有地

化する。また、明治時代になって藩主が移された木更津市に所在する文献資料

調査を行う。

(指定地清水区小島本町:18， 504. 03 nfo (公共用地等(道路など): 

1， 709.12 nf、民有地:16， 794. 91 nf、公有地:0 nf)) 

( 3)文化財発掘調査事業 (予算額 122，090千円)

①埋蔵文化財発掘調査事業

民間開発工事に伴う曲金北遺跡発掘調査(整理作業)を受託し実施する。

また、一丁田遺跡や能島遺跡(清水道路整備課からの委嘱)等の発掘調査や

その他遺跡の試掘調査を実施する。

②埋蔵文化財センター管理運営

市内で発掘された埋蔵文化財について、資料整理作業や保存処理作業を実施

し、適切な保管・管理を進める。また、展示等を通じて埋蔵文化財に対する市

民の関心を高める。

・所在地: 静岡市清水区横砂東町33-2

・開館: 平成 16年 5月

(10) 



-施設: 構造規模鉄筋コンクリート、 2階建て

延床面積 1，806ni 

-主な事業:常設展示及び企画展年4回

(4)文化財保存助成事業 (31件) (予算額 44，104千円)

「臨済寺本堂保存修理事業」や「久能山東照宮美術工芸品等防災施設事業J

等文化財の修復や建物の改修への助成を行う。また、「清沢神楽J等の無形民

俗文化財保存伝承事業並びに文化財保存団体への補助を行う。

4 現在の懸案事項または今後の課題

( 1 )歴史文化施設整備構想の検討

本市には、多くの歴史文化遺産が残されており、順次、資料の収集・整理を

進めている。

これらは、本市をアピールする貴重な資源であるが、市民に公開する場がな

いため、歴史の魅力を発信する歴史文化施設の整備計画を進めているところで

ある。

今後、集客力のある施設内容、効率的かっ効果的な運営方法、民間活力導入

などの検討を加え、本市の歴史観光の中核施設としての整備を具体化していく

必要がある。

(11) 



スポーツ振興課

1 職員配置

課長 1人、担当課長(地域活性化事業推進本部兼務) 1人、参事(統括主幹兼務)

1人、統括主幹3人、副主幹(地域活性化事業推進本部兼務) 1人、副主幹2人、

主査 5人、指導主事 2人、主任主事(地域活性化事業推進本部兼務) 1人、

主任主事8人、主事6人、主任技手 1人、非常勤嘱託6人

計 38人

2 分掌事務

( 1 )スポーツ及びレクリエーションの振興に係る企画及び調査に関すること。

(2) スポーツ及びレクリエーション施設の企画及び整備に関すること。

( 3) スポーツ推進審議会に関すること。

(4) スポーツ及びレクリエーション施設の管理に関すること(有料の公園施設の

うち運動施設を含み、区役所地域総務課の所管に属するものを除く。)。

( 5) スポーツ関係団体との連絡調整に関すること。

( 6 )公益財団法人静岡市体育協会との連絡調整に関すること。

( 7) スポーツ及びレクリエーションの実施に関すること。

(8 )学校体育施設等の利用に関すること。

( 9 )特別支援教育センタ一体育施設の利用に関すること。

(10) スポーツ推進委員に関すること。

(11) スポーツ指導者の養成及び連絡調整に関すること。

(12) スポーツのまちづくりの推進に関すること。

(13) サッカーその他のスポーツのホームタウンの推進に関すること。

(14) コミュニティセンターの管理に関すること。(蒲原支所の所管に属するものを

除く。)。

(15)所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。

(16)所管に係る事務についての蒲原支所との総合調整に関すること。

3 主要事業

( 1 ) 社会体育事業 (予算額 38，638千円)

① 葵・駿河区民総合体育大会

• 7月""-'9月、グラウンドゴルフなどのニュースポーツの部4回

・10月 20日(日)、レクリエーションの部 1回

② 各種スポーツ大会

・野球、バスケット、サッカ一等、 32競技の市民大会の開催

③ ラジオ体操祭
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• 8月3日(土)、第 11回目、 3区で実施予定

