
                                   

 
６ 戦略計画 2021 基本方針の主要事業                       

 

都市の将来像である「市民協働で築く『未来へかがやく創造都市・浜松』」の実現を  

目指し、戦略計画の分野別計画ごとに令和 3年度の主な事業を紹介します。 
 

1 産業経済 ①産業部 ②産業部(農林水産担当) 
 

① 世界の一歩先を行く産業・サービスの創造            P24 

② 作業から経営に！変革を遂げる農林水産業            P33 

2 子育て・教育 ①こども家庭部 ②学校教育部  
 

① 子どもの育ちを支え、若者の自立を応援するまちづくり      P40 

② 市民協働による未来創造へのひとづくり             P48 

3 安全・安心・快適 
①危機管理監 ②市民部（市民生活課） ③都市整備部 ④土木部 ⑤消防局 ⑥上下水道部 

 
① みんなの力で自然災害から生き残る               P57 

② 安全で安心して暮らせる持続可能な地域社会づくり        P59 

③ 市民が集う活力ある都市づくり                 P61 

④ 安全な生活基盤づくり                     P66 

⑤ いつでも、どこでも、迅速的確に対応する消防・救急体制づくり  P70 

⑥ 安全な水と快適な生活、社会環境を水循環で支える上下水道    P73 

4 環境・エネルギー ①環境部 ②産業部（エネルギー政策課） 
 

① 環境と共生した持続可能な社会の実現              P74 

② 再生可能エネルギー等の導入と省エネルギーの推進による 

エネルギー自給率の向上                    P78 

5 健康・福祉 ①健康福祉部 ②健康福祉部(医療担当) 
 

① 人と人とのつながりをつくる社会の実現             P79 

② 人々の心身の健康と生活を守る医療の充実             P87 

6 文化・生涯学習 ①市民部(文化振興担当) 
 

① 感動のある生活、歴史・文化・スポーツによる豊かさの創造    P93 

7 地方自治・都市経営 
①企画調整部等 ②市民部（市民協働・地域政策課、ＵＤ・男女共同参画課）、区役所 

③総務部等 ④財務部 
 

① 市民と共に未来をつかむ都市経営                P100 

② だれもがいきいきと暮らせる市民主体の地域社会の実現      P106 

③ 人的・制度的運用の推進による都市経営の基盤づくり       P110 

④ 将来像を実現する財政運営、財産管理、財源確保の推進      P111 
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① 世界の一歩先を行く産業・サービスの創造（産業部）

予算額(千円) 所管課

〈新規〉

1 新型コロナウイルス感染症対策貸付金利子助成事業 (商工費) 857,964 産業総務課

県の制度融資と協調した償還利子助成制度 (457-2281)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 94へ

2 事業承継支援事業 (商工費) 3,041 産業総務課

関係機関と連携した、事業承継相談員による個別相談等 (457-2281)

・ 事業承継普及員及び相談員による企業訪問

3 商業振興支援事業 (商工費) 1,345 産業振興課

商業者の経営体質強化に要する人材育成、販路開拓支援 (457-2095)

・ （新規）まちなかオープンテラス事業

店先の道路空間を活用したテラス席の設置支援

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 95へ

4 新川モール利活用推進事業 (商工費) 272,776 産業振興課

憩いとにぎわいを創出する新たな空間利用を図るための環境整備 (457-2095)

・ 床面改修、トイレ・倉庫の新設、ベンチの設置等

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 96へ

事業名及び事業内容

産業経済分野別計画1

※事務分掌の変更や組織改正により所管課が変更となる場合があります
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

5 総合産業展示館改修事業 (商工費)

※産業展示館運営事業　　　            12,942千円の一部 8,932千円　 319,820 産業振興課

　 公共建築物長寿命化推進事業　2,255,176千円の一部　 310,800千円　 (457-2095)

　 公共建築物ユニバーサルデザイン推進事業　57,970千円の一部　 公共建築課

 88千円　 (457-2461)

の合計　

老朽化に伴う総合産業展示館の大規模改修工事、

ユニバーサルデザイン化整備工事等

令和3～4年度工事、総事業費約13億円

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 97へ

6 先端技術活用促進事業 (商工費) 72,450 産業振興課

地域のものづくり基盤技術と光・電子技術や世界の先端技術の融合 (457-2044)

 による新産業創出

・ （新規）グローバルものづくり企業連携事業

イスラエルへのミッション団派遣、オンラインイベント開催

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 98へ

7 ＥＶシフト対応支援事業 (商工費) 54,435 産業振興課

自動車関連企業の技術力向上、新製品開発支援 (457-2044)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 99へ

〈新規〉

8 中小企業高度化支援事業 (商工費) 10,500 産業振興課

デジタル技術を活用した中小企業の生産性向上の支援 (457-2044)

・ 中小ものづくり企業IoT化支援事業

中小ものづくり企業のIoT化、システム化を支援

・ 中小・ベンチャー企業DX推進事業

中小企業等のDX化にかかる伴走支援
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

9 テレワーク推進事業 (商工費) 11,545 産業振興課

テレワーク等の拠点整備に対する助成及びポータルサイトの運営 (457-2044)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 100へ

10 海外ビジネス展開支援事業 (商工費) 30,555 産業振興課

「海外ビジネスサポートデスク」の運営や国際見本市への (457-2044)

共同ブース出展などによる中小企業の海外展開支援

・ （新規）越境ＥＣ販路開拓支援事業

越境ＥＣに関する情報を提供するセミナーの開催

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 101へ

〈新規〉

11 起業家育成支援事業 (商工費) 37,246 産業振興課

賃料補助や講座開催などを通した起業家の育成 (457-2044)

・ インキュベート施設入居者支援事業

・ 小中高校生向け起業家講座事業

・ 高校生モノづくりコトづくりプランコンテスト
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

〈新規〉

12 スタートアップ支援事業 (商工費) 357,266 産業振興課

スタートアップ企業の創出及び成長支援 (457-2044)

・ ベンチャー支援関連事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 102へ

・ ファンドサポート事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 105へ

・ 実証実験サポート事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 106へ

・ ベンチャー企業等進出支援事業費補助金

・ ベンチャー経営塾事業

・ Next　Innovator育成事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 107へ

・ Webベンチャーイベント事業

・ 「ものづくり×ベンチャー」によるイノベーション

創出促進事業

・ 新規進出ものづくりベンチャー加速化補助金

〈新規〉

13 スタートアップ誘致事業 (商工費) 33,557 産業振興課

スタートアップ企業の誘致 (457-2044)

・ 首都圏企業拠点誘致事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 108へ

・ ベンチャー企業等お試し進出支援事業費補助金

・ サテライトオフィス運営事業

はままつトライアルオフィス、舞阪サテライトオフィス、

天竜トライアルオフィスの運営

14 新・産業集積エリア整備事業 (商工費) 79,496 企業立地推進課

土地区画整理事業、緑地整備 (457-2282)
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

15 企業立地促進助成事業（補助金） (商工費) 2,658,776 企業立地推進課

立地企業の用地取得費や建物・機械設備費等に対する助成 (457-2282)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 109へ

16 浜松まつり事業（負担金） (商工費) 68,700 観光・シティ

浜松まつり開催に関する負担金
プロモーション課

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 110へ (457-2295)

17 デジタル国内誘客推進事業（負担金） (商工費) 6,698 観光・シティ

デジタル領域に特化した国内誘客の推進に対する負担金
プロモーション課

・ デジタルプロモーション（WEB広告による誘客、効果検証等） (457-2295)

18 インバウンド推進事業 (商工費) 62,197 観光・シティ

海外交流都市や、東アジア及びアセアン地域、欧米豪をターゲット
プロモーション課

とした誘客プロモーション及び受入環境整備 (457-2295)

・ デジタルマーケティング推進事業

アフターコロナを見据えたFIT及び在留外国人向け

プロモーション

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 111へ

19 フィルムコミッション推進事業 (商工費) 20,337 観光・シティ

映画やテレビなどのロケ誘致・支援及び誘致した作品を活用
プロモーション課

した観光振興 (457-2295)

・ （新規）ロケーションPR画像及び動画コンテンツ撮影事業

映像制作会社へ提供できるクオリティの素材を制作

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 112へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

〈新規〉

20 公式オンラインアンテナショップ事業 (商工費) 104,540 観光・シティ

オンライン物産展を通年で開催し、購入者に対してクーポンを発行
プロモーション課

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 113へ (457-2295)

21 多拠点居住推進事業 (商工費) 57,400 観光・シティ

多拠点居住及びワーケーションの環境整備に対する支援
プロモーション課

・ 多拠点居住及びワーケーション拠点施設整備事業 (457-2295)

宿泊事業者によるワーケーション等の環境整備を支援

・ ワーケーション浜松プロモーション事業

・ 浜松テレワークパーク実証実験事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 114へ

22 サテライトオフィス宿泊プラン支援事業（補助金） (商工費) 34,560 観光・シティ

市内宿泊施設におけるサテライトオフィス等利用者の
プロモーション課

宿泊費助成 (457-2295)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 115へ

23 はままつＬＩＮＥコロナ身守りシステム運用事業 (商工費) 3,960 観光・シティ

LINEを活用した感染リスクをフォローアップするための
プロモーション課

システムの運用 (457-2293)

