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１ 歴史都市

① 400+プロジェクトの推進（駿府城公園エリアの整備等） ②東海道歴史街道（二峠六宿）の推進

成果目標

「歴史・文化を身近に感じることが
できるまち」だと思っている市民の
割合（市民意識調査）

そう思う 64％（H26）

→ 74%（H34）

プロジェクトの目標

家康公、東海道、三保松原など
本市を代表する歴史資源を活かした

交流人口を拡大する
まちづくりの推進

駿府城公園エリアの整備

①本市の歴史的資源の核（ランドマーク）となる場所が不足
②家康公四百年祭で醸成された市民意識や国内外との絆を継続
することが必要
③歴史的名所が市内各所に数多くあるという発信が不十分

現状・課題

対応策

観光交流文化局、企画局、都市局 観光交流文化局、都市局、建設局

平成28年度に取り組む主な事業

現状・課題

対応策

平成28年度に取り組む主な事業

「国内外の人々によく知られている
まち」だと思っている市民の割合
（市民意識調査）

そう思う 37％（H26）

→ 70%（H34）

朝鮮通信使世界記憶遺産登録推進事業

（観光交流文化局） 【6,756千円】

400＋プロジェクトの推進

歴史文化施設建設事業

（観光交流文化局） 【5,000千円】
（企画局） 【15,000千円】

駿府城公園再整備事業
（都市局） 【188,045千円】

駿府城跡天守台発掘調査見える化事業
（観光交流文化局）【16,687千円】

①駿府城公園のランドマーク化の推進
②国内外との絆を更に高める、交流事業の推進
③歴史や文化を守り引き継ぎ、身近に感じられる取組の推進

駿府城公園「桜の名所」づくり事業
（都市局）【22,000千円】

①“街道観光”の核となる観光商品が必要
②国内外の観光客を受け入れる体制の構築が必要
③拠点施設や案内サイン、Wi-Fi環境などの地域基盤が不十分

①旅行会社等の専門的知見を活用した観光商品の造成
②観光客のおもてなしを行う人材の育成や受け皿となる地域住
民の意識の醸成
③拠点施設の改修や宿場町案内サインデザインの制作

東海道歴史街道まち歩き推進事業
（観光交流文化局）

【29,000千円】

蒲原宿場まつり・由比街道まつり・
丸子宿場まつり（観光交流文化局）

【8,430千円】

観光施設整備事業
（観光交流文化局）

【12,400千円】

東海道広重美術館リニューアル事業
（観光交流文化局）

【4,900千円】

平成28年度に取り組む主な事業

【重点プロジェクト】

東海道歴史街道まち歩きの推進
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２ 文化都市

①東静岡・草薙地区の賑わい創出

成果目標

「歴史・文化を身近に感じることが
できるまち」だと思っている市民の
割合（市民意識調査）

そう思う 64％（H26）

→ 74%（H34）

プロジェクトの目標

伝統や食の文化、芸術、スポーツなど
多彩で豊かな地域資源を活かした

人々が訪れたいと憧れを抱く
まちづくりの推進

東静岡「アート＆スポーツ/ヒロバ」
整備事業（企画局）【187,600千円】

①東静岡駅北口の市有地の具体的な利活用策が未決定
②草薙駅地区において、周辺に集積する教育施設や文化施設
との連携が不十分

現状・課題

対応策

企画局、観光交流文化局、経済局、都市局

平成28年度に取り組む主な事業

「スポーツの盛んなまち」だと思っ
ている市民の割合（市民意識調査）

そう思う 71％（H26）

→ 80%（H34）

草薙地区の
賑わいづくりの推進

東静岡地区の
賑わいづくりの推進

②清水港ウォーターフロントの活性化と整備促進

経済局、企画局、観光交流文化局、都市局、建設局

現状・課題

対応策

平成28年度に取り組む主な事業

①回遊性の向上による、「みなと」と「まち」が一体となった清水都心
ウォーターフロントの形成
②中部横断自動車道の開通に伴う、新たな観光文化交流の創造と、
地域経済の活性化

①江尻地区や日の出地区等のさらなる活性化が必要
（上屋の転用、海洋文化拠点の検討、クルーズ客の回遊性向上等）
②各地区間の回遊性が不十分
（ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷの整備、自転車歩行者道の活用、交差点改良等）

海洋文化拠点調査事業
（企画局）【20,000千円】

海洋文化の拠点づくりと
回遊性の向上

中心市街地にぎわい創出事業助成
（経済局）【1,000千円】

清水港マグロまつり開催費助成
（経済局）【6,500千円】

清水中心市街地のにぎわい創出

清水都心WF活性化推進事業
（経済局・都市局）【48,618千円】

清水港客船誘致委員会負担金
（経済局）【31,500千円】

静岡市客船歓迎事業（経済局）【2,124千円】

【重点プロジェクト】

東静岡地区「アート＆スポーツ/ヒロバ」
整備・運営事業（企画局）【180,000千円】

東静岡アートパーク推進事業【再掲】
（観光交流文化局）【10,000千円】

草薙駅周辺整備事業
（都市局）【937,694千円】

草薙駅周辺エリアマネジメント
支援事業（都市局）【3,000千円】

①東静岡駅周辺を「文化・スポーツエリア」の拠点として整備
②草薙駅周辺を「文教エリア」として文化力の集積を進め、
相乗効果による更なる魅力の向上を推進
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【重点プロジェクト】

①首都圏等からの移住・定住の促進

成果目標

「これからも静岡市に住み続けたい」
と思っている市民の割合（市民意識調査）

そう思う 92％（H27）

→ 95%（H34）

プロジェクトの目標

住む人には愛着と誇りが生まれ
訪れる人は憧れを抱き
世界中から多くの人が集まる
まちづくりの推進

おねり振興事業 ３,０００（千円）
桜の名所づくり事業 １０,０００（千円）

現状・課題

対応策

①移住相談の実績にもとづく、効果的な本市の魅力発信や受入対応
②地域企業の情報発信等によるＵターン・地元就職の支援・奨励
③空き家のストックを増加させ、中山間地域への移住を促進

企画局、病院局、経済局、都市局、教育局 観光交流文化局、総務局、経済局、都市局

平成28年度に取り組む主な事業

現状・課題

対応策

平成28年度に取り組む主な事業

「求心力が強く、世界中から人が集まる
まち」だと思っている市民の割合
（市民意識調査）

そう思う 20％（H26）

→ 70%（H34）

都市認知度向上事業

（総務局（観光交流文化局））
【20,244千円】

MICE誘致・開催の推進

オリパラ等世界的イベントの活用 連携による観光客誘致等の推進

静岡地域連携DMO推進事業
（観光交流文化局）【30,000千円】

①海外における静岡市の認知度の低迷
②東京オリンピック・パラリンピック等を捉えた来静機運の向上
③外国人観光客の訪問先として都市間競争力が不十分

①国内外に認知される都市ブランドの確立
②観光資源の魅力の磨き上げ及び情報発信による誘客促進
③来訪者が「再び訪れたくなる」受入環境の構築

①移住希望者の求める情報提供や受入体制の不足
②若者に対し、移住・定住や地元就職の情報やインセンティブ不足
③田舎暮らし希望者を受け入れる空き家の不足

移住支援センター運営事業

（企画局）【17,071千円】

移住促進に向けた支援策の推進

女子学生と女性社員による
ＵＩターン促進交流会

（経済局）【2,000千円】

首都圏等での情報発信

②MICEの推進等による交流人口の拡大

新幹線通学費貸与事業

（企画局）【54,000千円】

３ 中枢都市

戦略的情報発信の推進

日本平公園整備事業
（都市局）【312,500千円】

日中韓三カ国環境大臣会合の開催
（観光交流文化局）【4,500千円】

オリンピック・パラリンピック
合宿等誘致事業

（観光交流文化局）【6,373千円】

地域おこし協力隊配置事業【再掲】
（経済局）【23,982千円】

-
3
-



４ 健康都市

①健康長寿のための静岡型地域包括ケア
システムの構築（「自宅でずっと」プロジェクト）

成果目標

「子育てしやすいまち」だと思う市
民の割合（市民意識調査）

そう思う 53％（H26）

→ 67%（H34）

プロジェクトの目標

子どもから高齢者まで、
一生涯を通じ、住み慣れた地域で

健康的に長生きできる
まちづくりの推進

③健康都市の実現に向けた基盤整備

地域包括ケアシステムの構築

①指定都市における「健康寿命」ランキング第2位
②2025年（平成37年）の本市65歳以上人口の割合は31.8%、3人
に1人が高齢者となる超高齢社会（平成27年3月末 27.8%）
③ライフスタイルの変化に伴い、がん・心疾患などの生活習慣病
が増加

現状・課題

対応策

①保健・医療体制の充実・強化
②超高齢社会を見据えた人材の養成や、市民一人ひとりの生きがい
の創出支援
③ライフステージに合わせた、市民主体の健康づくり事業の推進

