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　一般会計の補正予算の規模は約２９億３千万円で、前年度と比較すると約１９億円の増額。

　今回の補正予算は、第4次地震被害想定を踏まえた「緊急防災対策」、世界文化遺産登録を受けての

「三保松原の環境整備」、「子育て支援」、「自転車によるまちみがき推進」等の経費約３６億８千万円

を計上。

　また、給与減額に係る特例措置による「人件費（他会計繰出金等を含む）」を約７億５千万円減額。

　特別会計の補正予算の規模は約３２億５千万円で、前年度と比較すると約４億８千万円の増額。主な

内容は、国民健康保険事業会計で繰越金の確定に伴い基金積立金・償還金を計上。

　企業会計の補正予算の規模は約４千万円の減額で、前年度と比較すると約４億８千万円の増額。

主な内容は、病院事業会計における「緊急防災対策」にかかる経費約６千万円を計上。

　また、各事業会計において、給与減額に係る特例措置による「人件費」を減額。

(単位：千円)

平成２５年度
９月補正予算額

平成２４年度
９月補正予算額

増減額 増減率（％）

2,925,095 1,027,120 1,897,975 184.8

3,254,697 2,775,605 479,092 17.3

△ 42,060 △ 521,179 479,119 91.9

6,137,732 3,281,546 2,856,186 87.0

※平成20年度以前は、合併前の各団体の数値を合算したものである。

　特定財源としては、主に防災・安全社会資本整備交付金事業等に伴う国庫支出金や大規模地震

対策等総合支援事業等に伴う県支出金、緊急防災・減災事業等に伴う市債を活用。

　一般財源としては、主に平成２４年度の決算剰余金(繰越金)を財源とした。

平成２５年度９月補正予算(案)のポイント
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９月補正予算額の推移（一般会計）単位：億円