24 はままつ安全・安心な飲食店認証制度事業 (商工費) 8,112 観光・シティ

３密対策に取組む飲食店を認証し、ステッカーを配布
プロモーション課

(457-2293)
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

25 シティプロモーション事業 (商工費) 168,361 観光・シティ

本市の多彩な魅力ある地域資源を国内外に広く発信
プロモーション課

・ ダンスでハママツハッピー！プロジェクト (457-2295)

LDH　JAPANグループのダンスやエンタテイメント力との

連携による人材育成や観光振興

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 116へ

・ ハママツ・ツーリズムプロモーション・パートナーシップ協定事業

日本航空（株）との連携による観光振興

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 117へ

・ （新規）アツい街浜松プロモーション事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 118へ

・ ビーチ・マリンスポーツ推進事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 28へ

・ 都市ブランド戦略マネージャー

民間専門人材の活用

26 ふるさと納税事業 (商工費) 1,052,223 観光・シティ

ふるさと納税制度に基づく寄附金の確保及び特産品の返礼
プロモーション課

を通じた地域産業の振興 (457-2802)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 119へ

〈新規〉

27 小型自動車競走場新企画レース開催事業 862,400 産業総務課

(小型自動車競走事業特別会計) （公営競技室）

他の公営競技の開催が少ない早期時間帯に新企画レースを実施 (471-0066)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 174へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

28 競走場施設改善費 1,275,072 産業総務課

(小型自動車競走事業特別会計) （公営競技室）

浜松オートレース場の維持及び施設改善に伴う工事 (471-0066)

・ 小型自動車競走場メインスタンド棟改築事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 175へ

29 就労支援事業 (労働費) 18,515 産業総務課

若年者等の就労対策 (457-2339)

・ 若年者就労支援事業

・ 地域若者サポートステーションはままつ事業

・ 就職氷河期世代支援事業

30 産業人財獲得事業 (労働費) 40,589 産業総務課

ＵＩＪターン就職促進等による市内企業への人材確保支援 (457-2339)

・ 新卒者向けＵＩＪターン就職促進事業

・ マッチングアドバイザー派遣事業

・ （新規）外国人留学生インターンシップ支援事業

外国人就労支援団体等によるインターンシップの実施支援

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 77へ

・ 外国人の雇用・就労に関する相談事業

・ 働き方改革等推進事業

・ 女性就労支援事業

31 高齢者就労環境整備事業 (労働費) 2,020 産業総務課

70歳になっても現役で働き続けることができる環境の整備 (457-2339)

・ 高齢者活躍宣言事業所の認定　など
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

32 奨学金返還支援事業 (労働費) 1,739 産業総務課

中小企業と連携した奨学金返還支援による産業人材の確保 (457-2339)

及び若者の移住促進

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 78へ

33 障害者雇用促進事業 (労働費) 10,210 産業総務課

障害者の就労に関する相談や定着支援 (457-2339)

34 勤労者生活資金貸付事業 (労働費) 60,000 産業総務課

静岡県労働金庫と協調した勤労者への貸付 (457-2339)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 79へ

35 勤労者福祉施設整備事業 (労働費) 16,277 産業総務課

勤労者福祉施設の施設整備 (457-2339)

・ 勤労青少年ホーム体育館LED化工事

・ 勤労会館給水配管改修工事　など
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② 作業から経営に！変革を遂げる農林水産業（産業部(農林水産担当)）

予算額(千円) 所管課

1 農地利用最適化推進事業 (農林水産業費) 894 農業委員会

 遊休農地の発生防止及び解消に向けた調査並びに農地を 事務局

借り手へとつなげる農地銀行業務に要する経費 (457-2836)

2 農業経営塾開催事業 (農林水産業費) 2,659 農業水産課

市内の意欲ある農業者等を対象とした農業経営に関する講座 (457-2333)

・ 農業経営塾ゼミ

3 農商工連携・６次産業化推進事業 (農林水産業費) 37,521 農業水産課

1次産業と2次、3次産業を組み合わせた6次産業化及び (457-2328)

ブランド化等の取り組みに対する支援

・ 未来を拓く農林漁業育成事業

4 海外販路拡大事業 (農林水産業費) 10,862 農業水産課

農林水産物の海外販路開拓の取り組みに対する支援 (457-2334)

・ JALと連携したタイ「トンロー日本市場」への出展

・ 香港「Food Expo」出展支援、浜松フェアの開催

5 食と農の地域ブランド推進事業 (農林水産業費) 14,724 農業水産課

浜松・浜名湖地域 食×農プロジェクト推進協議会による観光誘客 (457-2334)

及び農山漁村の活性化

・ 食と農プロジェクト推進事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 80へ

・ （新規）美食の街推進事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 81へ

・ （新規）飲食店等インターネット情報整備促進事業

Googleマイビジネス活用マニュアルの作成

・ JAL国際線ビジネスクラスの機内食開発

事業名及び事業内容
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

6 スマート農業推進事業 (農林水産業費) 31,034 農業水産課

IT、ロボット技術等の先進的栽培技術設備の導入に対する助成 (457-2328)

・ スマート農業推進事業費補助金

〈新規〉

7 ＷＥＢフードテーマパーク事業 (農林水産業費) 20,000 農業水産課

食資源のコンテンツを提供する総合的なWEBサイトの構築 (457-2334)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 82へ

8 フルーツパーク管理運営事業 (農林水産業費) 133,639 農業水産課

フルーツパークの管理運営 (457-2328)

・ （新規）フルーツパーク未来ビジョン策定事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 83へ

9 農業政策運営経費 (農林水産業費) 5,154 農業水産課

民間専門人材を活用した農業労働力確保、農林水産物の (457-2333)

魅力発信のデジタル化の推進

・ 農業労働力確保プロジェクトデザイナー

・ 農林水産物の魅力発信のデジタル化推進プランナー

10 農作物被害対策支援事業 (農林水産業費) 90,075 農業振興課

野生動物による農林産物の被害防止に向けた対策 (457-2332)

・ 鳥獣被害対策実施隊による農作物被害防止活動

11 農業次世代人材投資事業（交付金） (農林水産業費) 93,000 農業振興課

次代を担う新規就農者の経営確立に対する助成 (457-2331)

12 経営体育成助成事業（補助金） (農林水産業費) 47,933 農業振興課

人・農地プランに中心経営体として位置付けられた認定農業者等 (457-2331)

に対する助成
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

13 生産振興活動支援事業 (農林水産業費) 7,673 農業振興課

特産物の振興、ブランド化に対する支援 (457-2332)

・ （新規）浜松のお茶消費拡大推進事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 84へ

・ （新規）ジャンボタニシ防除対策事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 85へ

14 施設整備等支援事業（補助金） (農林水産業費) 1,952,845 農業振興課

農産物の生産体制強化や集出荷機能改善に向けた助成 (457-2332)

・ 強い農業づくり事業費補助金

・ 先進技術取組加算補助金

15 山間地域農業生産活動助成事業（補助金） (農林水産業費) 10,000 農業振興課

生産条件が不利な山間地域における農業生産活動に対する助成 (922-0030)

16 耕作放棄地対策事業（交付金） (農林水産業費) 16,805 農地利用課

市内の耕作放棄地の再生事業等に対する助成 (457-2836)

17 県営土地改良事業（負担金） (農林水産業費) 148,573 農地整備課

基幹的農業水利施設の長寿命化、土地改良施設の災害防止の (457-2315)

ための改修等を実施する県営土地改良事業に対する負担金

〈新規〉

18 浜名湖北部地区営農ビジョン策定事業 (農林水産業費) 4,931 農地整備課

浜名湖北部用水地区の荒廃農地を対象とした、今後の農業生産 (457-2314)

基盤における営農ビジョンの策定

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 86へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

19 かんがい排水整備事業 (農林水産業費) 167,973 農地整備課

※かんがい排水整備国庫補助事業   18,000千円　　　　　　            　 (457-2315)

　 かんがい排水整備市単独事業 149,973千円の合計　　　           

用排水路やため池の整備及び補修等

・ 高塚川冠水被害軽減対策事業

・ 三方原幹線排水路冠水対策事業

・ 防災重点ため池耐震豪雨対策調査　など

〈新規〉

20 再生可能エネルギー調査事業 (農林水産業費) 4,131 農地整備課

農業水利施設を活用した小水力発電施設の導入可能性調査 (457-2314)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 87へ

21 森林認証推進事業 (農林水産業費) 1,700 林業振興課

FSC認証の更新・拡大及び認証材の活用推進 (457-2159)

・ 新川モール利活用推進事業におけるFSCプロジェクト

認証取得

22 市単独治山事業 (農林水産業費) 32,100 林業振興課

県単独治山事業の補助対象とならない付帯的な工事や (457-2159)

治山施設の補修

・ （新規）山地災害予防対策事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 88へ

23 森林経営管理推進事業 (農林水産業費) 36,219 林業振興課

適切に管理されていない森林の経営を意欲と能力のある (457-2159)