保健福祉長寿局（保健福祉局）、市民局、
観光交流文化局、子ども未来局、経済局、都市局

都市局、観光交流文化局、建設局

平成28年度に取り組む主な事業

対応策

平成28年度に取り組む主な事業

現状・課題

歩いて楽しいまち自転車を利用しやすいまち

「障がい者や高齢者にやさしいま
ち」だと思っている市民の割合（市
民意識調査）

そう思う 42％（H27）

→ 70%（H34）

①主要駅の周辺整備により歩行環境が改善したが、中心市街
地の歩行者交通量が回復途上
②安心・安全に自転車利用できる環境が不十分

①地域資源を活かした楽しく快適な移動環境の整備を実施
②ルールとマナ―の啓発や自転車走行空間の整備を実施

交通安全施設整備事業（自転車
走行空間ネットワーク整備事業）
（建設局）【174,700千円】

自転車利用計画推進事業
（都市局）【6,125千円】

でん伝体操

Ｓ型デイサービス

【重点プロジェクト】

小圏域在宅医療推進モデル事業（保健
福祉長寿局（保健福祉局））【736千円】

しぞ～かでん伝体操大交流会
（保健福祉長寿局（保健福祉局））
【1,118千円】

医療・介護・福祉スーパー

バイザー人材配置事業
（保健福祉長寿局（保健福祉局））

【13,000千円】

元気いきいき！ｼﾆｱｻﾎﾟｰﾀｰ事業
（保健福祉長寿局（保健福祉局））

【 85,743 千円】

追手町音羽町線等
にぎわい空間創出事業
（都市局）【10,000千円】

駿府城公園「桜の名所」づくり事業【再掲】
（都市局）【22,000千円】
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５ 防災都市

①災害対応力の強化と危機管理体制の確立 ②浸水・土砂災害対策の拡充等

成果目標

「災害に強く、安心・安全に人が
暮らせるまち」と思っている市民
の割合（市民意識調査）

そう思う 57％（H26）

→ 75％（H34）

プロジェクトの目標

いざという時にも自分の身を守り
互いに助け合うことで

災害に強く、安心・安全に暮らせる
まちづくりの推進

③エネルギー関連産業の立地促進と
再生可能エネルギーの導入・普及促進

おねり振興事業 ３,０００（千円）
桜の名所づくり事業 １０,０００（千円）

①組織間の情報共有による初動体制の確立
②災害時における自助、共助の重要性が高まっている
③老朽化した岸壁、橋りょうなど、対応が必要な公共設備が多く
存在

現状・課題

対応策

①国、県をはじめ他の機関等と連携した応急対策活動の体制整備
②自助・共助の意識高揚を目的とした啓発及び自主防災組織支援
③公共施設等の耐震化を推進

総務局、企画局、経済局、都市局、建設局、
消防局、上下水道局、教育局

総務局、都市局、建設局、上下水道局
企画局、総務局（危機管理総室）、環境局、経済局

平成28年度に取り組む主な事業

現状・課題

対応策

平成28年度に取り組む主な事業

対応策

平成28年度に取り組む主な事業

①県と情報共有し、急傾斜地崩壊対策事業を推進
②浸水対策推進プランに基づく事業の推進
③洪水ハザードマップや啓発チラシなどによる周知徹底

①台風や大雨による土砂災害への対策
②想定を上回る降雨による浸水被害
③浸水被害のおそれのある地区について、情報提供が不十分

①地域住民と協働し、地域のニーズに合った自主電源の確保
②再生可能エネルギーを活用した地域活性化策の検討
③国・県・企業等と連携した水素の初期需要創出に向けた取組

①災害時に、中山間地域への電力供給が途絶える可能性
②再生可能エネルギーの事業化に向けた体制づくりが不十分
③次世代のエネルギーとして期待される水素の活用方法が
実証段階

現状・課題

「防災への取り組み」に満足して
いる市民の割合（市民意識調査）

満足している 39％（H26）

→ 70％（H34）

浸水災害対策

安倍川・富士川
洪水ハザードマップ作成事業
（総務局）【10,300千円】

河川改修・下水道施設整備
（建設局） 【216,300千円】
（上下水道局）【2,145,860千円】

静岡型水素タウン促進事業
（環境局）【101,959千円】

静岡型水素タウン構想
に向けた取り組み

画像提供：静岡トヨタ自動車（株） 画像提供：本田技研工業(株)

地球温暖化対策啓発事業
（環境局）【1,500千円】

【重点プロジェクト】

津波避難施設の整備

津波避難施設整備事業
（総務局）【108,930千円】

漁港施設機能強化事業
（経済局）【202,000千円】

消防力の充実・強化

湾岸消防署庁舎移転建設事業

（消防局）【430,816千円】
消防団員確保対策事業

（消防局）【109,295千円】

土砂災害対策

急傾斜地崩壊対策事業
（建設局） 【68,000千円】

エネルギー関連産業の
立地促進と再生可能エネ
ルギーの導入・普及促進

-
5
-



６ 共生都市

①多様な人々による共生 ②南アルプスユネスコエコパーク・自然との共生

成果目標

「障がい者や高齢者にやさしいま
ち」だと思っている市民の割合（市
民意識調査）

そう思う 42％（H27）

→ 70%（H34）

プロジェクトの目標

あらゆる人々が多様な個性を尊重し
互いに支え合い
自然を愛し、共に暮らす
まちづくりの推進

③まちづくりは人づくり・シチズンシップ

おねり振興事業 ３,０００（千円）
桜の名所づくり事業 １０,０００（千円）

①多文化共生が重要だと思っている市民の割合が65.8％と低い
②市民の幅広い視野と国際感覚の向上
③25～44才女性の就業率が69.4％と低い
④障がいへの差別・偏見があると思う市民の割合が約81%と高い

現状・課題

対応策

①日本人と外国人の住民双方がともに学ぶ多文化共生の理解促進
②姉妹都市などの様々な海外諸都市との国際交流活動の推進
③女性にとって魅力的なまちづくりへの環境整備
④障がいを理解し、支え合う環境づくり

市民局、企画局、観光交流文化局、保健福祉長寿局（保健福祉局）、
子ども未来局、経済局、都市局、建設局、教育局

環境局、企画局、市民局、観光交流文化局、
経済局、都市局、建設局、教育局

市民局、企画局、各区役所、観光交流文化局、環境局、
保健福祉長寿局（保健福祉局）、子ども未来局、経済局、教育局

平成28年度に取り組む主な事業

現状・課題

対応策

平成28年度に取り組む主な事業

対応策

平成28年度に取り組む主な事業

①継続的な環境調査の実施と、豊かな自然環境・生態系の維持
②南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家の利用拡大、南アルプ
スユネスコエコパークに関する教育の推進

③地域団体、企業、行政の連携による地域振興

①高山植物の保護対策、中央新幹線整備事業への対応

②ユネスコエコパークの理念、環境保全意識の向上を図る教育の充実
③地域経済の持続的な発展につなげる地域資源の更なる活用

①誰もが気軽に学び合える環境づくり
②まちづくりの総合的な学び舎「静岡シチズンカレッジ」の設立
③市民活動の交流の場の創出と、参加しやすい環境整備 など

①１年間に生涯学習をした人の割合が全国平均以下
②多様な人材養成事業の連携強化による効率的なまちづくりの推進
③市民活動団体のリーダーや後継者の人材不足、活動資金の不足

現状・課題

「静岡市のために、何か役に立ち
たい」と思っている市民の割合
（市民意識調査）

そう思う 70％（H27）

→ 80%（H34）

人をつくる仕組みの推進

多文化共・国際交流の推進

海外姉妹都市交流事業

（観光交流文化局）【6,136千円】

しずおか女子きらっ☆プロ
ジェクト（市民局ほか）

【20,296千円】

バリアフリーの促進

「静岡シチズンカレッジ こ・こ・に」
推進事業（市民局）【12,000千円】

【重点プロジェクト】

異文化コミュニケーション体験
フェア等（市民局）【1,760千円】

男女共同参画の推進

障がい者就労支援スタッフスキル
アップセミナー事業（保健福祉長寿
局（保健福祉局））【1,750千円】

南アルプスユネスコエコパーク
管理運営計画推進事業
（環境局）【24,100千円】

南アルプス環境調査
（環境局）【37,200千円】

南アルプス周辺登山道整備事業
（経済局）【55,000千円】

里地・里山の機能保全

あさはた緑地（第１工区）整備事業
（都市局）【150,000千円】

南アルプスユネスコエコパーク管理運営計画の推進

人を活かす仕組みの推進

市民協働促進事業「協働パイロット事業」
（市民局）【2,420千円】

-
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＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