２ 予算(案)の財源

年度
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① 津波対策 388,238 千円

（単位：千円）

金額

1 294,038

2 50,200

3 22,000

4 15,000

5 7,000

　　　　津波避難施設の設置予定地（用宗漁港） 由比漁港南防波堤

用宗漁港海岸防潮堤 浜川水門

津波避難施設整備　１基　新設
・駿河区用宗（用宗漁港内）

津波避難誘導設備設置計画
作成事業
（財源：県補助金1/3）

津波避難誘導設備の設置計画の策定

千円1,132,799

　県の第４次地震被害想定を踏まえ、津波からの人的・物的被害を軽減するため、即時対応可能な避難
施設の整備や海岸、漁港施設の耐力度調査などを実施。

事業名 主な概要

漁港施設機能強化事業
（財源：県補助金1/2）

漁港施設の地震・津波耐力度調査
・用宗漁港
・由比漁港

海岸保全施設整備事業
市管理である用宗漁港海岸の防潮堤の地震・
津波耐力度調査
・駿河区用宗・石部・広野

移譲河川維持管理事業
（財源：県補助金1/3）

浜川の津波遡上対策の計画策定に向けた基本調査
・駿河区高松

津波避難施設整備事業
（財源：市債）

３ 主要事業のポイント

(Ａ) 緊急防災対策
一般会計 1,072,199千円
病院事業会計 60,600千円

津波避難施設

のイメージ
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② 防災対策 671,101 千円

（単位：千円）

金額

1 136,000

2 125,320

3 118,761

4 95,600

5 53,100

6 48,720

7 31,200

8 29,400

9 20,000

10 7,000

11 6,000

　　　　　　　　　防火用貯水槽 　　　　　　　消防ヘリポート（イメージ）

　県の第４次地震被害想定を踏まえ、人的・物的被害を軽減するため、即時対応可能な施設の天井等
落下防止対策や避難地整備などを実施。

事業名

屋内運動場等天井等落下防止
対策事業
（財源：国補助金1/3、市債）

中学校武道場の吊天井撤去改修工事等
・大里中学校（駿河区中野新田）等　４か所

街区公園整備事業
（財源：市債）

公園未整備地域に災害時の避難地となる公園を整備
・（仮称）古庄三丁目公園（葵区古庄）

旧蒲原庁舎敷地広場整備事業
（財源：市債）

旧蒲原庁舎の解体及び避難地となる広場を整備
・清水区蒲原新田

生涯学習交流館運営事業
（財源：市債）

DMAT（災害派遣医療チーム）の発足に伴う使用
資機材・車両の購入経費
・静岡・清水病院

避難路対策検討事業 避難路の現況調査及び対策事業の抽出

避難所等見直し計画作成事業
（財源：県補助金1/3）

避難所や防災拠点等の現状調査・見直し計画の策定

道路啓開検討事業
道路啓開（避難・救援路の確保）に向けた課題への
対応策の検討

主な概要

避難所に指定された中山間地の生涯学習交流館に
非常用自家発電設備を設置
・大川生涯学習交流館（葵区日向）等　３か所

消防ヘリポート整備事業
（財源：市債）

広域活動拠点施設として消防ヘリポートを整備
・葵区与一五丁目地先

【病院事業会計】
地下水濾過システム導入事業

災害時の飲料水確保のための地下水濾過システム
導入工事
・静岡病院

【病院事業会計】
DMAT用資機材整備事業

防火用貯水槽整備事業
（財源：国補助金1/2、
　県補助金1/6、市債）

防火用貯水槽の設置
・興津北公園（清水区興津中町）等　10基
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　　　　　　　　　　吊天井の現状 　　　　　　　　　　天井改修後のイメージ

③ 浸水対策 73,460 千円

（単位：千円）

金額

1 40,000

2 33,460

旧大谷川排水樋管（駿河区中平松） 　　　　　　　　有東木東沢川（葵区有東木）

事業名 主な概要

観山地区排水機場整備事業
（財源：県負担金）

観山地区における浸水被害軽減を図るための観山
西側水路の改修及び排水ポンプ場整備にあわせた
七曲川護岸改修

河川維持管理事業
河川パトロール等により確認された河川施設等の
損傷箇所の修繕
・旧大谷川排水樋管等　11か所

　台風や前線の影響による豪雨からの被害の未然防止のため、水路の改修、排水樋管及び護岸等
の修繕を実施。
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1,159,841 千円

① 三保松原来訪者の対応 1,100,278

（単位：千円）

金額

1 1,035,482

2 18,274

3 24,210

4 8,900

5 7,186

6 4,086

7 2,140

　　　三保松原に訪れる観光客の様子（8月18日） 　　　　　　羽衣公園駐車場の様子（6月30日）

三保地区の自転車走行空間ネットワーク整備計画
の策定

三保松原周辺維持管理事業 既存駐車場の改修及び観光案内標識の表記統一等

三保松原文化的価値の啓発
及び誘客推進事業

　　静岡浅間神社において「羽衣」鑑賞会の実施

富士山世界文化遺産登録にあわせた「るるぶ静岡市
特別編集号」の改訂・増刷

羽衣公園整備事業
（財源：市債）

三保松原を含む羽衣公園の来訪者のための避難地
兼駐車場の整備

「るるぶ静岡市特別編集号」
改訂・増刷事業

主な概要

三保松原ガイダンスブース
設置事業

三保松原の歴史等の解説や三保松原からの富士山
の映像等を紹介するガイダンスブースの設置

　富士山世界文化遺産の構成資産として三保松原が登録されたことにより、観光客受け入れのための
基盤整備や地域活性化事業を実施。

事業名

千円

三保松原回遊性向上事業

・レンタサイクル事業と連動した水上バス「ちゃり三保
　（さんぽ）号」の運航延長
　航路：日の出桟橋～三保海水浴場桟橋
・三保松原の情報を集約した特設ウェブサイトの制作

三保地区自転車走行空間
ネットワーク整備計画事業

(Ｂ) 三保松原の環境整備
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② 三保松原の保全等 59,563

（単位：千円）

金額

1 45,773

2 8,810

3 4,680

4 300

　　　　　　　　予防剤樹幹注入の様子 神の道（清水区三保）

松くい虫防除事業
（財源：県補助金10/10）

松くい虫防除のための予防剤樹幹注入

千円

　松原の適正管理と健全な育成のため、松くい虫防除や松の個体管理調査等を実施。

緊急シロアリ等防除事業
（財源：国補助金1/2）

神の道におけるシロアリ等被害松調査・防除

松の個体管理事業
（財源：国補助金1/2）

防除履歴等や防除計画立案のための
松の個体管理台帳の作成

（仮称）三保松原保全活用
委員会設置

三保松原保全活用マスタープランの作成等にあたり
専門家からの意見を聴取

三保松原から富士山を望む

事業名 主な概要
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152,860 千円

（単位：千円）

金額

1 90,000

2 62,860風しん予防接種費助成

風しん予防接種費の助成
(対象者)
　・妊娠を予定又は希望する女性で抗体価が低い者
　　　補助率：10／10　上限額：10,000円（MRﾜｸﾁﾝ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,000円（単独ﾜｸﾁﾝ）
　・抗体価が低い妊婦の同居家族
　　　補助率：１／２　  上限額： 5,000円（MRﾜｸﾁﾝ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,000円（単独ﾜｸﾁﾝ）