林業経営者に委ねる「新たな森林管理システム」の実施

・ 森林管理意向確認等調査事業

・ 浜松版森林経営管理事業
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

24 天竜材の家百年住居る助成事業 (農林水産業費) 55,330 林業振興課

天竜材（FSC認証材）を一定量以上使用して住宅を建築した (457-2159)

施主に対する助成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 89へ

25 天竜材ぬくもり空間創出事業（補助金） (農林水産業費) 25,000 林業振興課

天竜材（FSC認証材）を使用して非住宅建築物の木造・木質化 (457-2159)

を行う施主に対する助成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 90へ

〈新規〉

26 オリンピック・パラリンピックレガシー創造事業 (農林水産業費) 10,000 林業振興課

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に使用された天竜材 (457-2159)

（FSC認証材）の普及啓発、販路拡大

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 91へ

27 森林整備・林業振興事業（補助金） (農林水産業費) 113,057 林業振興課

造林・間伐・搬出等の森林整備に対する助成 (457-2159)

28 FSC認証材利用拡大推進事業 (農林水産業費) 3,290 林業振興課

FSC認証材である天竜材の地産外商等の推進 (457-2159)

・ 大手企業等とのセールスミーティング

〈新規〉

29 天竜材人材育成・担い手確保事業（補助金） (農林水産業費) 10,750 林業振興課

林業、木材製造業及び建設業の新規就業者の技術力向上や (457-2159)

担い手確保の取組等に対する助成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 92へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

〈新規〉

30 スマート林業推進事業 (農林水産業費) 10,000 林業振興課

市道等を管理する土木部の道路施設情報システムと連携した (457-2159)

林道管理システムの構築

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 93へ

31 林業成長産業化推進事業 (農林水産業費) 61,437 林業振興課

FSC認証製品の多様な分野への展開に向けた開発・生産・流通 (457-2159)

に対する支援

32 漁港整備事業 (農林水産業費) 133,689 農業水産課

漁業者の利便性及び安全性向上を目的とした漁港や漁場の整備 (592-8816)

・ 村櫛漁港機能保全事業

・ 県営舞阪漁港整備事業費負担金

33 食肉地方卸売市場　整備工事費 （と畜場・市場事業特別会計） 22,881 食肉地方卸売

※整備工事費（と畜場管理費） 17,981千円　　　　 市場

　 整備工事費（市場管理費） 4,900千円の合計 （461-7555）

食肉の安全かつ効率的な流通を確保するための、豚自動皮剥機

オーバーホール工事等の実施

〈新規〉

34 新食肉センター再編整備事業負担金 （と畜場・市場事業特別会計） 4,123 食肉地方卸売

県が実施する小笠食肉センターと市食肉地方卸売市場の再編 市場

整備事業に対する負担金 （461-7555）

・ 新食肉センター再編整備事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 172へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

35 中央卸売市場再整備基本構想策定事業(中央卸売市場事業特別会計) - 中央卸売市場

卸売市場法改正や社会環境の変化に対応するため、 (427-7402)

市場再整備や維持管理手法の方針を策定

債務負担行為の設定　10,159千円（4年度まで）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 173へ

36 中央卸売市場事業　整備工事費 (中央卸売市場事業特別会計) 126,903 中央卸売市場

施設の老朽化や卸売業者からの要望に対応するための、駐車場 (427-7402)

舗装改修工事や都市ガス管改修工事等の実施
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①　子どもの育ちを支え、若者の自立を応援するまちづくり（こども家庭部）

予算額(千円) 所管課

1 子ども・若者支援プラン推進事業 (民生費) 937 次世代育成課

「浜松市子ども・若者支援プラン」に基づく業務の進捗管理 （457-2795）

・ 子育て支援に関するアンケート調査

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 45へ

2 浜松こども館管理運営事業 (民生費) 178,663 次世代育成課

浜松こども館の管理運営 （457-2795）

・ ザザシティ浜松中央館外壁改修工事負担金

3 地域少子化対策強化事業 (民生費) 1,343 次世代育成課

結婚や出産を望む男女の希望をかなえるための結婚等に （457-2795）

対するサポート等

・ 少子化に関するアンケート調査

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 45へ

〈新規〉

4 青少年活動デジタル運営経費 (民生費) 9,597 次世代育成課

青少年活動費のデジタルに関する経費
（青少年育成センター）

・ （拡充）SNSを活用した若者相談支援事業 （457-2418）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 46へ

5 児童家庭相談事業 (民生費) 13,199 子育て支援課

育児負担の軽減や児童虐待防止のための関係機関との （457-2792）

連携及び家庭児童相談

・ 支援対象児童等見守り強化事業

事業名及び事業内容

子育て・教育分野別計画2
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

6 養育支援訪問事業 (民生費) 3,667 子育て支援課

養育支援が必要と思われる家庭に対する育児・家事の援助及び （457-2792）

育児に関する技術的援助

7 母子生活支援・助産施設保護事業 (民生費) 27,593 子育て支援課

監護すべき母子及び経済的理由で入院助産を受けることができ （457-2792）

ない妊産婦に対する専門施設における保護・支援

8 児童福祉施設整備助成事業（補助金） (民生費) 167,266 子育て支援課

児童養護施設が実施する大規模改修に対する助成 （457-2792）

9 児童福祉施設専門機能強化助成事業（補助金） (民生費) 22,689 子育て支援課

児童養護施設の心理療法担当職員の加配、医療機関等 （457-2792）

連絡調整員及び育児指導担当職員の配置に対する助成

10 児童養護施設等業務改善費助成事業（補助金） (民生費) 28,560 子育て支援課

施設職員の離職防止のための児童養護施設等の業務負担軽減 （457-2792）

に対する助成

11 社会的養護体制整備事業 (民生費) 66,190 子育て支援課

社会的養護を担う施設の環境改善を行うことによる入所児童の （457-2792）

処遇向上及び児童虐待防止の市民への周知

・ 保育所等における新型コロナウイルス感染症対応

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 47へ

12 地域子育て支援拠点事業 (民生費) 283,541 子育て支援課

子育て中の親子や妊婦を対象とした情報提供や支援を行う場 （457-2792）

の運営

・ 子育て支援ひろば（25か所）、児童館（4か所）
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

13 地域子育て推進事業 (民生費) 6,563 子育て支援課

地域で子ども・子育てを支える環境づくりの推進及び妊娠期 （457-2792）

から子育て期にわたる切れ目のない支援

14 発達支援広場事業 (民生費) 49,419 子育て支援課

発達障がいの疑いのある子どもとその親への交流の場の提供、 （457-2792）

育児方法の指導や早期療育の必要性の啓発

・ （拡充）センター型（8会場）

・ 施設型　　　　　　　（3会場）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 48へ

15 子供の貧困対策コーディネーター事業 (民生費) 4,529 子育て支援課

行政、関係機関、支援団体が連携し、地域で子供を支える体制 （457-2792）

づくりを行う上で中心的な役割を果たすコーディネーターを設置

16 学習支援事業 (民生費) 47,360 子育て支援課

ひとり親家庭や生活困窮世帯などの経済的困難を抱える家庭の （457-2792）

児童に対する学習支援

17 母子家庭福祉対策事業 (民生費) 14,062 子育て支援課

ひとり親家庭等の自立促進と生活の安定のための就業・生活支援 （457-2792）

・ ひとり家庭等日常生活支援事業

・ 母子家庭等就業・自立支援事業

・ （新規）養育費確保支援事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 49へ

18 母子家庭等自立支援給付金事業 (民生費) 31,164 子育て支援課

ひとり親家庭の親の雇用安定及び就職促進のための母子 （457-2792）

家庭等自立支援給付金の支給
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

19 母子家庭等医療費助成事業 (民生費) 238,190 子育て支援課

ひとり親家庭等の医療費の保険診療にかかる自己負担分の （457-2792）

一部に対する助成

・ 自己負担　入通院　1か月1医療機関500円

20 遺児等福祉手当支給事業 (民生費) 34,241 子育て支援課

父母等が交通事故、病気等により死亡または障害の状態となった （457-2792）

児童に対する福祉手当等の支給

21 児童扶養手当支給事業 (民生費) 2,295,884 子育て支援課

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護する （457-2792）

母子・父子家庭等に対する児童扶養手当の支給

22 ひとり親家庭等自立支援手当支給事業 (民生費) 15,599 子育て支援課

2人以上の児童を監護する児童扶養手当受給者の自立に向けて （457-2792）

市独自の手当を支給

23 子ども医療費助成事業 (民生費) 2,457,613 子育て支援課

中学生までの子どもの医療費の保険診療にかかる自己負担分の （457-2792）

一部に対する助成

・ 自己負担　入院　1日500円、通院　1回500円　

24 高校生世代医療費助成事業 (民生費) 362,025 子育て支援課

中学校卒業から18歳に達する年度末までの高校生世代 （457-2792）

医療費の保険診療にかかる自己負担分の一部に対する助成

・ 自己負担　入院　1日500円、通院　1回500円　

25 児童手当支給事業 (民生費) 12,736,111 子育て支援課

中学校修了前の児童を監護する者に対する児童手当の支給 （457-2792）
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