① 307,301

○400＋プロジェクトの実施

1 継続 観光交流文化局
歴史文化課
（家康公四百年祭
　事業推進本部）

ソフト
歴史文化振興事業
（徳川みらい学会負担金等） 9,016 ー 17

2 継続 観光交流文化局 文化振興課 ソフト 第42回将棋の日in静岡開催事業負担金 7,000 4 19

3 継続 観光交流文化局 文化振興課 ソフト 駿府家康囲碁まつり開催事業負担金 1,500 4 19

17,516

○駿府城公園エリアの整備の推進　

4 継続
企画局
観光交流文化局

公共資産経営課
歴史文化課

ハード 歴史文化施設建設事業 20,000 1 5,17

5 拡充 都市局 公園整備課 ハード 駿府城公園再整備事業 188,045 2 58

6 新規 観光交流文化局 歴史文化課 ソフト 駿府城跡天守台発掘調査見える化事業 16,687 2 17

7 継続 都市局
公園整備課
緑地政策課

ハード 駿府城公園「桜の名所」づくり事業 22,000 3 57,59

246,732

○その他

8 拡充 都市局 都市計画課 ハード
歩いて楽しいまちづくり推進事業
（追手町音羽町線等にぎわい空間創出事業）【再掲】 10,000 62 53

9 新規 観光交流文化局

歴史文化課
文化財課
（家康公四百年祭
事業推進本部）
（歴史文化課）

ソフト 朝鮮通信使世界記憶遺産登録推進事業 6,756 ー 17

10 継続 観光交流文化局
文化財課
（歴史文化課）

ハード
（重文）神部神社浅間神社本殿ほか12棟建造物保
存修理事業

20,000 ー 18

11 継続 観光交流文化局
文化財課
（歴史文化課）

ソフト 静岡浅間神社廿日会祭の稚児舞調査事業 3,697 ー ー

12 新規 観光交流文化局
文化財課
（歴史文化課）

ソフト 大神楽祭（地域文化の担い手育成事業）【再掲】 2,600 ー 18

43,053

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 260,045

ソフト 47,256

計 307,301

№

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

悠久の歴史を誇りとして活かした風格のあるまちづくりの推進

1-①　静岡浅間神社などとの回遊性の向上を図りつつ、駿府城公園「桜の名所」づくりや、歴史文化施設の整備を進めるとともに、
　　　　駿府城天守閣の再建をめざし、市民の協力を得ながら天守台の整備を推進します。

小計

小計

小計

小計

小計

１　歴史都市

400＋プロジェクトの推進（駿府城公園エリアの整備等）

＜主な事業＞

-7-



＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

② 東海道歴史街道（二峠六宿）の推進 109,573

○東海道歴史街道まち歩き推進事業

1 拡充 観光交流文化局 観光交流課 ソフト 東海道歴史街道まち歩き推進事業 29,000 5 15

2 継続 観光交流文化局 観光交流課 ソフト 東海道２峠６宿街道観光協議会負担金 600 ー ー

3 継続 観光交流文化局 観光交流課 ソフト 蒲原宿場まつり助成 6,635 5 ー

4 継続 観光交流文化局 観光交流課 ソフト 由比街道まつり助成 1,310 5 ー

5 継続 観光交流文化局 観光交流課 ソフト 丸子宿場まつり開催事業助成 485 5 ー

38,030

○その他

7 拡充 観光交流文化局 観光交流課 ハード 東海道広重美術館リニューアル事業 4,900 5 17

8 拡充 観光交流文化局 観光交流課 ハード
観光施設整備事業
（東海道歴史街道分） 12,400 5 17

9 継続 観光交流文化局 観光交流課 ハード
観光トイレ整備事業
（東海道歴史街道分） 47,487 5 17

10 新規 観光交流文化局

歴史文化課
文化財課
（家康公四百年祭
事業推進本部）
（歴史文化課）

ソフト 朝鮮通信使世界記憶遺産登録推進事業【再掲】 6,756 ー 17

71,543

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 64,787

ソフト 44,786

計 109,573

小計

小計

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

＜主な事業＞

1-②　旧東海道の沿線に点在する二峠六宿について、中世より多くの旅人が往来した歴史的景観の保全や、それぞれが持つ
　　　　地域資源のみがきあげによる賑わいの創出など、約40kmにわたる「東海道歴史街道」の整備を推進します。

悠久の歴史を誇りとして活かした風格のあるまちづくりの推進

№

１　歴史都市

-8-



＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

③ 三保松原の保全と活用 790,654

○松原の保全

1 新規 観光交流文化局
文化財課
（観光交流課）

ソフト
三保松原周辺維持管理事業
（羽衣の松管理事業） 2,098 6 17

2 継続 観光交流文化局
文化財課
（歴史文化課）

ハード 三保松原保全ボードウォーク整備事業 62,900 8 18

3 継続 観光交流文化局
文化財課
（歴史文化課）

ソフト 三保松原保全啓発事業 500 6 18

4 継続 観光交流文化局
文化財課
（歴史文化課）

ソフト 三保松原保全活動支援事業 1,275 6 18

5 新規 観光交流文化局
文化財課
（歴史文化課）

ソフト
三保松原保全対策事業
（古木マツ対策・民有林対策）

50,000 6 18

6 継続 観光交流文化局
文化財課
（治山林道課）

ソフト マツ材線虫病防除事業等 77,486 6 18

194,259

○風致景観の保全

7 継続 建設局
道路計画課
清水道路整備課

ハード
防災・安全社会資本整備交付金事業
（（都）清水港三保線） 103,000 ー 64

103,000

○来訪者管理戦略

8 継続 観光交流文化局 観光交流課 ハード
三保松原周辺整備事業
（観光バス専用駐車場整備） 63,550 ー 17

9 継続 観光交流文化局 観光交流課 ハード 観光トイレリフレッシュ事業
（三保地区内三保真崎・三保鎌ヶ崎観光トイレ改修工事）

33,445 ー 17

10 継続 観光交流文化局 観光交流課 ソフト
三保松原周辺維持管理事業
（駐車場の維持管理等） 41,873 ー 17

11 継続 観光交流文化局
ＭＩＣＥ・国際課
（観光交流課）

ソフト 静岡型体験観光推進事業費助成 3,929 ー 15

12 継続 観光交流文化局
文化財課
（歴史文化課）

ハード （仮称）三保松原ビジターセンター建設事業 50,638 7 18

13 拡充 都市局 公園整備課 ハード 羽衣公園整備事業 140,960 9 58

14 継続 建設局
道路計画課
清水道路整備課

ハード 道整備交付金事業（羽衣海岸線） 65,000 95 63

15 継続 建設局 道路保全課 ハード
交通安全施設整備事業
（三保地区自転車走行空間ネットワーク整備事業） 94,000 64 64

493,395

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 613,493

ソフト 177,161

計 790,654

小計

1-③　世界文化遺産「三保松原」に、国内外からの観光客を受け入れ、世界に向け情報発信を行う「（仮称）三保松原ビジター
　　　　センター」整備を進めるとともに、三保半島に点在する地域資源との連携により、そのブランド価値の向上を目指します。

悠久の歴史を誇りとして活かした風格のあるまちづくりの推進

＜主な事業＞

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

№

１　歴史都市

小計

小計
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＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

① 東静岡・草薙地区の賑わい創出 1,135,895

○東静岡地区の賑わいづくりの推進

1 新規 企画局 企画課
ハード
ソフト

東静岡地区「アート＆スポーツ／ヒロバ」整備・運営
事業

180,000 10 4

2 新規 経済局 産業振興課 ソフト 東静岡ホビーパークプロジェクトの推進 5,000 10 42

3 新規 観光交流文化局 文化振興課 ソフト 東静岡アートパーク推進事業【再掲】 10,000 15 19

195,000

○草薙地区の賑わいづくりの推進

4 継続 都市局
清水駅周辺整備
課

ハード 草薙駅周辺整備事業 937,694 11 57

5 継続 都市局
清水駅周辺整備
課

ソフト 草薙駅周辺エリアマネジメント支援事業 3,000 ー 57

6 継続 観光交流文化局 日本平動物園 ソフト 有度山フレンドシップ協定事業 201 ー ー

940,895

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 1,087,694

ソフト 48,201

計 1,135,895

小計

小計

№

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

人々が訪れてみたいと憧れを抱く個性あるまちづくりの推進

2-①　東静岡地区に、静岡県との連携により、新たな賑わいと交流の核となる「文化・スポーツの殿堂」の整備を目指していく
　　　　とともに、草薙地区では、駅周辺の整備などを進め、県立大学などとの立地を活かした文教エリアづくりを進めます。