④ スポーツ親善交流事業

• 10月 26日(土)、 27日(日)、第 30回目

-佐久市にて、婦人バレーボール、ソフトテニス、少年野球の 3競技で交流

( 2) 学校施設開放事業 (予算額 168，694千円)

① 学校体育施設開放事業

• 132施設(小 87、中 43、高 1、特別支援センター 1)

② 夜間照明施設設置事業

• 117施設(小 78、中 38、特別支援センター 1) 

• H24年 2月補正(繰越)で清水袖師小、清水江尻小の改修工事

• H25当初で清水浜田小、井宮北小の改修工事を予定

( 3) 補助・助成事業 (予算額 85，355千円)

① 市体育協会補助金

交付先:(公財)静岡市体育協会

対象事業:スポーツ普及・振興に関する事業、競技力向上に関する事業等

② 市スポーツ推進委員連絡協議会補助金

交付先:静岡市スポーツ推進委員連絡協議会

対象事業:ニュースポーツ振興のための事業

③ 清水区連合体育会補助金

交付先:静岡市清水区連合体育会

対象事業:区民総合体育大会、 21中学校区体育大会等

④ 各種目別全国大会出場選手補助金

交付先:各種目別団体長、各小中学校、高校長

交付内容:小学生:6，300円/人 中・高・大学生:9，000円/人

⑤ 各種目別大会開催補助金

交付先:大会開催者

対象事業:スポーツ振興に資するアマチュアスポーツ競技大会の開催経費

(大会の規模等は要綱に定めるとおり)

⑥ 葵区及び駿河区地域スポーツ振興事業補助金

交付先:葵区・駿河区の小学校区の自治会連合会

対象事業:各自治会連合会で実施する体育大会等開催経費

⑦ 静岡市高等学校野球大会補助金

交付先:静岡市高等学校野球大会実行委員会

対象事業:野球大会(市内全 17校じよるトーナメント戦)

10月 26日(土) ""' 11月 16日(土)、第 10回大会開催

③ 静岡県市町対抗駅伝競走大会選手強化事業補助金

交付先:静岡市陸上競技協会
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対象事業:代表3チームの選手強化にともなう経費

11月 30日(土)、第 14回大会開催

⑨ 清水マリーンフェスティバル実行委員会補助金

交付先:清水マリーンフェスティパル実行委員会

対象事業:清水マリーンフェスティパル開催経費

7月 14日(日)、清水港日の出埠頭にて開催

レガッタ競争、ヨット体験乗船等

⑩ 地域スポーツクラブ活動補助金

交付先:市内の総合型地域スポーツクラブ (13団体)

対象事業:指導員養成、スポーツ大会の開催等活動にかかる経費

⑪ スポーツ拠点づくり推進事業補助金

交付先:全国少年少女スポーツチャンノ匂選手権大会 in由比実行委員会

対象事業:選手権大会開催経費

3月 22日(土)、 23日(日)

※(ー財)地域活性化センターからの助成対象事業

⑫ フルマラソン実行委員会補助金

交付先:フルマラソン実行委員会

対象事業:徳川家康公顕彰 400年記念事業(平成 27年)の一環として開催

するフルマラソン大会のプレ大会

3月 2日(日)開催予定

(4) スポーツ施設維持管理事業 (予算額 2，123，681千円)

① 指定管理施設

スポーツ教室などの事業と施設の維持管理

【指定管理者:(公財)静岡市まちづくり公社】

ア 清水ナショナルトレーニングセンター

(天然芝サッカ一場2面、人工芝フットサル場2面、体育館、プール、

トレーニング、ジム、宿泊施設、他)

イ 清水日本平運動公園球技場及び庭球場

(天然芝サッカー場1面、人工芝テニスコート 8面)