26 児童保護事業 (民生費) 1,398,188 児童相談所

児童養護施設等への措置費の支給 （457-2703）

27 里親支援事業 (民生費) 3,056 児童相談所

社会的養護が必要な児童に対する新規里親の確保及び （457-2703）

里親の支援

28 市立保育所運営事業 (民生費) 116,406 幼児教育・保育課

市立保育所の管理運営に要する経費 （457-2827）

・ （新規）市立保育所における医療的ケア児保育事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 50へ

29 市立保育所施設整備事業 (民生費) 26,246 幼児教育・保育課

市立保育所の修繕等の施設整備 （457-2827）

・ （新規）佐鳴台保育園移転改築事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 51へ

30 病児・病後児保育事業 (民生費) 65,147 幼児教育・保育課

病気または病気回復期の乳幼児及び小学生を専用スペースで （457-2827）

看護師等と保育士が一時的に保育

31 保育ママ事業 (民生費) 4,111 幼児教育・保育課

保育ママとして認定された保育士等が自宅等の適切な場所で （457-2827）

保育を実施

・ 対象地域　　天竜区
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

32 特定教育・保育施設運営事業 (民生費) 16,187,391 幼児教育・保育課

認定こども園、新制度私立幼稚園、私立保育所の管理運営に （457-2827）

対する給付

・ 認定こども園　　　　　 69園　定員10,607人

　　　　　　　　　　　　　　（令和2年度：66園　10,150人）

・ 新制度私立幼稚園　　 9園　定員1,899人

　　　　　　　　　　　　　　（令和2年度：  3園　　930人）

・ 私立保育所　　　　　　43園　定員4,450人

　　　　　　　　　　　　　　（令和2年度：40園　4,260人）

33 特定地域型保育事業所運営事業 (民生費) 2,211,202 幼児教育・保育課

特定地域型保育事業所の管理運営に対する給付 （457-2827）

・ 小規模保育事業    52施設　定員823人

　　　　　　　　　　　　　（令和2年度： 39施設　613人）

・ 事業所内保育事業 11施設　定員559人

　　　　　　　　　　　　　（令和2年度： 10施設　550人）

34 保育士等確保対策費助成事業（補助金） (民生費) 321,186 幼児教育・保育課

働きやすい環境整備による保育士確保を促進するために （457-2827）

私立保育所等が行う事業に対する助成

・ 在園児下の子の優先利用支援事業

・ 保育士宿舎借り上げ支援事業

35 サテライト型小規模保育事業費助成事業（補助金） (民生費) 9,098 幼児教育・保育課

3歳到達時の小規模保育事業から保育所等への円滑な接続を （457-2827）

図るための「連携支援コーディネーター」を配置する施設に

対する助成
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

36 私立保育所等事業費助成事業（補助金） (民生費) 811,466 幼児教育・保育課

多様化する保護者のニーズに対応するために私立保育所等が （457-2827）

行う特別保育事業に対する助成

・ （拡充）余裕活用型一時預かり事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 52へ

37 私立保育所等入所児童処遇向上費助成事業（補助金） (民生費) 1,455,113 幼児教育・保育課

私立保育所等の職員及び児童の処遇改善等に対する助成 （457-2827）

38 認証保育所助成事業（補助金） (民生費) 51,384 幼児教育・保育課

認証保育所の保育水準向上と児童の処遇改善に対する助成 （457-2827）

39 認証保育所利用者助成事業（補助金） (民生費) 36,240 幼児教育・保育課

認証保育所に入所する3歳未満の児童の利用者負担に （457-2827）

対する助成

40 私立保育所等施設整備費助成事業（補助金） (民生費) 683,912 幼児教育・保育課

保育所等利用待機児童解消のための私立保育所等の施設整備費 （457-2827）

に対する助成

・ 創設4施設、増築1施設

・ 令和4年度に定員410人増

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 53へ

41 幼児教育・保育無償化関連事業 (民生費) 96,151 幼児教育・保育課

幼児教育・保育の無償化の対象施設・事業の利用者負担に対する （457-2827）

支援

・ 認可外保育施設　　 ・認証保育所

・ 一時預かり事業　　　・病児・病後児保育事業
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

〈新規〉

42 保育事業デジタル運営経費 (民生費) 27,428 幼児教育・保育課

保育所費のデジタルに関する経費 （457-2827）

・ (新規)市立保育園職員勤務割表作成事務AI導入事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 54へ

43 保育事業運営経費 (民生費) 19,665 幼児教育・保育課

幼児教育・保育課の一般事務に要する経費 （457-2827）

・ 保育士修学資金等貸付事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 55へ

44 保育所等利用待機児童の解消 (民生費、教育費) 872,794 幼児教育・保育課

※認証保育所利用者助成事業（補助金）　　  　　   36,240千円 （457-2827）

　 私立保育所等施設整備費助成事業（補助金）　683,912千円

   私立幼稚園教育振興助成事業（補助金）

　　                  　 　 　　　 　221,033千円の一部　152,642千円の合計

・ 令和3年度は、認定こども園や保育所等の定員を779人増

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 56へ

45 私立幼稚園教育振興助成事業（補助金） (教育費) 221,033 幼児教育・保育課

私立幼稚園の教育環境の向上及び教育施設の充実に対する助成 （457-2827）

・ 私立幼稚園教育振興等事業費補助金

・ 幼稚園型一時預かり事業費補助金

46 幼児教育・保育無償化関連事業 (教育費) 2,329,962 幼児教育・保育課

幼児教育・保育無償化の対象施設・事業の利用者負担に対する （457-2827）

支援

・ 従来型幼稚園入園料保育料　　

・ 預かり保育料　　　　　　　　　　　・副食費
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② 市民協働による未来創造へのひとづくり（学校教育部）

予算額(千円) 所管課

1 コミュニティ・スクール推進事業 (教育費) 39,255 教育総務課

※（教育総務費）附属機関の委員等 （457-2401）

　 学校運営協議会委員報酬 　 6,656千円 　　　　

　 （教育総務費）会計年度任用職員

　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,597千円の一部　2,537千円　　　　 

　 コミュニティ・スクール推進事業 　30,062千円の合計

学校・家庭・地域が連携・協働して学校運営を進める

「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」の推進

　・ （拡充）新たに小中学校40校に学校運営協議会を設置 計91校

令和6年度までに全小中学校への導入を目指す

　・ 研修会の開催や制度周知のためのリーフレット作成　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 154へ

2 放課後児童会運営支援事業 (教育費) 1,171,410 教育総務課

放課後児童会の運営 （457-2401）

・ （拡充）162か所（20か所の増）、定員7,228人（670人増）

・ （拡充）運営上の責任の明確化、支援員等の処遇、サービス

の統一及び拡充などの課題に対応するため、運営委託化

モデル事業の実施箇所を拡大　31か所（6か所の増）

・ （新規）新たな委託方式による放課後児童会運営（債務

負担行為）

令和4、5年度の委託方式による運営の本格実施　74か所

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 155へ

事業名及び事業内容
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

3 放課後児童会待機児童の解消 (教育費) 511,872 教育総務課

※放課後児童会施設整備事業　511,872千円 （457-2401）

余裕教室の活用や専用施設整備等による待機児童の解消

・ （拡充）葵が丘小学校放課後児童会　定員80人

・ （拡充）富塚西小学校放課後児童会　定員100人

・ （拡充）有玉小学校放課後児童会　　 定員100人

・ （拡充）北浜北小学校放課後児童会　定員80人

・ （拡充）北浜小学校放課後児童会　　 定員80人

※ 消防団庁舎との複合施設

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 156へ

4 学校情報技術環境整備事業 (教育費) 1,669,691 教育施設課

学校用グループウェア、教育ネットワーク及び情報機器の （457-2403）

運営管理

・ 教育の情報化推進アドバイザー配置事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 157へ

5 小中学校学習者用タブレット型端末等整備事業 (教育費) 1,254,736 教育施設課

※学校情報技術環境整備事業　1,669,691千円の一部　1,982千円　　　　 （457-2403）

　 小中学校学習者情報環境整備事業　 1,252,754千円の合計

・ （拡充）学習者用タブレット型端末導入　約9,000台

・ （新規）モバイルアクセス回線導入

体育の授業における器械運動や球技等の技能実習における

見本動画のオンライン視聴など体育館や運動場での端末活用

の検証　　導入数：小学校4校28台、中学校2校14台

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 158へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

6 教職員住宅管理事業 (教育費) 17,668 教育施設課

天竜区における教職員住宅の維持管理 （457-2403）

・ 水巻寮教職員住宅改築設計業務委託

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 159へ

7 教職員管理運営経費 (教育費) 13,413 教職員課

教職員課の一般事務 （457-2414）

・ （新規）教員採用LINE公式アカウント開設

教員採用選考試験や各種教職員の募集、イベント情報等

を発信

8 市立教職員研修事業 (教育費) 17,955 教育センター

市立幼稚園、小・中学校の教職員研修 （439-3120）

・ （拡充）教育の情報化推進リーダー養成研修事業

全小中学校に1人以上の教育の情報推進リーダー育成のため

G Suite応用研修や学習アプリケーション活用研修を実施

〈新規〉

9 教員免許状更新講習オンデマンド事業 (教育費) 7,904 教育センター

※免許状更新講習事業　 3,682千円　　　　　　　　　　　　 　　　　 （439-3120）

   （新規）教育センターデジタル運営経費　

4,540千円の一部　4,222千円の合計

オンデマンド方式による教員免許状更新講習の実施

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 160へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