＜主な事業＞

２　文化都市

-10-



＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

② 清水港ウォーターフロントの活性化と整備促進 430,125

○海洋文化の拠点づくりと「みなと」と「まち」が一体となった回遊性の向上

1 継続 経済局 清水港振興課 ソフト
清水都心ウォーターフロント活性化推進事業
（清水フリトラ市、道の魅力づくり事業、オープンカ
フェ等）

11,181 14 44

2 継続 都市局 都市計画課 ソフト 清水都心ウォーターフロント活性化推進事業
（ウォーターフロント開発マネジメント体制運営支援等 ）

1,937 14 53

3 継続 都市局 交通政策課 ソフト
清水都心ウォーターフロント活性化推進事業
（交通環境改善策意識調査） 1,000 14 55

4 拡充 都市局 都市計画課 ハード
清水都心ウォーターフロント活性化推進事業
（清水港線跡自歩道沿道ポケットパーク設計・整備 ）

30,000 14 53

5 継続 都市局 都市計画課 ソフト
清水都心ウォーターフロント活性化推進事業
（清水港線跡自歩道北側交差点概略設計 ） 2,500 14 53

6 新規 都市局 都市計画課 ソフト
清水都心ウォーターフロント活性化推進事業
（都市デザイン検討 ）

2,000 14 53

7 拡充 企画局 企画課 ソフト 海洋文化拠点調査事業 20,000 12 4

8 拡充 経済局 清水港振興課 ソフト
日の出センター及び６号上屋活用方法検討調査事
業

4,000 14 44

9 継続 経済局 清水港振興課 ソフト 日の出埠頭岸壁一部開放事業 2,200 14 44

10 拡充 経済局 清水港振興課 ソフト 清水港客船誘致委員会負担金 31,500 13 45

11 新規 経済局 清水港振興課 ソフト 静岡市客船歓迎事業 2,124 13 44

12 継続 経済局 清水港振興課 ソフト
清水港にぎわい創出事業助成
（フラワーフェスタ・興津フェア） 2,220 ー 44

110,662

○清水中心市街地の賑わいの創出

13 継続 経済局 商業労政課 ソフト
中心市街地にぎわい創出事業助成
（富士山コスプレ世界大会） 1,000 ー 44

14 継続 経済局 清水港振興課 ソフト 清水港マグロまつり開催費助成 6,500 ー 45

7,500

○その他

15 継続 経済局 清水港振興課 ハード 清水港海づり公園代替施設再整備事業 3,000 ー 44

16 継続 経済局 清水港振興課 ハード 清水港港湾整備事業費負担金 306,409 ー 45

17 拡充 経済局 清水港振興課 ソフト 清水港・みなと色彩計画推進協議会負担金 1,556 ー 44

小計

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

＜主な事業＞

小計

人々が訪れてみたいと憧れを抱く個性あるまちづくりの推進

2-②　清水港周辺地区に産学官の連携による海洋文化の拠点づくりや、新たな公共交通の導入の検討を進めるとともに、
　　　　ウォーターフロントの賑わい創出のため、客船誘致やマリンパークへの遊歩道整備・活用など回遊性の向上を図ります。

№

２　文化都市
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区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

№

18 継続 経済局 清水港振興課 ソフト 駿河湾海上交通活性化協議会負担金 998 ー 45

311,963

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 339,409

ソフト 90,716

計 430,125

小計

-12-



＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

③ 「創造都市」の推進とオクシズ・しずまえの振興 731,464

○「創造都市」の推進（まちは劇場プロジェクトの推進）

1 新規 企画局 企画課
ハード
ソフト

東静岡地区「アート＆スポーツ／ヒロバ」整備・運営
事業【再掲】 180,000 10 4

2 新規 観光交流文化局 文化振興課 ソフト 東静岡アートパーク推進事業 10,000 15 19

3 新規 観光交流文化局 文化振興課 ソフト パフォーミングアーツ事業 10,000 15 19

4 新規 観光交流文化局 文化振興課 ソフト オーケストラ事業 30,770 15 19

5 新規 経済局 産業振興課 ソフト 東静岡ホビーパークプロジェクトの推進【再掲】 5,000 10 42

6 新規 経済局 産業政策課 ソフト
文化・クリエイティブ産業振興センター管理運営事業
【再掲】 81,868 16 41

317,638

○「オクシズ」地域おこし条例に基づく地域活性化

7 継続 経済局 中山間地振興課 ハード 南アルプス周辺登山道整備事業【再掲】 55,000 86 52

8 継続 経済局 中山間地振興課 ハード
農山村振興施設管理事業
（おもてなし環境整備） 98,500 21 51

9 拡充 経済局 中山間地振興課 ソフト 地域おこし協力隊配置事業 23,982 18 52

10 拡充 経済局 中山間地振興課 ソフト オクシズプロモーション事業 7,000 ー 51

11 継続 経済局 中山間地振興課 ソフト オクシズスポーツツーリズム促進事業費助成 3,500 ー 51

12 継続 経済局 中山間地振興課 ソフト オクシズ在来作物活用事業 5,000 ー 52

13 継続 観光交流文化局 スポーツ振興課 ハード 安倍の大滝遊歩道整備事業【再掲】 40,000 ー 20

14 新規 経済局 農業政策課 ソフト わさびの産地育成事業費助成 20,400 22 47

253,382

○「しずまえ」鮮魚の普及・振興

15 継続 経済局 水産漁港課 ソフト しずまえ鮮魚普及事業 7,330 19 49

16 新規 経済局 水産漁港課 ソフト 藻場育成環境調査事業 3,000 23 49

10,330

○茶どころ日本一計画の推進

17 継続 経済局 農業政策課 ソフト 「お茶のまち静岡」推進事業 5,235 20 46

小計

小計

小計

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

２　文化都市 人々が訪れてみたいと憧れを抱く個性あるまちづくりの推進

2-③　地域資源の宝庫である中山間地域（オクシズ）や、駿河湾沿岸地域（しずまえ）が有する山の幸、海の幸などの食文化、
　　　　神楽や芸妓などの伝統文化、さらには大道芸Ｗ杯などの創造性豊かな静岡文化を進化させます。

＜主な事業＞

№
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区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

№

18 継続 経済局 農業政策課 ソフト 「（仮称）お茶の聖地」推進事業 2,300 20 46

19 継続 経済局 農業政策課 ソフト 茶園地再編対策事業費助成 14,000 20 46

20 継続 経済局 産業政策課 ソフト 静岡お茶漬けプロジェクト推進事業【再掲】 3,050 ー 40

24,585

○その他

21 継続 観光交流文化局
観光交流課
（シティプロモー
ション課）

ソフト 「シズカン」プロジェクト推進事業 8,414 ー 15

22 継続 観光交流文化局
観光交流課
（シティプロモー
ション課）

ソフト 大道芸ワールドカップ開催費助成 102,180 17 16

23 継続 観光交流文化局
ＭＩＣＥ・国際課
（観光交流課）

ソフト 地域資源（伝統芸能芸妓）ブランディング推進事業 2,000 ー ー

24 継続 観光交流文化局
ＭＩＣＥ・国際課
（観光交流課）

ソフト 伝統芸能振興事業費助成 5,000 ー ー

25 継続 観光交流文化局
文化財課
（歴史文化課）

ソフト 無形民俗文化財保存伝承事業 2,085 ー ー

26 継続 観光交流文化局
文化財課
（歴史文化課）

ソフト
大神楽祭・雑穀文化の担い手育成【再掲】
（地域文化の担い手育成事業） 2,850 ー 18

27 新規 経済局 中山間地振興課 ソフト 森林認証促進事業 3,000 24 52

125,529

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 343,500

ソフト 387,964

計 731,464

小計

小計
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＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

① 首都圏等からの移住・定住の促進 230,381

○首都圏等での情報発信

1 拡充 企画局 企画課 ソフト 移住支援センター運営事業 17,040 28 4

2 拡充 企画局 企画課 ソフト 移住希望者向け情報発信事業 7,099 28 4

3 拡充 企画局 企画課 ソフト
移住促進推進事業（市内高校同窓会による就職支
援誌広告掲載事業ほか） 4,938 27 4

4 継続 経済局 商業労政課 ソフト 首都圏からのインターンシップ促進事業 1,800 29 43

5 継続 経済局 商業労政課 ソフト
リクルート・カフェ
（首都圏開催） 2,000 29 43

6 新規 経済局 商業労政課 ソフト 女子学生と女性社員によるＵＩターン促進交流会 2,000 29 43

7 新規 経済局 商業労政課 ソフト 保護者向け地域企業説明会 1,500 29 43

8 新規 経済局 商業労政課 ソフト 就活よろずサポーター事業 5,000 29 43

41,377

○移住促進に向けた支援策の推進

9 継続 経済局 中山間地振興課 ソフト 中山間地移住促進事業 10,716 ー 50

10 拡充 経済局 中山間地振興課 ソフト 地域おこし協力隊配置事業【再掲】 23,982 18 52

11 継続 教育局 学事課 ソフト 奨学金貸付事業 50,196 30 70

12 新規 企画局 企画課 ソフト 新幹線通学費貸与事業 54,000 25 4

138,894

○その他

13 新規 企画局 企画課 ソフト 高等教育のあり方検討推進事業 3,780 26 4

14 継続 経済局 農業政策課 ソフト アグリチャレンジパーク蒲原管理運営事業 4,130 ー 47

15 継続 病院局
清水病院
病院総務課

ソフト 清水病院医学生修学資金貸与事業 34,500 31 100

16 新規 都市局 住宅政策課 ソフト 空き家バンク構築・活用事業 7,700 32 61

50,110
※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 0

ソフト 230,381

計 230,381

小計

小計

３　中枢都市

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

小計

3-①　首都圏等からの移住・定住の促進を目指し、雇用・就労の場や住宅の確保、教育・子育て、医療・介護などの充実を図り、
　　　　「静岡暮らし」 の魅力の向上と情報発信を積極的に進めることで、定住人口の増加を目指します。

世界中から多くの人が集まる求心力の高いまちづくりの推進

№

＜主な事業＞
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＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