　　　　　　　保育の様子

施設型小規模保育事業整備費
助成
（財源：県補助金２/３）

小規模保育施設の整備費の助成
（交付先） 小規模保育事業の施設を整備する事業者
　　　　　　 市内６か所
　           定員18名×６か所＝定員108名

　待機児童の早期解消を実現するため、「待機児童解消加速化計画」に基づき、０～２歳児を対象とする
小規模保育事業の設置に必要な施設整備費を助成。

　先天性風しん症候群の発生防止対策として、妊娠を予定又は希望する女性等に対して風しん予防接
種費を助成。

事業名 主な概要

(Ｃ) 子育て支援
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27,986 千円（12,986千円再掲）

（単位：千円）

金額

1 15,000

2 8,900

3 4,086

青葉通り駐輪場入口（葵区両替町）水上バス「ちゃり三保（さんぽ）号」

　三保におけるレンタサイクル事業と連動した水上バスの運行及び自転車走行空間ネットワーク
整備計画を策定。

　営業時間の24時間化等青葉通り駐輪場みがきあげ社会実験を実施。

事業名 主な概要

【再掲】
三保松原回遊性向上事業

・レンタサイクル事業と連動した水上バス「ちゃり三保
　（さんぽ）号」の運航延長
　航路：日の出桟橋～三保海水浴場桟橋
・三保松原の情報を集約した特設ウェブサイトの制作

【再掲】
三保地区自転車走行空間
ネットワーク整備計画事業

三保地区の自転車走行空間ネットワーク整備計画
の策定

まちなか自転車環境改善事業
（財源：国補助金１/２）

静岡地区中心市街地における青葉通り駐輪場みがき
あげ社会実験の実施。
・営業時間の24時間化
・自転車メンテナンススポットの設置
・放置自転車台数の調査等

(Ｄ) 自転車によるまちみがき推進
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42,964 千円

（単位：千円）

金額

1 23,000

2 13,274

3 6,690

高齢者見守り活動の様子 地域一体型野生鳥獣被害対策モデル事業の例（葵区桂山）

高齢者地域支え合い体制づくり
助成
（財源：県補助金10/10）

地域が行う高齢者等への支援を目的とする取組や
体制づくりに対する助成
（交付先）　静岡市葵区駿河区新聞販売店組合ほか
（補助率）　10／10
（活動内容）
　・見守り活動の立ち上げ
　・活動拠点、支え合いネットワークの整備

野生鳥獣被害対策事業
（財源：県補助金１/３）

地域一体型野生鳥獣被害対策モデル事業に対する
助成
（交付先及び事業計画）
　・駿河区丸子宗小路部農会
　　大規模防護柵（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ）　600ｍ
　・清水区加瀬沢Ａ工区保全会
　　大規模防護柵（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ及び電気柵）　1,300ｍ
（補助率）　事業費の95％

事業名 主な概要

ＬＥＤ防犯灯設置費助成

既設防犯灯の蛍光灯をＬＥＤに切り替える事業費の
助成
（交付先）　自治会・町内会
（補助率）　対象事業の２／３以内、上限20千円

　地域社会における防犯灯ＬＥＤ化の助成及び行政、地域住民、NPO等との協働により高齢者などを
地域で支え合う活動の立ち上げの支援。

　地域一体での野生鳥獣被害の軽減のため、防護柵を設置する地域の農業団体への助成。

(Ｅ) 地域の安心・安全確保
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1,161,642 千円

（主な事業） （単位：千円）

金額

1 4,677,464

2 △ 3,506,077

3 △ 9,745

国道１５０号（駿河区大谷） 丸子池田線（駿河区大坪町）

　　　　　　　　安倍川駅周辺整備事業の様子（ＪＲ安倍川駅東口）

　防災・安全社会資本整備交付金事業等を増額するとともに、社会資本整備総合交付金事業等を
減額。また、国庫補助認証にあわせて、道整備交付金事業を減額。

道整備交付金事業
（財源：国補助金、県補助金、市債）

・林道整備事業
・道路新設改良事業

事業名 主な概要

防災・安全社会資本整備交付
金事業等の増額
（財源：国補助金、市債）

・安倍川駅周辺整備事業
・道路新設改良事業
・都市計画道路整備事業
・道路舗装整備事業
・交通安全施設整備事業　ほか

社会資本整備総合交付金事業
等の減額
（財源：国補助金、市債）

(Ｆ) 公共事業の認証
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