10 指導員、支援員の充実 (教育費) 672,635 教職員課

※（教育指導費）会計年度任用職員 （457-2414）

358,870千円の一部　274,731千円　　　　 指導課

　 （小学校教職員管理費）会計年度任用職員 （457-2411）

846,594千円の一部　290,903千円　　　　 市立高等学校

　 （中学校教職員管理費）会計年度任用職員 （453-1105）

337,068千円の一部　104,296千円　　　　 

　 （市立高校管理費）会計年度任用職員

20,081千円の一部     　2,705千円の合計

スクールカウンセラーの配置

・ 55人（2人増）

部活動指導員の配置

・ 46人（1人増）

発達支援教室支援員及びスクールヘルパーの配置

・ 発達支援教室支援員　101人（4人増） 

・ スクールヘルパー　　   134人（3人増）

（新規）外国人児童生徒複数校派遣型教科指導員

・ 4人（皆増）

校内適応指導教室支援員の配置

・ 24人（1人増）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 161へ

11 不登校対策事業 (教育費) 259,685 指導課

※（教育指導費）会計年度任用職員 （457-2428）

　 358,870千円の一部　199,806千円 　　　　

　 不登校児支援推進事業 59,879千円の合計

不登校対策の3本柱である未然防止・初期対応・自立支援の充実

・ 校外適応指導教室　9教室（1教室の増）

・ 校内適応指導教室　21教室（1教室の増）
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

12 発達支援教育推進事業 (教育費) 34,868 指導課

障害のある子供に対する適切な就学支援及び共生共育の （457-2428）

推進・充実

・ 訪問看護業務委託等による医療的ケアの実施

・ （新規）多層指導モデルＭＩＭ導入事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 162へ

13 教育研究・指導事業 (教育費) 29,337 指導課

小中学校の教育の充実・改善 （457-2411）

・ 英語力向上事業

外部試験導入による指導力及び英語力の向上　モデル校9校

・ （新規）授業目的公衆送信補償金

市立小中学校の授業における著作物の公衆送信を可能にし

著作物をより円滑に利用

14 外国人子供教育支援推進事業 (教育費) 49,762 指導課

共生社会の一員である外国人児童生徒の学習や成長の支援 （457-2428）

・ 日本語指導及び母国語支援事業

・ （新規）初期適応指導動画の作成、ポケトークの導入

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 163へ

15 教育相談支援事業 (教育費) 8,393 指導課

教育総合支援センター（イーステージ7階）における子供や （457-2428）

保護者等からの相談対応等

・ いじめ電話相談（24時間体制）

・ 心理相談員による相談

16 生きた英語力育成事業 (教育費) 249,212 指導課

外国語指導助手（ALT）の配置 （457-2411）

・ ALT人数　60人
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

17 理科・ものづくり教育支援事業（負担金） (教育費) 3,000 指導課

理科・ものづくりの学習の場や体験活動の実施 （457-2411）

18 夢育やらまいか事業（負担金） (教育費) 85,315 指導課

家庭や地域との連携による地域や子どもの実態に応じた （457-2411）

それぞれの学校ならではの特色ある学校づくり

・ 学校特色化推進事業

夢をはぐくむ学校づくり推進協議会に対する負担金

（全142協議会）

・ 音楽バス事業

音楽発表会事業対象校の実施協議会に加算（13協議会）

・ やらまいか教育推進事業

実体験により地域の良さを知り、郷土愛を醸成する活動や、

起業家教育を通じて、やらまいか精神を醸成する活動を行う

実施協議会に加算（30協議会）

19 オリパラ教育地域拠点推進事業 (教育費) 7,307 指導課

オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開 （457-2411）

事業の実施

・ 地域拠点の体制整備

・ 地域セミナー、ワークショップ、市民フォーラム等の開催

・ オリパラ教育推進校での教育実践

20 かわな野外活動センター施設整備事業 (教育費) 81,680 指導課

・ 本館・宿泊棟屋外給水管更新工事 （457-2411）

・ 本館ろ過機設備機器更新工事

21 私立学校教育振興助成事業（補助金） (教育費) 14,535 次世代育成課

市内私立小・中学校、高等学校における教育環境の改善や質の （457-2795）

向上のため、各学校法人が行う教育振興事業に対する補助金
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

22 校務アシスタント配置事業 (教育費) 89,584 教職員課

※（小学校教職員管理費）会計年度任用職員 （457-2414）

846,594千円の一部　59,054千円　　　　 

　 （中学校教職員管理費）会計年度任用職員

337,068千円の一部　30,530千円　　　　 

全市立小中学校への配置による教員の多忙化解消

・ 144人（小学校96人、中学校48人）

・ CS（学校運営協議会制度）ディレクターとの統合

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 164へ

23 学校における新型コロナウイルス感染症対応 (教育費) 29,972 教職員課

※（小学校教職員管理費）人事管理事業 （457-2414）

141,871千円の一部　18,696千円　　　　 教育施設課

　 （中学校教職員管理費）人事管理事業 （457-2403）

107,434千円の一部　10,107千円　　　　 市立高等学校

　 （市立高校管理費）会計年度任用職員 （453-1105）

20,081千円の一部    1,169千円の合計

校内の定期的な消毒作業などを行う緊急スクール・サポーター等

の配置

・ 市立小学校（18学級以上）46校、中学校（15学級以上）26校

・ 市立高等学校

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 165へ

24 学校建設事業 (教育費) 666,084 教育施設課

※小学校建設事業　　525,388千円 　　　 （457-2403）

　 中学校建設事業　　140,696千円の合計

・ 改築　船越小、可美小、神久呂小、西部中など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 166へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

25 小中学校空調設備整備及び維持管理事業 (教育費) 251,687 教育施設課

※小学校管理事業　学校管理委託事業 （457-2403）

280,030千円の一部　  11,269千円　　　　 

　 小学校施設整備事業 854,977千円の一部　149,236千円　　　　 

　 中学校管理事業　学校管理委託事業

147,818千円の一部　    4,361千円　　　　 

　 中学校施設整備事業 453,586千円の一部　  86,821千円の合計

・ 小中学校空調設備整備事業

個別指導教室　小学校43教室、中学校27教室

・ 小中学校空調設備維持管理業務委託

PFI方式により設置した小学校53校、中学校27校の空調設備

の維持管理

26 学校施設長寿命化事業 (教育費) 782,133 教育施設課

※小学校施設整備事業　　854,977千円の一部　489,805千円 （457-2403）

　 中学校施設整備事業　　453,586千円の一部　292,328千円の合計

・ 劣化調査

・ 基幹設備の更新

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 167へ

〈新規〉

27 市立高校管理デジタル運営経費 (教育費) 45,020 市立高等学校

市立高校のデジタル関連事業 （453-1105）

・ 市立高校ＩＣＴ環境整備事業

国の示すGIGAスクール構想の実現及び新学習指導要領に

基づくICTを活用した授業等の推進

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 168へ

55



予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

28 市立高校施設整備事業 (教育費) 24,352 市立高等学校

・ 長寿命化計画策定（劣化調査） （453-1105）

・ スポーツ床タラフレックスによる体育館等床面張替工事

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 169へ

29 学校安全事業 (教育費) 10,161 健康安全課

学校安全（災害、生活、交通）の対応 （457-2422）

〈新規〉

30 学校給食費公会計化事業 (教育費) 18,667 健康安全課

※（新規）学校給食費公会計化事業 6,694千円　　　　 （457-2422）

　 （新規）健康安全デジタル運営経費　

15,933千円の一部　11,973千円の合計

学校給食費を市が保護者から直接徴収・管理（令和4年度導入）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 170へ
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① みんなの力で自然災害から生き残る（危機管理監）

予算額(千円) 所管課

1 災害対策本部事業 (消防費) 13,380 危機管理課

災害対策本部の運営 (457-2537)

・ 防災情報システムの機能追加

2 地域防災計画整備事業 (消防費) 1,222 危機管理課

地域防災計画の修正等 (457-2537)

3 津波対策事業 (消防費) 5,089 危機管理課

地区の津波避難計画作成支援等 (457-2537)

4 市民防災意識啓発事業 (消防費) 4,274 危機管理課

市民の防災力及び意識の向上 (457-2537)

・ 家具転倒防止事業

・ 各区の災害特性に応じた防災啓発事業等

5 防災施設・資機材維持管理事業 (消防費) 131,289 危機管理課

大規模災害の発生に備えた備蓄食料等の更新や避難所看板等の (457-2537)

維持管理及びマンホールトイレの整備

・ （新規）災害時電源確保事業

次世代自動車及び外部給電器の配備、

（一財）災害時電源等派遣互助協会（PAJ）への加入

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 153へ

安全・安心・快適

事業名及び事業内容

分野別計画３
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

6 情報通信事業 (消防費) 71,155 危機管理課

防災行政無線、衛星携帯電話等の防災情報通信網の維持管理 (457-2537)