② MICEの推進等による交流人口の拡大 761,455

○戦略的な情報の発信

1 継続
総務局
（観光交流文化局）

広報課
（シティプロモー
ション課）

ソフト 都市認知度向上事業 20,244 37 1

20,244

○ＭＩＣＥ誘致・開催の推進

2 継続 都市局 公園整備課 ハード 日本平公園整備事業 312,500 38 58

3 継続 観光交流文化局
ＭＩＣＥ・国際課
（観光交流課）

ソフト MICE誘致キーパーソン訪問・招請事業 1,230 33 15

4 新規 観光交流文化局
ＭＩＣＥ・国際課
（観光交流課）

ソフト 日中韓三カ国環境大臣会合 4,500 33 15

318,230

○オリパラ等世界的イベントの活用

5 新規 観光交流文化局 スポーツ振興課 ソフト ラグビーワールドカップ合宿等誘致事業 5,139 ー 19

6 継続 観光交流文化局 スポーツ振興課 ソフト 東京オリンピック・パラリンピック合宿等誘致事業 6,373 34 19

7 継続 経済局 産業振興課 ソフト
東京オリンピック・パラリンピックメダルケース等提案
事業 2,072 ー 42

8 継続 観光交流文化局 スポーツ振興課 ハード 清水庵原球場第２期整備事業 182,300 ー 20

195,884

○多角的な連携による観光客誘致等の推進

9 新規 観光交流文化局 観光交流課 ソフト 静岡地域連携DMO推進事業 30,000 35 16

10 新規 観光交流文化局
ＭＩＣＥ・国際課
（観光交流課）

ソフト 官民連携インバウンド誘致推進事業 15,247 36 15

11 継続 観光交流文化局 日本平動物園 ソフト 有度山フレンドシップ協定事業【再掲】 201 ー ー

45,448

○その他

12 継続 経済局 商業労政課 ソフト
中心市街地活性化事業費助成
（外国人向けマチナカお買い物マップ作成・配布） 4,000 ー 44

13 新規
総務局
（観光交流文化局）

広報課
（シティプロモー
ション課）

ソフト 映画撮影ロケ等誘致のための助成 10,000 39 2

14 新規 財政局 財政課 ソフト ふるさと寄附金受入推進事業 167,649 40 6

181,649
※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 494,800

ソフト 266,655

計 761,455

小計

小計

小計

小計

３　中枢都市

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

小計

世界中から多くの人が集まる求心力の高いまちづくりの推進

3-②　2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を好機ととらえ、合宿誘致はもとより、国際会議や全国大会の誘致など
　　　　MICEを推進するとともに、県中部地域市町の連携により広域観光を推進するなど、交流人口の拡大に努めます。

№

＜主な事業＞
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＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

③ 戦略産業への支援・育成 6,915,023

○戦略産業への集中的な支援・育成

1 継続 経済局 産業政策課 ソフト
冷熱利用意向調査事業
（エネルギー関連産業立地促進事業）

2,500 ー 41

2 新規 環境局 環境創造課
ハード
ソフト

静岡型水素タウン促進事業【再掲】 101,959 82 21

3 継続 経済局 清水港振興課 ソフト 清水港コンテナ航路誘致事業負担金 50,000 ー 45

4 拡充 経済局 産業振興課 ソフト
戦略産業推進事業
（ロジスティクス産業立地推進事業） 1,451 ー 41

5 新規 経済局 産業振興課 ソフト
企業立地促進事業費助成
（民間団地開発支援） 28,000 41 42

6 継続 経済局 産業政策課 ソフト 健康・食品産業クラスター形成事業 7,000 ー 41

7 継続 経済局 産業政策課 ソフト 中小企業海外展開支援事業 2,416 ー 40

8 継続 経済局 産業政策課 ソフト 食品・ヘルスケア産業推進事業 680 ー 41

9 継続 経済局 産業政策課 ソフト 静岡お茶漬けプロジェクト推進事業 3,050 ー 40

10 継続 経済局 商業労政課 ソフト
中心市街地活性化事業費助成
（外国人向けマチナカお買い物マップ作成・配布）【再
掲】

4,000 ー 44

11 拡充 経済局 産業振興課 ソフト
戦略産業推進事業
（ホビー産業育成支援事業） 4,473 ー 41

12 新規 経済局 産業振興課 ソフト 東静岡ホビーパークプロジェクトの推進 5,000 10 42

13 継続 経済局 産業振興課 ソフト ホビーのまち静岡推進事業 68,955 ー 42

14 継続 経済局 産業振興課 ソフト ホビーショー開催費助成 11,000 ー 42

15 継続 経済局 農業政策課 ソフト 「（仮称）お茶の聖地」推進事業【再掲】 2,300 20 46

16 新規 経済局 産業政策課 ソフト 文化・クリエイティブ産業振興センター管理運営事業 81,868 16 41

17 継続 経済局 産業政策課 ソフト 世界にはばたくクリエーター支援事業費助成 1,500 ー 41

376,152

○地域を支える企業への支援

18 継続 経済局 産業政策課 ソフト
戦略産業推進事業
（戦略産業振興プラットフォーム）

2,920 ー 40

19 継続 経済局 産業振興課 ソフト 新商品等開発事業費助成 6,150 ー 43

20 継続 経済局 産業振興課 ソフト 大規模展示会出展等支援事業費助成 13,900 ー 43

３　中枢都市

小計

世界中から多くの人が集まる求心力の高いまちづくりの推進

3-③　社会経済の変化に対応すべく、本市の強みを活かした戦略産業を選び、集中的に支援・育成するとともに、個々の企業の
　　　　ニーズに合わせたきめ細かな支援と人材育成を行うことにより、地域経済の活性化と雇用の拡大を推進します。

№

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

＜主な事業＞
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区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

№

21 継続 経済局 産業政策課 ソフト 包括連携協定に基づく大学シーズ等活用事業 500 ー 40

22 継続 経済局 産業政策課 ソフト ＣＳＲ活動表彰事業 1,371 ー 40

23 新規 経済局 商業労政課 ソフト 保護者向け地域企業説明会【再掲】 1,500 29 43

24 新規 経済局 商業労政課 ソフト
女子学生と女性社員によるＵＩターン促進交流会【再
掲】 2,000 29 43

25 継続 経済局 商業労政課 ソフト 首都圏からのインターンシップ促進事業【再掲】 1,800 29 43

26 新規 経済局 産業政策課 ソフト 女性起業家ＰＲ冊子作製事業【再掲】 1,500 83 40

27 継続 経済局 商業労政課 ソフト リクルート・カフェ（首都圏開催）【再掲】 2,000 29 43

28 新規 経済局 商業労政課 ソフト 就活よろずサポーター事業【再掲】 5,000 29 43

29 新規 経済局 産業振興課 ソフト 人材マッチング推進事業 763 43 42

30 新規 経済局 産業振興課 ソフト 中小事業者技術表彰事業 650 43 41

31 拡充 経済局 産業政策課 ソフト 中小企業融資制度等利子補給事業 402,200 43 41

32 拡充 経済局 産業振興課 ソフト 中小企業事業高度化事業費助成 40,000 43 43

482,254

○企業立地の推進

33 拡充 経済局 産業振興課 ソフト
企業立地促進事業費助成
（戦略産業、本社機能移転、民間団地開発、事業所
税相当額助成）

492,000 41 42

34 拡充 経済局 産業振興課 ソフト
企業立地用地検討調査事業
（大谷・小鹿、清水IC周辺） 14,100 ー 41

506,100

○大谷・小鹿地区のまちづくり推進

35 継続 都市局
大谷・東静岡周辺
整備課

ハード 大谷・小鹿地区まちづくり計画推進事業 110,000 42 56

36 継続 都市局
大谷・東静岡周辺
整備課

ハード 東名新インターチェンジ整備事業 1,264,176 44 57

1,374,176

○産業に必要なアクセス道路の整備

37 継続 建設局 道路計画課 ハード
ICアクセス道路整備事業（（主）井川湖御幸線、
（主）山脇大谷線、（主）清水富士宮線） 2,430,200 95 63

38 継続 建設局 道路計画課 ハード 国道1号静清バイパス整備促進事業 1,840,000 95 63

39 継続 建設局 道路計画課 ソフト 地域高規格道路（静岡南北道路）調査検討事業 8,100 95 63

4,278,300

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 5,644,376

ソフト 1,270,647

計 6,915,023

小計

小計

小計

小計
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＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

① 健康長寿のための静岡型地域包括ケアシステムの構築（「自宅でずっと」プロジェクト） 1,653,802

○地域包括ケアシステムの構築

1 新規
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

地域包括ケア推
進本部（高齢者福
祉課）

ソフト 小圏域における在宅医療推進モデル事業 736 45 94

2 新規
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

地域包括ケア推
進本部（高齢者福
祉課）

ソフト 医療・介護・福祉スーパーバイザー人材配置事業 13,000 45 94

3 継続
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

地域包括ケア推
進本部（高齢者福
祉課）

ソフト 在宅医療・介護連携推進事業 7,950 ー 94

4 拡充
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

地域包括ケア推
進本部（高齢者福
祉課）

ソフト 認知症疾患医療センター運営事業 8,806 45 23

5 新規
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

地域包括ケア推
進本部（高齢者福
祉課）

ソフト 認知症カフェ運営事業 4,330 45 94

6 継続
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

地域包括ケア推
進本部（高齢者福
祉課）

ソフト 認知症ケア向上推進事業 1,459 ー 94

7 継続
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

地域包括ケア推
進本部（高齢者福
祉課）

ソフト 地域包括支援センター事業 703,632 ー 94

8 拡充
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

地域包括ケア推
進本部（高齢者福
祉課）

ソフト 生活支援体制整備事業 70,437 45 94

9 継続
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

地域包括ケア推
進本部（高齢者福
祉課）

ソフト S型デイサービス事業 69,552 ー 94

10 継続
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

地域包括ケア推
進本部（高齢者福
祉課）

ソフト 地域支え合い人材養成講座 1,097 ー 23

11 新規
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

地域包括ケア推
進本部（高齢者福
祉課）

ソフト しぞ～かでん伝体操大交流会 1,118 45 94

12 新規
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

地域包括ケア推
進本部（高齢者福
祉課）

ソフト 介護予防普及啓発事業 59,649 ー 94

13 新規
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

高齢者福祉課 ソフト しずおかハッピーシニアライフ推進事業 3,030 45 27

14 拡充
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

介護保険課 ソフト 元気いきいき！シニアサポーター事業 85,743 45,46 94

15 継続 都市局 住宅政策課 ハード 公営住宅ストック総合改善事業 429,669 ー 61

16 継続 都市局 住宅政策課 ソフト 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業 113,602 ー 61