ウ 清水蛇塚スポーツグラウンド(天然芝サッカ一場2面)

エ 清水庵原球場(野球場、多目的広場)

オふれあい健康増進館

(リバープール、リラクゼーションプール、 トレーニング室、他)

【指定管理者:(公財)静岡市体育協会】

ア 総合運動場(西ケ谷、清水)

(西ヶ谷:陸上競技場、人工芝テニスコート 6面、野球場、

グラウンドゴルフ場8ホール、ターゲットバードゴルフ場9ホール、プール)
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(清水:陸上競技場、体育館、武道場、アーチェリー場、弓道場、プール)

イ 体育館(中央、南部、長田、東部、北部)

(アリーナ、 トレーニング場、武道場、プール(中央)、他)

ウ 清水清見潟公園スポーツセンター

(体育館、プール、 トレーニング室)

【指定管理者:三幸(株)】

ア 有度山総合公園運動施設

(人工芝テニスコート 10面、グラウンドゴルフ場9ホール、

ターゲットバードゴルフ場9ホール)

イ 城北運動場(人工芝テニスコート 6面、多目的運動場、相撲場)

ウ 清水長崎新田スポーツ広場 H25テニスコート全面改修

(ゴムチップテニスコート 3面、多目的運動場)

② 直営管理施設

ア 中島人工芝多目的スポーツグラウンド H25人工芝張替

(人工芝サッカ一場 1面)

イ 清水駅東口クライミング場

ウ スポーツ広場(清水三保貝島ほか)

エ 河川敷スポーツ広場 H25足久保スポーツ広場新設

オテニスコート

(中島 :クレー6面、清水桜が丘 :クレー4面

清水横砂:人工芝6面、清水月見公園:人工芝 2面)

カ 体育館(清水三保、蒲原、由比)

キ野外活動

・梅ケ島キャンプ場・玉川キャンプセンター

-興津川キャンプ適地・自然広場(大川、玉川、大河内)

・東海自然歩道(竜爪山ほか)

・ハイキングコース(安倍大滝ほか)

ク コミュニティセンター(蒲原東部、蒲原西部)

③ その他

ア スポーツ施設予約システム

( 5) 災害復旧事業 (予算額 30，000千円)

( 6) 

① 

ホームタウン推進事業 (予算額 27，766千円)

Jリーグホームタウン推進に関する事業

・巡回スポーツ教室、エスパルスドリーム教室等

② フォッサ・サッカーのまち市民協議会

・サッカー、女子バスケットボール、女子ソフトボール、女子

サッカーの支援

(16) 
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③ 全国少年少女草サッカー大会 8月 10日(土) "-'14日(水)

④ プロ野球地元球団創設構想推進事業

・東京六大学野球オールスターゲーム 8月 31日(二七)

・プロ野球 12球団合同トライアウト 11月 10日(日)

.全日本少年春季軟式野球大会

3月 21日(金)"-'24日(月)

4 現在の懸案事項又は今後の課題

( 1 )清水日本平運動公園球技場の Jリーグクラブライセンス制度への対応について

Jリーグが 2013(平成 25年)シーズンから導入を始めたクラブライセンス制度

の情報収集に基づき、現スタジアムとの整合などを検証した結果により、方向性を

定めていく。

【施設の概要】

平成3年 7月建設(高校総体)

平成 7年 5月改修 (Jリーグ基準に合わせたスタンド等の増改築)

収容人員 20，293人

ベストピッチ賞 6回受賞(平成 20年から 5年連続)

【ネーミングライツ事業】

契約相手株式会社アイエイアイ

契約金額 3， 000万円(年間) (株式会社エスパルスと 50: 50) 

契約期間 5年(平成 25年 3月 1日~平成 30年 2月 28日)

新 愛称 1 A 1スタジアム日本平(略称:アイスタ)
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日本平動物園