及び整備

7 災害情報伝達手段整備事業 (消防費) 14,552 危機管理課

携帯電話網及びデジタル同報無線を主な通信方式とした情報 (457-2537)

伝達手段の整備

・ アナログ同報無線のデジタル化　

デジタル同報無線は3年4月から運用開始

8 防災学習センター管理運営事業 (消防費) 47,770 危機管理課

災害に強いまちづくりの実現に向けた防災教育の充実を図る (457-2537)

ために設置された施設の維持管理

9 自主防災組織支援事業 (消防費) 96,403 危機管理課

自主防災隊に対する支援、助成 (457-2537)

・ 可搬ポンプの更新及び収納庫の整備

・ 自主防災隊が実施する防災資機材の整備や防災訓練に

対する助成
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② 安全で安心して暮らせる持続可能な地域社会づくり（市民部（市民生活課））

予算額(千円) 所管課

1 空家対策事業 (総務費) 20,743 市民生活課

不適切な管理状況にある空家所有者に対する指導等 (457-2230)

・（拡充）空家除却促進事業費補助金

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 16へ

2 消費生活支援事業 (総務費) 11,084 市民生活課

消費生活に関する相談事業、啓発事業、消費者団体の育成
（くらしのセンター）

・小中学校を対象とした消費者教育教材作成事業 (457-2635)

3 基地周辺整備事業 (総務費) 112,957 市民生活課

基地周辺の公共施設及び設備の整備 (457-2230)

・道路整備工事

・消防ポンプ自動車2台の購入

4 マイナンバーカード交付促進事業 (総務費) 35,570 市民生活課

※（市民窓口費）会計年度任用職員 (457-2130)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,378千円の一部　 4,274千円

　戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　475,267千円の一部　16,663千円

　（新規）市民窓口デジタル運営経費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114,394千円の一部　14,633千円の合計

戸籍・住民基本台帳・印鑑登録等の窓口業務

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 39へ

5 斎場再編・整備事業 (衛生費) 20,631 市民生活課

斎場再編・整備方針に基づき、市内7斎場を集約・再編 (457-2230)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 62へ

事業名及び事業内容
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

6 墓園等整備・管理事業 (衛生費) 136,809 市民生活課

市営墓地の管理運営 (457-2230)
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③ 市民が集う活力ある都市づくり（都市整備部）

予算額(千円) 所管課

1 地震対策推進事業 (土木費) 185,741 建築行政課

民間建築物の耐震化の推進 (457-2473)

・ ブロック塀等耐震改修助成事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 121へ

・ 住宅・建築物耐震改修事業

・ 耐震シェルター整備費助成事業（補助金）　など

2 都市計画図等管理事業 (土木費) 67,303 都市計画課

都市計画に関する決定や変更等に伴う都市計画図、都市計画 (457-2363)

基本図等の修正

3 都市計画区域マスタープラン調査検討事業 (土木費) 14,902 都市計画課

都市計画区域マスタープランの策定に向けた都市計画基礎調査 (457-2363)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 132へ

4 浜松版スマートタウン開発支援事業　（補助金） (土木費) 190,077 土地政策課

スマートタウン開発の促進に向けた開発事業者への支援 (457-2365)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 133へ

5 景観形成事業 (土木費) 4,253 土地政策課

歴史的風致維持向上計画の策定 (457-2656)

・ 歴史的風致維持向上計画策定事業 文化財課

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 134へ (457-2466)

6 バス交通等対策助成事業 (土木費) 321,079 交通政策課

地域公共交通の活性化及び再生の推進 (457-2441)

・ バス退出路線における代替手段の確保

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 135へ

事業名及び事業内容
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

7 鉄道駅バリアフリー化設備整備費助成事業（補助金） (土木費) 73,667 交通政策課

鉄道事業者が実施する鉄道駅のバリアフリー化事業に対して、 (457-2441)

国と協調して助成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 136へ

8 鉄道施設耐震対策助成事業（補助金） (土木費) 123,000 交通政策課

交通事業者が実施する鉄道施設耐震対策に対する助成 (457-2441)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 136へ

〈新規〉

9 交通施設再整備事業 (土木費) 59,450 交通政策課

八幡駅と一体となっている歩道橋のバリアフリー化 (457-2441)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 136へ

10 天竜浜名湖鉄道経営支援事業（経営助成事業（補助金）） (土木費) 66,930 交通政策課

天竜浜名湖鉄道の経営に対する助成 (457-2441)

〈新規〉

11 天竜浜名湖鉄道自然災害等復旧助成事業（補助金） (土木費) 30,000 交通政策課

天竜浜名湖鉄道の災害復旧に対する助成 (457-2441)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 137へ

〈新規〉

12 浜北中央北地区公共施設整備事業 (土木費) 30,157 市街地整備課

浜北中央北土地区画整理事業と併せて行う公共施設整備 (457-2746)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 138へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

13 船明土地区画整理組合支援事業（補助金） (土木費) 47,000 市街地整備課

船明土地区画整理事業に対する補助金 (457-2746)

〈新規〉

14 浜北中央北土地区画整理組合支援事業（補助金） (土木費) 10,000 市街地整備課

浜北中央北土地区画整理事業に対する補助金 (457-2746)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 138へ

15 土地区画整理等調査事業 (土木費) 23,951 市街地整備課

土地区画整理事業の調査等 (457-2366)

・ 高塚駅北第2地区土地区画整理事業関係調査　　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 139へ

16 舘山寺総合公園運営事業（一般整備事業） (土木費) 137,032 緑政課

舘山寺総合公園の基盤整備 (457-2586)

・ 八つ橋改修工事

・ 高架水槽改修工事（配水管改修）　など

〈新規〉

17 はままつフラワーパークＮＥＸＴ５０事業 (土木費) 6,416 緑政課

次の50年に向けた浜松市の花みどりの魅力を発信する事業 (457-2586)

・ わらアート

・ コンテナ&ハンギングコンテスト　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 140へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

18 モザイカルチャー推進事業 (土木費) 5,511 緑政課

モザイカルチャー普及事業 (457-2586)

・ 浜松駅北口のモザイカルチャー「出世大名家康くん」

の植栽更新

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 141へ

19 浜松城公園長期整備構想推進事業 (土木費) 67,253 緑政課

元城小学校跡地における埋蔵文化財発掘調査 (457-2586)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 142へ 文化財課

(457-2466)

20 浜松城公園整備事業 (土木費) 110,712 公園課

浜松城公園の整備 (457-2353)

・ 歴史ゾーン整備事業

・ 鹿谷地区整備事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 143へ

21 遠州灘海浜公園篠原地区東関連事業 (土木費) 296 公園課

県へ整備を要望している野球場建設にかかる検討　など (457-2353)

22 公園施設改良事業 (土木費) 175,399 公園管理事務所

公園内施設や園路等の老朽化に伴う改修、市民要望に応じた改良 (473-1829)

・ 東岨緑地防災対策工事

・ 都市公園LED化工事　など

64



予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

23 ビーチスポーツ施設整備事業 (土木費) 3,403 公園管理事務所

遠州灘海浜公園江之島地区におけるビーチスポーツ施設の整備 (473-1829)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 28へ

24 住まいづくり推進事業 (土木費) 36,317 住宅課

住まいづくり全般にわたる調査研究、施策の推進 (457-2460)

・ 住生活基本計画見直し事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 144へ

・ 多世帯住まい支えあい事業
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④ 安全な生活基盤づくり（土木部）

予算額(千円) 所管課

1 道路・街路・河川事業 (土木費) 20,864,591 道路企画課

道路及び河川施設の整備及び維持修繕等 (457-2375)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 123へ 道路保全課

・ 小規模・中規模要望事業 (457-2425)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 124へ 河川課

(457-2451)

2 道路交通調査事業 (土木費) 26,300 道路企画課

道路交通ネットワークの構築に向けた調査検討 (457-2427)

3 交通安全施設等整備・修繕事業 (土木費) 2,861,943 道路企画課

歩道等の交通安全施設の整備・修繕や交差点の改良等 (457-2232)

・ 交通事故ワースト１脱出事業　

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 125へ

4 交通安全推進事業 (土木費) 126,481 道路企画課

交通安全に対する啓発活動等 (457-2232)

5 スマートインターチェンジ関連整備事業 (土木費) 215,000 道路企画課

スマートインターチェンジアクセス道路等の整備 (457-2432)

・ 市道有玉南初生線バイパス　など

事業名及び事業内容
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

6 三遠南信自動車道関連整備事業 (土木費) 1,589,000 道路企画課

三遠南信自動車道の現道改良区間等の整備 (457-2432)

・ 現道改良区間　国道152号（池島・大原区間）

・ 国直轄道路事業関連　

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 126へ

7 国直轄道路事業（負担金） (土木費) 1,446,000 道路企画課

国が実施する道路整備事業等への負担金 (457-2432)

・ （再掲）三遠南信自動車道（青崩峠道路等）の整備

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 126へ

・ 国道1号交通安全施設の整備、無電柱化等

8 道路施設維持管理事業 (土木費) 344,240 道路保全課

・ 冠水時自動通行止装置（遮断機）設置事業 (457-2425)