1,573,810

４　健康都市

小計

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

№

市民が住み慣れた地域で暮らし続けられるまちづくりの推進

4-①　人々が、地域で自分らしく生きがいを持って暮らし続けられるよう、「静岡型地域包括ケアシステムを構築する」とともに、
　　　　恵まれた生活環境を活かし「健康寿命延伸の施策を拡充する」ことで、世界に誇れる「健康長寿の都市」を目指します。

＜主な事業＞
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区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

№

○健康寿命の延伸

17 継続
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

健康づくり推進課 ソフト 健康マイレージ事業 820 ー 24

18 継続
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

保険年金管理課 ソフト 宿泊型糖尿病予防教室（国保） 2,052 ー 84

19 新規
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

保健予防課 ソフト 予防接種モバイルサービスの導入 3,282 ー 32

6,154

○その他

20 継続
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

福祉総務課 ソフト 生活困窮者自立支援事業 58,835 ー 23

21 継続
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

精神保健福祉課 ソフト 精神障害者地域移行支援事業 15,003 ー ー

73,838

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 429,669

ソフト 1,224,133

計 1,653,802

小計

小計
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＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

② 静岡型子ども・子育て支援の推進 18,547,610

○結婚支援

1 拡充 子ども未来局 青少年育成課 ソフト しずおかエンジェルプロジェクト推進事業 4,388 55 35

4,388

○妊娠・出産支援

2 継続 子ども未来局 子ども家庭課 ソフト 不妊治療費助成事業 234,825 48 38

3 新規 子ども未来局 子ども家庭課 ソフト
不妊治療費助成事業
（不育症治療費の助成）【再掲】 3,000 48 38

4 拡充 子ども未来局 子ども家庭課 ソフト 産後ケア事業、ママケアデイサービス事業 8,682 47 38

5 拡充
子ども未来局
（保健福祉局）

子ども家庭課
（健康づくり推進課）

ソフト
利用者支援事業(母子保健型)
（子育て世代包括支援センター）

877 ー 37

247,384

○子ども・子育て支援（乳幼児期）

6 拡充 子ども未来局 子ども未来課 ハード
私立こども園・保育所等施設整備費助成
（既存保育施設の定員増） 1,024,125 51 35

7 拡充 子ども未来局 子ども未来課 ハード
私立こども園・保育所等施設整備費助成
（認定こども園等の新設） 168,366 51 35

8 継続 子ども未来局 子ども未来課 ハード
小規模保育設置促進事業費助成
（小規模保育事業等の新設）

89,250 51 35

9 拡充 子ども未来局 子ども未来課 ハード
私立認定こども園整備事業費助成
（認定こども園への移行） 734,664 51 35

10 継続 子ども未来局 幼保支援課 ソフト 市立こども園等給付事業 2,896,340 ー 36

11 拡充 子ども未来局 幼保支援課 ソフト 私立こども園・保育所等給付事業 9,099,580 ー 36

12 継続 子ども未来局 こども園課 ソフト 市立こども園等運営事業 1,859,406 ー 37

13 新規 子ども未来局 子ども未来課 ソフト 高齢者地域子育て参画事業 550 ー 34

14 新規 子ども未来局 子ども未来課 ソフト
静岡あったか家族応援事業
（子育てしやすいまちの情報発信） 1,000 ー 34

15,873,281

○子ども・子育て支援（学童期）

15 継続 子ども未来局 子ども未来課 ハード
放課後児童クラブ建設事業
（児童クラブ室の整備） 217,385 52 34

16 継続 子ども未来局 子ども未来課 ソフト
放課後児童クラブ運営費等助成
（民間児童クラブへの助成）

32,000 52 34

17 継続 子ども未来局 子ども未来課 ソフト
放課後児童クラブ運営事業
（児童クラブの運営・開設時間の延長・利用者負担
の軽減）

560,783 52 34

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

＜主な事業＞

小計

小計

小計

４　健康都市 市民が住み慣れた地域で暮らし続けられるまちづくりの推進

№

4-②　すべての子どもたちが、すくすくと笑顔で成長し、また、人々がワークライフバランスに取り組むことで、多様な生き方を
　　　　選択でき、生きがいや喜びを感じられるよう、子ども本位の子ども・子育て支援を推進し、子育てしやすい都市を目指します。
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区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

№

18 新規 子ども未来局 子ども未来課 ハード 児童館建設事業（三保児童館） 8,681 94 35

19 継続 教育局 教育施設課 ハード 小中一貫校整備事業 10,500 ー 69

20 継続 教育局 教育施設課 ハード 小中学校校舎トイレリフレッシュ事業 387,100 57 69

21 継続 教育局 教育施設課 ハード
森下小学校校舎改築事業
（学校施設改築・長寿命化事業） 661,287 56 69

22 継続 教育局 学校給食課 ハード 北部学校給食センター整備事業 107,700 60 71

23 拡充 教育局 教育総務課 ソフト 放課後子ども教室推進事業 46,641 53 68

24 継続 教育局 教育総務課 ソフト 学校応援団推進事業 12,586 ー 68

25 拡充 教育局 学校教育課 ソフト スクールソーシャルワーカー活用事業 16,195 49､50 69

26 新規 教育局 学校教育課 ソフト 小中一貫教育準備事業 433 58 70

27 継続 教育局 学校教育課 ソフト 特別支援教育推進事業 119,394 ー 70

28 継続 教育局 学校教育課 ソフト 中学校部活動指導員配置事業 33,600 ー 70

29 新規 教育局 学校教育課 ソフト 小中学校校務支援システム整備事業 5,000 59 70

30 継続 教育局 学事課 ソフト 奨学金貸付事業【再掲】 50,196 30 70

2,269,481

○若者支援

31 新規 子ども未来局 青少年育成課 ソフト わかもののまち推進事業 771 54 35

771

○両立支援

32 拡充 市民局　ほか
男女参画・多文化
共生課　ほか

ソフト 「しずおか女子きらっ☆」プロジェクト【再掲】 20,296 83 8 ほか

20,296

○困難を有する子ども・若者の支援

33 継続
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

福祉総務課 ソフト 子どもの学習援助事業 3,027 ー ー

34 継続 子ども未来局 子ども未来課 ソフト
放課後児童クラブ保護者負担金軽減助成
（民間児童クラブの利用者負担軽減） 4,300 52 34

35 拡充 子ども未来局 子ども家庭課 ソフト
生活困窮者世帯・ひとり親家庭等への児童への学
習・生活支援 16,854 49 37

36 継続 子ども未来局 子ども家庭課 ソフト
母子生活支援・助産施設運営措置事業
（学習支援にかかる加算）

3,592 ー ー

37 拡充 子ども未来局 子ども家庭課 ソフト 母子家庭自立支援給付金、就労支援事業 63,501 49 ー

38 拡充 子ども未来局 児童相談所 ソフト 要保護児童等自立支援事業 9,499 49 39

39 継続 子ども未来局 児童相談所 ソフト
児童福祉施設入所措置事業
（学習支援にかかる加算） 3,981 ー ー

40 継続 子ども未来局 児童相談所 ソフト 里親支援事業 4,835 ー ー

41 継続 子ども未来局 児童相談所 ソフト
児童相談所運営事業
（児童相談所アドバイザーの設置）

1,920 ー ー

小計

小計

小計
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区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

№

42 継続 子ども未来局 青少年育成課 ソフト ひきこもり対策推進事業 20,500 ー 35

132,009

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 3,409,058

ソフト 15,138,552

計 18,547,610

小計
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＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