1 職員配置

園長(参与兼) 1人、担当課長 l人、参事(室長・文化振興課兼務) 1人、

統括主幹1人、統括副主幹 1人、副主幹 1人、副主幹(文化振興課兼務) 1人、

主査 1人、主査(文化振興課兼務) 1人、主任主事4人、技師7人、技師(文化

振興課兼務) 1人、主任獣医師2人、獣医師 1人、主任指導員 6人、主任飼育員

5人、副主任飼育員 7人、非常勤嘱託8人

2 分掌事務

( 1 )動物園の運営計画に関すること。

( 2)入園者に対する催し物の企画に関すること。

( 3 )動物園運営委員会に関すること。

(4 )一般財団法人静岡市動物園協会との連絡調整に関すること。

(5 )動物舎、展示施設その他の施設の管理に関すること。

( 6 )動物の収集、飼育、繁殖及び展示に関すること。

( 7)動物に関する調査及び研究に関すること。

( 8)動物の健康管理及び診療に関すること。

( 9 )傷病野生鳥獣の保護治療に関すること。

(10)動物についての教育普及活動に関すること。

3 主要事業

( 1 )動物園管理運営 (予算額 435，963千円)

計 50人

①管理業務委託→受託者は一般財団法人静岡市動物園協会。内容は改札、駐車

場、清掃、遊具等の管理・運営

②動物に関する調査及び研究→平成8年度からの継続で 17年目。静大、神戸大、

岐阜大及び兵庫医科大学と共同し希少動物のホルモン研究を行う。

③動物についての教育普及活動。→昭和 46年の開園当初から続くサマースクー

ルや幼児ふれあい教室、幼児動物教室

④ホッキョクグマの繁殖関連事業→今年、交尾行動を 2月に4日間確認

⑤来園者増加に向けた広報事業→観光部局と連携し、東京、名古屋、山梨など

へ出張しPR活動を行う。

⑥フレンド、ンップ協定に基づく協働事業→対象施設でのパンフレットの相互配

置

⑦再生可能エネルギーパーク事業→市民ファンドによる太陽光や風レンズ風車

の設置及び施設を活かしての環境教育
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③(公社)日本動物園水族館協会平成 26年度通常総会及び強化議会の開催事業

→総会の円滑な実施に向け、事前の準備、調整を行う。

( 2)圏内施設整備事業 (予算額20，000千円)

①ローラースライダー修繕

※15，600本のローラーを平成 24年度から 3年かけて交換(7，880本(H24済)、

5，060本(H25)の交換を予定)なお、閉園田に作業するため営業に影響はない。

4 現在の懸案事項または今後の課題

( 1 )渋滞対策について

ゴールデンウィークなどの繁忙期には臨時駐車場の確保とシャトルパスの運行

により渋滞を緩和すべく努めているが、例年慢性的な渋滞が発生し周辺住民に影

l 響を与えている。今後入園者数の増加を図っていくことから、周辺自治会長等で

組織する渋滞対策検討会の議論を踏まえ、更なるソフト面の渋滞対策が必要とな

る。

※平成 25年度第 1回日本平動物園周辺道路渋滞対策検討会を 4/17に開催

( 2) ホッキョクグ、マ繁殖プロジェクト

平成 25年、性成熟の時期(動物医療学的にホッキョクグ、マの性成熟の時期はオ

ス5歳から、メス 4歳から始まる)を迎え、繁殖が期待されている。

今後繁殖が成功し、コグマが生まれた場合、コグマと母親クマのペアとオスク

マを分離して展示する必要(ホッキョクグ、マは繁殖後、オスとメスが単独行動を

取る)があり、展示収容するプールが不足するため、このプール及び放飼場の整

備が課題となっている。

※当園のロッシー(オス)は 5歳、バニラ(メス)は4歳で性成熟期を迎えてい

る。

※レニンググラード動物園からのノウハウの提供を受けるため、 H25.3. 29，......，4. 2 

に園長、飼育員を当動物園に招いた。

( 3)来園者の増加及び満足度の向上について

平成 19年度から 6ヵ年の計画で進めてきた再整備事業により、猛獣館 299やレ

ッサーパンダ、館、ビジターセンタ一等を整備し、この 4月 2日にグランドオープ

ンを迎えた。今後は、この魅力高い新施設を活かし、戦略的MICEを支える交流拠

点としての機能を発揮するため、来園者増加に向けた広報事業や来園者の満足度

向上を図るための質の高いサービスの提供が必要となっている。

※サービスの提供としては、オリジナルの環境教育プログラムの開発や飲食、物

販サービスの質の向上を想定している。

(20) 