主要なアンダーパスへ自動通行止装置の設置

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 127へ

9 道路維持修繕事業 (土木費) 8,902,066 道路保全課

道路・橋りょう等の修繕 (457-2425)

・ 原田橋関連整備事業

・ 橋りょう・トンネル長寿命化事業

　法定点検結果に基づく橋りょう、トンネル修繕

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 128へ

・ 舗装長寿命化事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 129へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

10 橋りょう耐震補強事業 (土木費) 463,080 道路保全課

緊急輸送路等の橋りょう耐震補強 (457-2425)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 130へ

11 駐輪場維持管理事業 (土木費) 19,226 道路保全課

市内一円の自転車等駐車場の維持管理 (457-2425)

・ 浜松駅周辺自転車等駐車場再整備事業

12 ポンプ場等維持管理事業 (土木費) 332,568 河川課

ポンプ場及び樋門等の維持管理 (457-2451)

・ ポンプ場長寿命化事業（西部排水機場長寿命化第5期工事）

〈新規〉

13 河川デジタル運営経費 (土木費) 34,760 河川課

土木防災情報システム等の維持管理 (457-2451)

・ （拡充）土木防災情報システム機器更新事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 131へ

14 河川改良事業 (土木費) 873,429 河川課

河川改修等総合治水対策 (457-2451)

・ 高塚川流域浸水対策アクションプラン

15 河川維持修繕事業 (土木費) 713,250 河川課

市内一円の河川及び排水路の維持修繕、安全保護柵の設置等 (457-2451)

16 浸水対策支援事業 (土木費) 5,000 河川課

浸水被害を軽減するため「土のうステーション制度」を実施 (457-2451)

・ 土のうステーション支援事業
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

17 都市計画道路整備事業 (土木費) 408,500 道路企画課

都市計画道路の整備　 (457-2375)

・ 美薗線、高林芳川線、植松伊左地線（山下工区）　など

18  都市下水路整備事業 (土木費) 65,000 河川課

市街地の浸水被害対策のための都市下水路の整備 (457-2451)

・ 西美薗都市下水路整備

・ 都市下水路点検業務　など

19 水防団活動事業 （消防費） 19,465 河川課

水防団の緊急出動及び訓練など水防団活動資機材等の整備 (457-2451)

・ 水防団活動被服更新事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 152へ
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⑤ いつでも、どこでも、迅速的確に対応する消防・救急体制づくり（消防局）

予算額(千円) 所管課

1 消防庁舎整備事業 (消防費) 22,402 消防総務課

消防庁舎の整備 (475-7524)

・ 消防指令センター改修工事設計

・ 東消防署上石田出張所止水板設置工事

・ 東消防署有玉出張所止水板設置工事

2 西消防署庄内出張所建設事業 (消防費) 321,636 消防総務課

耐震性の不足する西消防署庄内出張所の建設 (475-7524)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 145へ

3 立入検査等指導事業 (消防費) 4,342 予防課

立入検査、防火指導等 (475-7542)

4 火災予防思想普及啓発事業 (消防費) 1,413 予防課

市民を対象としたイベント等の火災予防広報活動 (475-7541)

5 消防用資機材維持管理事業 (消防費) 8,075 警防課

消防用資機材の維持管理 (475-7531)

6 消防車両購入事業 (消防費) 188,501 警防課

常備消防車両の更新等 (475-7531)

・ 水槽付消防ポンプ自動車１台、災害対応特殊水槽付消防

ポンプ自動車２台の更新

7 地震対策消防水利整備事業 (消防費) 87,903 警防課

耐震性貯水槽及び防火井戸の設置 (475-7531)

・ 40 型耐震性貯水槽4基、防火井戸6基

事業名及び事業内容

70



予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

8 救急高度化推進整備事業 (消防費) 185,007 警防課

高規格救急自動車の更新や救急救命士の養成等 (475-7531)

・ 高規格救急自動車4台の更新

・ （新規）SPD資器材管理委託事業

救急資器材の調達・購入・補充を一元管理

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 146へ

〈新規〉

9 救急業務デジタル運営経費 (消防費) 1,798 警防課

救急隊員・救急救命士の活動に要するデジタル化の推進 (475-7531)

・ (新規)救急隊員用タブレット型端末導入事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 147へ

10 消防航空隊運営維持管理事業 (消防費) 357,436 警防課

消防ヘリコプター及び消防へリポートの維持管理 (475-7531)

・ 消防ヘリコプター耐空証明検査事業　など

11 消防航空隊安全運航事業 (消防費) 28,420 警防課

消防ヘリコプター安全運航のための研修や訓練への参加 (475-7531)

・ 消防ヘリコプター操縦士の計器飛行証明取得事業　など

12 消防指令センター機能維持管理事業 (消防費) 344,417 情報指令課

消防指令センターの維持管理 (475-7551)

・ 消防救急デジタル無線ネットワーク機器更新事業　など
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

〈新規〉

13 消防指令センター再整備事業 (消防費) 34,196 情報指令課

消防指令管制システムの更新 (475-7551)

3年度消防指令管制システム調達準備　5年12月完成予定

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 148へ

14 消防団庁舎整備事業 (消防費) 147,314 消防総務課

消防団分団庁舎の整備 (475-7523)

・ 浜松第9分団庁舎移転改築事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 149へ

・ 浜北第3分団庁舎・北浜小学校放課後児童会の複合施設

建設事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 150へ

15 消防団資機材整備事業 (消防費) 10,488 消防総務課

・ 消防団活動に必要な資機材等の購入 (475-7523)

・ 水難救助、救急に必要な消耗品の購入

16 消防団運営経費 (消防費) 7,217 消防総務課

消防団運営に必要な消耗品等の購入 (475-7523)

・ 消防団による地域プロモーション事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 151へ
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⑥ 安全な水と快適な生活、社会環境を水循環で支える上下水道（上下水道部）

予算額(千円) 所管課

1 浄化槽助成事業 (衛生費) 373,487 お客さまサービス課

合併処理浄化槽の設置に対する助成 (474-7915)

2 飲料水供給施設維持管理事業 (衛生費) 19,524 天竜上下水道課

飲料水供給施設の修繕及び維持管理 (922-0034)

3 飲料水供給施設整備事業 (衛生費) 3,460 天竜上下水道課

飲料水供給施設改修及び老朽化した配水管等の更新 (922-0034)

4 生活用水応援事業 (衛生費) 2,551 天竜上下水道課

生活用水の宅配、水質検査、維持管理委託、施設整備及び修繕 (922-0034)

にかかる費用に対する補助金

5 水道施設の管路耐震化事業 (水道事業会計) 2,466,726 水道工事課

基幹管路（導水管、送水管、配水本管）の耐震化整備 (474-7413)

・ 曳馬幹線耐震化工事

・ 積志幹線耐震化工事　など

6 下水道施設の耐震化及び改築更新事業 (下水道事業会計) 5,295,153 下水道工事課

下水道管きょや終末処理場、ポンプ場施設の耐震化及び改築更新 (474-7514)

・ 幹線管きょ耐震化工事

・ 西遠浄化センターほか耐震補強工事

・ 終末処理場、ポンプ場設備改築工事　など

7 浸水対策事業 (下水道事業会計) 118,140 下水道工事課

浸水被害地域の総合的な治水対策の推進 (474-7514)

・ 安間川右岸排水区雨水幹線管きょ築造工事

事業名及び事業内容
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① 環境と共生した持続可能な社会の実現（環境部）

予算額(千円) 所管課

1 資源物処理事業 （衛生費） 242,247 廃棄物処理課

※廃棄物処理費  　             77,062千円 (453-0011)

 　平和清掃事業所費           97,866千円

 　浜北環境事業所費 　        49,561千円

 　天竜環境事業所費           17,758千円　の合計

資源物の中間処理及び再資源化

・ ペットボトル、プラスチック製容器包装、ガラスびん、

蛍光管、ライター、スプレー缶、乾電池及び水銀体温計の

中間処理業務

・ ガラスびんの再資源化業務

〈新規〉

2 西部清掃工場更新事業 （衛生費） 12,121 廃棄物処理課

西部清掃工場の更新に向けた基本計画等の策定 (453-6141)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 71へ

3 衛生工場整備事業 （衛生費） 199,667 廃棄物処理課

東部衛生工場、西部衛生工場の整備事業 (453-6141)

・ 西部衛生工場活性炭吸着塔更新工事

・ 西部衛生工場、東部衛生工場消防設備更新工事

・ 西部衛生工場高圧受変電設備更新工事

事業名及び事業内容

環境・エネルギー分野別計画４分野別計画４
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

4 新清掃工場整備事業 （衛生費） 2,109,477 廃棄物処理課

天竜区青谷に建設する新清掃工場の整備 (922-4800)

・ 施設整備及び運営事業（ＰＦＩ）

・ 設計・建設モニタリング業務委託

・ 環境影響調査業務委託

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 72へ

5 旧ごみ処理施設管理事業 （衛生費） 30,907 廃棄物処理課

※廃棄物処理費       　          8,368千円          (453-6141)