③ 健康都市の実現に向けた基盤整備 1,667,049

○　自転車を利用しやすいまち

1 継続 都市局 交通政策課 ソフト 自転車利用計画推進事業 6,125 ー 54

2 新規 都市局 交通政策課 ソフト 駅前駐輪場民間活力導入可能性検討事業 5,500 ー 54

3 継続 建設局 道路保全課 ハード
交通安全施設整備事業
（自転車走行空間ネットワーク整備事業） 174,700 64 64

186,325

○　歩いて楽しいまち

4 拡充 都市局 都市計画課 ソフト 歩いて楽しいまちづくり推進事業 11,000 61 53

5 拡充 都市局 都市計画課 ハード
歩いて楽しいまちづくり推進事業
（追手町音羽町線等にぎわい空間創出事業） 10,000 62 53

6 継続 都市局 都市計画課 ハード 静岡駅北口周辺整備推進事業（紺屋町地区） 7,000 ー 53

7 継続 都市局 市街地整備課 ハード 静岡駅南口周辺整備事業 75,426 ー 56

8 継続 都市局 都市計画課 ソフト 静岡市エリアマネジメント推進事業 6,000 ー 53

9 継続 都市局 市街地整備課 ハード 安倍川駅周辺整備事業 211,004 65 56

10 継続 都市局
清水駅周辺整備
課

ハード 草薙駅周辺整備事業【再掲】 937,694 11 57

11 継続 都市局
清水駅周辺整備
課

ソフト 草薙駅周辺エリアマネジメント支援事業【再掲】 3,000 ー 57

12 継続 都市局 都市計画課 ハード 静岡市立地適正化計画策定事業 13,600 ー 53

13 継続 都市局 交通政策課 ハード 鉄道駅バリアフリー化設備整備事業費助成 81,000 63 55

14 継続 建設局 道路保全課 ハード
交通安全施設整備事業
（バリアフリー道路特定事業） 74,000 ー 64

15 継続 観光交流文化局 観光交流課 ソフト 東海道歴史街道まち歩き推進事業【再掲】 29,000 5 15

16 継続 都市局
緑地政策課
公園整備課

ハード 駿府城公園「桜の名所」づくり事業【再掲】 22,000 3 57,59

1,480,724

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 1,606,424

ソフト 60,625

計 1,667,049

小計

４　健康都市

小計

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

＜主な事業＞

№

4-③　本市のコンパクトで平坦な地形と、温暖な気候を活かし、健康・環境志向の乗り物である自転車を利用しやすいまちの
　　　　実現を目指していくとともに、バリアフリー化を進めるなど歩いて楽しいまちの整備を推進します。

市民が住み慣れた地域で暮らし続けられるまちづくりの推進
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＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

① 災害対応力の強化と危機管理体制の確立 7,921,663

○津波避難施設の整備

1 新規 経済局 水産漁港課 ハード 漁港施設機能強化事業 202,000 67 50

2 継続 総務局 危機管理総室 ハード
津波避難施設整備事業
（避難タワー）

108,930 66 3

3 継続 総務局 危機管理総室 ソフト
津波避難誘導設備設置事業
（路面シート、看板） 10,000 ー 2

4 継続 総務局 危機管理総室 ハード 津波避難ビル整備事業費助成 60,000 72 3

5 継続 総務局 危機管理総室 ソフト 津波防災地域づくり推進計画策定事業 15,486 ー 2

6 新規 総務局 危機管理総室 ソフト 津波リスク分析シミュレーション事業 4,000 ー 2

400,416

○公共施設等の耐震化

7 継続 都市局 建築指導課
ハード
ソフト

建物の耐震化等助成 191,109 73 60

8 継続 都市局 建築指導課 ソフト ブロック塀等耐震改修事業費助成 10,100 ー 60

9 継続 都市局 建築指導課 ソフト 要緊急安全確認大規模建築物耐震対策事業 103,989 74 59

10 継続 建設局 河川課 ハード 河川構造物耐震対策事業 100,000 75 63

11 継続 建設局 道路保全課 ハード 橋りょう耐震化事業 542,430 76 64

947,628

○消防力の充実・強化

12 継続 消防局
財産管理課
（消防総務課）

ハード 湾岸消防署庁舎移転建設事業 430,816 68 67

13 拡充 消防局 警防課 ソフト 消防団員確保対策事業 109,295 69 67

14 継続 消防局
財産管理課
（警防課）

ハード 常備消防装備整備事業 656,484 70 66

15 継続 消防局
財産管理課
（警防課）

ハード 非常備消防装備整備事業 64,923 71 66

1,261,518

○防災・減災のための情報発信

16 継続 建設局 道路保全課 ソフト
道路自然災害防除事業
（道路情報等提供システムの構築）

38,000 ー 64

17 継続 総務局 危機管理総室 ソフト 災害対応力強化事業 5,000 ー 2

18 拡充 総務局 危機管理総室 ソフト 同報無線戸別受信機の増設事業 18,000 ー 2

5-①　津波避難施設、防災スマートタウンの整備や、消防救急広域化の推進により、南海トラフ巨大地震に備えた災害対応力を
　　　　強化するなど、市民生活を脅かす様々な危機に対し、被害を最小限に抑えるため、危機管理体制を確立します。

＜主な事業＞

№

小計

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

小計

５　防災都市

小計

様々な危機に備えた減災力が高い安心・安全なまちづくりの推進
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区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

№

19 継続 総務局 危機管理総室 ハード 自主防災活動支援事業費助成 50,000 ー 3

20 継続 総務局 危機管理総室 ソフト
津波避難教育事業
（小中学校図上学習） 1,550 ー 2

112,550

○緊急輸送路等の整備

21 継続 都市局 建築指導課 ハード 狭あい道路拡幅整備事業 79,961 ー 60

22 継続 建設局 道路計画課 ハード
ICアクセス道路整備事業
（（主）井川湖御幸線、（主）山脇大谷線、（主）清水富士宮線）
【再掲】

2,430,200 95 63

23 継続 建設局 道路計画課 ハード 国道1号静清バイパス整備促進事業　【再掲】 1,840,000 95 63

24 継続 建設局 道路計画課 ソフト
地域高規格道路（静岡南北道路）
調査検討事業　【再掲】

8,100 95 63

25 継続 建設局 道路保全課 ハード
道路自然災害防除事業
（道路トンネル補修事業） 213,000 77 64

26 継続 建設局 道路保全課 ハード
道路自然災害防除事業
（法面対策等）

346,000 77 64

27 継続 建設局 道路保全課 ハード
交通安全施設整備事業
（無電柱化事業） 197,000 ー 64

5,114,261

○　その他

28 継続 上下水道局 下水道施設課 ハード 下水道施設津波対策事業 85,000 ー 104

29 継続 教育局 学校教育課 ソフト 防災教育推進事業 290 ー 70

85,290

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 7,597,853

ソフト 323,810

計 7,921,663

小計

小計

小計
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＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

② 浸水・土砂災害対策の拡充等 2,627,360

○浸水災害対策

1 継続 建設局 河川課 ハード 浸水対策推進プラン（河川改修） 216,300 78 63

2 継続 上下水道局
下水道建設課
下水道維持課

ハード
ソフト

浸水対策推進プラン（下水道整備） 2,145,860 79 104

3 継続 上下水道局 下水道計画課 ソフト 内水ハザードマップの整備 32,100 ー ー

4 新規 総務局 危機管理総室 ソフト 安倍川・富士川洪水ハザードマップ作成事業 10,300 80 2

2,404,560

○土砂災害対策

5 継続 建設局 建設政策課 ハード 急傾斜地崩壊対策事業 68,000 81 62

6 継続 建設局 建設政策課 ハード 急傾斜地崩壊対策事業に関する負担金 55,000 ー ー

123,000

○その他

7 継続 都市局 公園整備課 ハード 土砂災害等防止対策事業（公園） 99,800 ー 59

99,800

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 2,579,760

ソフト 47,600

計 2,627,360

小計

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

小計

小計

様々な危機に備えた減災力が高い安心・安全なまちづくりの推進

5-②　頻発するゲリラ豪雨や、巨大化する台風などによる風水害の発生に的確に対処していくため、国・県と連携して浸水対策に
　　　　総合的に取り組むとともに、がけ崩れや地すべりなどから市民の生命・財産を守るため、土砂災害対策を推進します。

＜主な事業＞

№

５　防災都市
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＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

③ エネルギー関連産業の立地促進と再生可能エネルギーの導入・普及促進 111,709

○エネルギー関連産業の立地促進と再生可能エネルギーの導入・普及促進

1 継続 環境局 環境創造課 ソフト 地球温暖化対策啓発事業 1,500 ー 21

2 継続 環境局 環境創造課 ソフト 中小企業向け省エネルギー対策支援事業 5,750 ー 21

3 継続 経済局 産業政策課 ソフト
冷熱利用意向調査事業
（エネルギー関連産業立地促進事業）【再掲】 2,500 ー 41

9,750

○静岡型水素タウン構想に向けた取り組み

4 新規 環境局 環境創造課
ハード
ソフト

静岡型水素タウン促進事業 101,959 82 21

101,959

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 100,000

ソフト 11,709

計 111,709

№

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

小計

５　防災都市

小計

5-③　災害リスクの軽減やエネルギーの地産地消の観点から、産学官の連携による清水港LNG基地周辺へのエネルギー関連
　　　　産業の立地の促進や、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出が少ない、再生可能エネルギーの導入・普及促進を
　　　　目指します。

様々な危機に備えた減災力が高い安心・安全なまちづくりの推進

＜主な事業＞
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＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