ト一 一一一

区役所地域総務課

1 職員配置

( 1 )葵区地域総務課

課長(区参与兼務及び葵区選挙管理委員会事務局長併任) 1人、

区民生活担当課長(葵区選挙管理委員会事務局次長併任) 1人、

参事(うち統括主幹兼務3人、葵区選挙管理委員会事務局併任 1人) 4人、統

括主幹 1人、主幹 1人、副主幹4人、主査 3人、

主任主事(うち葵区選挙管理委員会事務局併任 1人) 5人、主事 1人、

非常勤嘱託(うち葵市税事務所、生涯学習推進課及び葵区戸籍住民課兼務 5人)

1 0人

( 2)駿河区地域総務課

課長(区参与兼務及び駿河区選挙管理委員会事務局長併任) 1人、

参事(うち統括主幹兼務 1人、主幹兼務 1人) 2人

統括主幹2人、主幹(駿河区選挙管理委員会事務局併任) 1人、

計 31人

副主幹2人、主査(うち駿河区選挙管理委員会事務局併任 1人) 4人、

主任主事6人、主事2人、非常勤嘱託 14人

( 3)清水区地域総務課

課長(区参与兼務及び清水区選挙管理委員会事務局長併任) 1人、

防災・防犯担当課長(統括主幹兼務) 1人、

参事(統括主幹兼務) 2人、

統括主幹 1人、主幹(清水区選挙管理委員会事務局併任) 1人、

計 34人

副主幹4人、主査(うち清水区選挙管理委員会事務局併任 1人) 7人、

主任主事3人、主任技師 1人、主事2人、非常勤嘱託 29人

計 52人

2 分掌事務

(44) スポーツ施設の使用許可に関すること。(スポーツ振興課)

(45) コミュニティセンターに関すること(清水区役所に限る。)0 (スポーツ振興課)

(21) 



1 職員配置

支所長 1人、

清水区役所蒲原支所

参事(うち統括主幹兼務 1人、統括主幹、区政課、廃棄物政策課、産業廃棄物対

策課、収集業務課、動物指導センター、観光・シティプロモーション課、中山間

地振興課及び都市計画課兼務、農業委員会事務局併任 1人) 2人、

統括主幹(清水市税事務所兼務) 1人、

主幹2人、

副主幹(うち区政課、廃棄物政策課、産業廃棄物対策課、収集業務課、動物指導

センター、観光・シティプロモーション課、中山間地振興課及び都市計画課兼務

、農業委員会事務局併任 1人、清水市税事務所兼務 1人) 4人、

主査(うち区政課、廃棄物政策課、産業廃棄物対策課、収集業務課、動物指導セ

ンター、観光・シティプロモーション課、中山間地振興課及び都市計画課兼務、

農業委員会事務局併任3人、清水市税事務所兼務 2人) 1 2人、

主任主事(うち清水市税事務所兼務 1人) 3人、

非常勤嘱託(うち区政課、廃棄物政策課、産業廃棄物対策課、収集業務課、動物

指導センター、観光・シティプロモーション課、中山間地振興課及び都市計画課

兼務、農業委員会事務局併任1人) 6人

計 31人

2 分掌事務

(11) スポーツ施設の使用許可に関すること。(スポーツ振興課)

(12) コミュニティセンターの運営に関すること(蒲原支所に限る。) (スポーツ振興

課)
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