① 多様な人々による共生 1,528,480

○多文化共生・国際交流の推進

1 継続 市民局
男女参画・多文化
共生課

ソフト
異文化コミュニケーション体験フェア等
（多文化共生啓発事業）

1,760 ー 9

2 継続 子ども未来局 青少年育成課 ソフト 青少年国際親善交流事業 713 ー ー

3 継続 教育局 教育総務課 ソフト
ALT活用事業
（英語教育の拡充による多文化共生の推進）

183,364 ー 68

4 継続 教育局 教育センター ソフト 教職員研修事業（教職員海外派遣研修） 1,147 ー 71

5 継続 観光交流文化局
ＭＩＣＥ・国際課
（観光交流課）

ソフト 海外姉妹都市等交流事業 6,136 ー 15

193,120

○男女共同参画の推進（「しずおか女子きらっ☆」プロジェクト）

6 継続 市民局
男女参画・多文化
共生課

ソフト 女性活躍・ＷＬＢ推進シンポジウム 1,610 83 8

7 新規 市民局
男女参画・多文化
共生課

ソフト 女性活躍・ＷＬＢ推進官民連携会議 240 83 8

8 新規 市民局
男女参画・多文化
共生課

ソフト 女性活躍企業認定事業 156 83 8

9 拡充 市民局
男女参画・多文化
共生課

ソフト 女性活躍・ＷＬＢ推進セミナー 3,095 83 8

10 拡充 市民局
男女参画・多文化
共生課

ソフト 女性活躍・ＷＬＢ推進アドバイザー派遣事業 500 83 8

11 新規 市民局
男女参画・多文化
共生課

ソフト 女性のネットワーク形成支援事業 2,495 83 8

12 新規 経済局 商業労政課 ソフト 企業の取組みの見える化 3,000 83 43

13 新規 経済局 商業労政課 ソフト ワーク・ライフ・バランス推進交流会 700 83 43

14 新規 経済局 商業労政課 ソフト
女子学生と女性社員によるＵＩターン促進交流会【再
掲】

2,000 83 43

15 新規 経済局 産業政策課 ソフト 女性起業家ＰＲ冊子作成事業 1,500 83 40

16 新規 建設局 技術政策課 ソフト 建設業の担い手確保・育成と女性活躍応援事業 5,000 83 62

20,296

○バリアフリーの推進

17 継続
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

障害者福祉課 ソフト
心のバリアフリーイベント
（地域生活支援事業）

1,616 ー 26

18 新規
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

障害者福祉課 ソフト
障がい者就労支援スタッフスキルアップセミナー事
業

1,750 84 25

小計

６　共生都市

小計

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

あらゆる人々が多様性を尊重し共に暮らすまちづくりの推進

6-①　すべての市民が、国籍や文化、性別、障がいの有無などの違いを乗り越え、「和の精神」を持ってともに暮し続けられるよう、
　　　　家康公四百年祭の開催を契機に「家康公が愛したまち」に相応しい天下泰平の平和都市を目指します。

＜主な事業＞

№
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区分 局 課 区分 事業名 当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

№

19 継続 都市局 交通政策課 ハード 鉄道駅バリアフリー化設備整備事業費助成【再掲】 81,000 63 55

20 新規 都市局 交通政策課 ソフト 地域交通弱者対策支援事業費助成 8,000 85 54

21 継続 都市局
清水駅周辺整備
課

ハード 草薙駅周辺整備事業【再掲】 937,694 11 57

22 継続 都市局 市街地整備課 ハード 安倍川駅周辺整備事業【再掲】 211,004 65 56

23 継続 建設局 道路保全課 ハード
交通安全施設整備事業
（バリアフリー道路特定事業）【再掲】

74,000 ー 64

1,315,064

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 1,303,698

ソフト 224,782

計 1,528,480

小計
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＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

② 南アルプスユネスコエコパーク・自然との共生 632,998

○南アルプスユネスコエコパーク管理運営計画の推進

1 継続 経済局 中山間地振興課 ハード 南アルプス周辺登山道整備事業 55,000 86 52

2 継続 経済局 治山林道課 ハード 井川地区林道及び東俣線ゲート管理 87,539 ー 48

3 継続 環境局 環境創造課 ソフト
南アルプスユネスコエコパーク管理運営計画推進事業
（高山植物保護等） 11,921 88 21

4 継続 環境局 環境創造課 ソフト
南アルプスユネスコエコパーク管理運営計画推進事業
（ライチョウ生息状況調査、サポーター養成講座） 4,237 88 21

5 継続 環境局 環境創造課 ソフト 南アルプス環境調査 37,200 87 21

6 継続 経済局 中山間地振興課 ソフト 南アルプスユネスコエコパークガイド養成事業 1,244 ー 52

7 継続 観光交流文化局
文化財課
（歴史文化課）

ソフト
大神楽祭・雑穀文化の担い手育成
（地域文化の担い手育成事業）【再掲】

2,850 ー 18

8 継続 環境局 環境創造課 ソフト
南アルプスユネスコエコパーク管理運営計画推進事業
（南アルプス教育推進支援） 1,000 88 21

9 継続 教育局 教育総務課 ソフト 南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家活用事業 7,626 ー 68

10 継続 経済局 中山間地振興課 ソフト 中山間地移住促進事業【再掲】 10,716 ー 50

11 継続 経済局 中山間地振興課 ソフト 地域おこし協力隊配置事業【再掲】 23,982 18 52

12 継続 経済局 中山間地振興課 ソフト オクシズ在来作物活用事業【再掲】 5,000 ー 52

13 継続 都市局 交通政策課 ソフト 井川地区自主運行バス運行事業 33,802 ー 54

14 継続 市民局 井川支所 ソフト 井川湖渡船運営経費 23,407 ー 11

15 継続 環境局 環境創造課 ソフト
南アルプスユネスコエコパーク管理運営計画推進事業
（情報発信、普及啓発） 6,942 88 21

16 継続 観光交流文化局 スポーツ振興課 ハード 安倍の大滝遊歩道整備事業 40,000 ー 20

352,466

○都市の里地・里山機能の保全

17 継続 経済局 中山間地振興課 ソフト 野生鳥獣被害対策事業 124,532 ー 51

18 継続 環境局 環境創造課 ソフト 放任竹林対策推進事業 6,000 90 21

№

６　共生都市

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

＜主な事業＞

6-②　ユネスコエコパークに登録された南アルプスや、安倍川、藁科川、興津川などの清流、水深2,500mを誇る恵み豊かな
　　　　駿河湾など、本市が有する多彩な自然環境の保全と適正な活用を図りながら、人々と自然との共生を推進します。

あらゆる人々が多様性を尊重し共に暮らすまちづくりの推進

小計
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区分 局 課 区分 事業名 当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

№

19 継続 都市局 公園整備課 ハード あさはた緑地（第１工区）整備事業 150,000 89 58

280,532

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 332,539

ソフト 300,459

計 632,998

小計
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＜第３次総合計画＞

区分 局 課 区分 事業名
当初予算額
（千円）

資料②
ページ

資料③
ページ

③ まちづくりは人づくり・シチズンシップ 584,789

○人をつくる仕組みの推進

1 継続 市民局 生涯学習推進課 ソフト 「静岡シチズンカレッジ　こ・こ・に」推進事業 12,000 91 9

2 継続 駿河区役所 地域総務課 ソフト
地域の人材育成事業
（区魅力づくり事業の一部）

600 91 13

3 継続
保健福祉長寿局
（保健福祉局）

地域包括ケア推
進本部（高齢者福
祉課）

ソフト 地域支え合い人材養成講座【再掲】 1,097 91 23

4 継続 教育局 教職員課 ソフト しずおか教師塾事業 2,620 91 68

5 新規 子ども未来局 子ども未来課 ソフト
子育て支援の担い手育成
（子育てサポーター養成講座）【再掲】

550 91 ー

6 継続 環境局 ごみ減量推進課 ソフト 環境大学 702 91 22

7 継続 観光交流文化局
文化財課
（歴史文化課）

ソフト
文化財サポーター育成【再掲】
（地域文化の担い手育成事業）

509 91 18

8 継続 経済局 農業政策課 ソフト 静岡市お茶の学校 479 91 47

9 新規 企画局 企画課 ソフト 高等教育のあり方検討推進事業【再掲】 3,780 26 4

22,337

○人を活かす仕組みの推進

10 新規 市民局 市民自治推進課 ソフト 電子交流掲示板構築のための検討 195 ー ー

11 継続 市民局 市民自治推進課 ソフト 市民活動促進イベント「市民活動プレビュー」 1,000 ー 8

12 拡充 市民局 市民自治推進課 ソフト 市民協働促進事業「協働パイロット事業」 2,420 92 8

3,615

○人を支える基盤づくり

13 継続 市民局 生涯学習推進課 ハード 小島生涯学習交流館建設事業 325,900 93 9

14 継続 市民局 生涯学習推進課 ハード 三保生涯学習交流館建設事業 232,937 94 9

558,837

※（　）書きは平成27年度の事業所管局・課

ハード 558,837

ソフト 25,952

計 584,789

小計

あらゆる人々が多様性を尊重し共に暮らすまちづくりの推進

6-③　「まちづくりは人づくり」の観点から、市内それぞれの地域コミュニティが有する絆を強化するとともに、生涯学習などの
　　　　推進により、行政と市民との協働によるまちづくりを担うシチズンシップに富んだ人材の養成を目指します。

小計

平成28年度当初予算　重点プロジェクトの主な事業

＜主な事業＞

№

小計

６　共生都市
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