 　浜北環境事業所費             7,275千円         

 　天竜環境事業所費　         15,264千円　の合計       

休止中のごみ処理施設の維持管理

6 生ごみ減量推進事業 （衛生費） 8,074 ごみ減量推進課

生ごみ削減のための減量施策の実施 (453-6192)

・ エコレシピ推進事業

ＳＮＳを活用したエコレシピ実践キャンペーンを実施し、食品

 ロス削減の啓発を図る

・ 生ごみ処理機購入補助事業

生ごみ処理機購入にかかる費用の一部を助成

7 ごみ減量推進運営経費 （衛生費） 19,472 ごみ減量推進課

ごみ減量推進のための一般事務費 (453-6229)

・ （新規）事業系一般廃棄物の適正処理推進事業

全事業者に対する適正処理の周知および指導の強化

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 73へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

8 地球温暖化対策事業 (衛生費) 42,711 環境政策課

温暖化対策に資する自主的な取組みの推進 (453-6154)

・ （新規）電気自動車普及啓発事業

公用車に電気自動車6台導入

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 74へ

9 省エネルギー推進事業 （衛生費） 77,237 環境政策課

エネルギー使用量低減のための省エネ施策の実施 (453-6154)

・ 市有施設の照明LED化推進事業

幼稚園9施設、龍山保健センターなど　

23施設　1,737台

10 生物多様性保全事業 （衛生費） 31,821 環境政策課

希少種の保全、特定外来生物防除など生物多様性の保全 (453-6149)

・ 特定外来生物（クリハラリス）対策事業

・ （新規）特定外来生物（ヌートリア）対策事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 75へ

〈新規〉

11 環境とＳＤＧｓ一体推進トライアル事業 （衛生費） 6,147 環境政策課

　　 デジタルマーケティングの手法を活用した環境政策とＳＤＧｓの (453-6146)

一体的な普及啓発

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 76へ

12 産業廃棄物適正処理推進事業 （衛生費） 8,176 産業廃棄物対策課

産業廃棄物の適正処理推進のため、排出事業者や処理事業者に (453-6110)

対する監視指導、許認可の実施

・ 廃プラスチック類等不法投棄監視パトロール事業
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

13 水質保全事業 （衛生費） 7,156 環境保全課

佐鳴湖、浜名湖などの水質保全事業の実施 (453-6144)

14 雨水浸透ます普及事業 （衛生費） 1,808 環境保全課

佐鳴湖の水質浄化に向けた雨水浸透ますの設置促進 (453-6144)
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（産業部（エネルギー政策課））

予算額(千円) 所管課

1 スマート・エネルギー推進事業 （商工費） 94,423 エネルギー

エネルギー・スマートシティの実現に向けた住宅や事業所等の 政策課

省エネルギーやスマート化の推進 (457-2503)

・ マイクログリッド事業

公共施設へ創エネ・省エネ設備を導入し、隣接施設間で

効率的なエネルギー融通を行うマイクログリッドを形成

・ 事業所向けエネルギー自立分散型設備導入支援

事業費補助金

市内中小企業等が導入する太陽光発電及び蓄電池設備

にかかる費用を助成

・ 木質バイオマス設備導入支援事業費補助金

木質バイオマス設備導入の調査及び設計にかかる費用を助成

2 創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業 （商工費） 88,080 エネルギー

蓄電池等の設備を設置する市民に対する助成 政策課

(457-2503)

3 スマートマンション整備促進事業 （商工費） 4,254 エネルギー

太陽光発電システム等の設備を設置するデベロッパーまたは 政策課

マンション管理組合に対する助成 (457-2503)

事業名及び事業内容

② 再生可能エネルギー等の導入と省エネルギーの推進によるエネルギー自給率の向上
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① 人と人とのつながりをつくる社会の実現（健康福祉部）

予算額(千円) 所管課

1 民生委員・児童委員事業 (民生費) 164,158 福祉総務課

民生委員・児童委員の活動に対する支援 (457-2326)

2 社会福祉協議会地域福祉活動助成事業（補助金） (民生費) 167,397 福祉総務課

地域福祉の推進を図ることを目的とする浜松市社会福祉協議会が (457-2326)

実施する各種事業に対する補助金

・ 地区社会福祉協議会活動助成事業

3 日常生活自立支援助成事業（補助金） (民生費) 36,161 福祉総務課

浜松市社会福祉協議会による認知症高齢者、知的・精神障害者 (457-2326)

の自立支援事業に対する支援

4 コミュニティソーシャルワーカー配置支援事業（負担金）　 (民生費) 94,575 福祉総務課

地域の様々な福祉課題を解決につなげる体制づくりのため、 (457-2326)

浜松市社会福祉協議会が実施するコミュニティソーシャル

ワーカー（CSW）配置事業に対する負担金

・ （拡充）CSWの配置人数　15人

5 成年後見制度利用促進事業 (民生費) 15,176 福祉総務課

判断能力等の低下した認知症高齢者や障害者等に対する (457-2326)

成年後見制度の利用促進

・ 成年後見センターにおける相談会、制度の普及啓発等

・ 市民後見人養成講座の開催

健康・福祉

事業名及び事業内容

分野別計画5分野別計画5分野別計画5分野別計画5
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

6 福祉施設運営事業（施設整備事業） (民生費) 739,980 福祉総務課

社会福祉施設の修繕・改修 (457-2326)

・ 福祉交流センター大規模改修事業　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 40へ

7 生活困窮者自立支援事業 (民生費) 120,035 福祉総務課

生活困窮者の相談及びニーズに応じた課題解決への支援や (457-2326)

一般就労に必要な知識、技能取得にかかる生活訓練等

・ 住居確保給付金事業　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 41へ

8 地域リハビリテーション推進事業 (民生費) 1,426 障害者更生相談所

専門的かつ技術的な相談・研修の実施による障害者の (457-2707)

リハビリテーションの推進

9 障害者・障害児自立支援給付事業 (民生費) 18,952,458 障害保健福祉課

※ （者）介護給付等事業 　 　　　　　　  12,181,616千円 (457-2863)

（者）自立支援医療事業 　 　　　　  　1,857,103千円

（者）補装具費支給事業 　  　　　　 　    79,889千円

（児）障害児通所支援事業 　　　   　 4,715,329千円

（児）介護給付等事業                        90,294千円

（児）補装具費支給事業 　  　　　　 　    28,227千円   の合計

障がいのある人に対する障害福祉サービスの給付

・ ホームヘルプなどの介護給付、自立支援医療　など

10 障害者地域生活支援事業（相談支援事業） (民生費) 209,454 障害保健福祉課

障がいのある人やその保護者等からの相談に応じ、日常生活を (457-2860)

営むための助言や必要な障害福祉サービスの提案

・ （拡充）障がい者相談支援事業　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 42へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

11 地域コミュニケーション促進事業 (民生費) 16,985 障害保健福祉課

聴覚に障がいのある人の社会参加促進のための手話通訳者等の (457-2864)

派遣及び理解促進のための啓発活動

12 障害者生活支援・社会支援事業 (民生費) 185,448 障害保健福祉課

障がいのある人の自立生活及び社会参加のための支援 (457-2864)

・ 在宅及びグループホーム利用者の外出時の移動支援　など

〈新規〉

13 医療的ケア児等支援事業 (民生費) 8,095 障害保健福祉課

医療的ケア児や重症心身障害児等への支援 (457-2863)

・ 医療的ケア児等コーディネーターの配置　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 43へ

14 重度障害者・重度障害児医療費助成事業 (民生費) 1,642,658 障害保健福祉課

※ 重度障害者医療費助成事業　　　1,475,214千円 (457-2212)

重度障害児医療費助成事業　　　　167,444千円　の合計

重度の障がいのある人の病院等での診療に対する保険診療分

医療費、保険薬剤費の助成により経済的負担を軽減

15 外出支援事業 (民生費) 144,250 障害保健福祉課

障がいのある人の外出を支援するためのバス・タクシー券等の交付 (457-2864)

16 障害者施設通所支援事業 (民生費) 1,260 障害保健福祉課

訓練施設への通所にかかる交通費の一部を助成 (457-2864)

17 障害者就労支援事業 (民生費) 4,767 障害保健福祉課

障がいのある人への就労支援 (457-2212)

 ・企業向けの雇用支援セミナー開催事業、企業伴走型障害者

　雇用推進事業　など
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

18 障害者施設運営事業（施設整備事業） (民生費) 95,808 障害保健福祉課

障害者施設の修繕・改修 (457-2034)

 ・発達医療総合福祉センタープール設備等改修工事　など

19 保育所等巡回支援事業 (民生費) 26,940 障害保健福祉課

障がいの疑いのある子どもを受け入れる保育所・幼稚園等へ (457-2864)

訪問し、職員、保護者へ対応方法等を助言

20 高齢者施設等運営事業（施設整備事業） (民生費) 35,805 高齢者福祉課

ふれあい交流センター等の施設修繕・改修　など (457-2886)

21 地域高齢者見守り・支援事業 (民生費) 18,163 高齢者福祉課

日常生活に不安を抱えるひとり暮らし高齢者等を見守り・支援する (457-2789)

仕組み「はままつあんしんネットワーク」づくりの推進

・ 高齢者の生活状況の実態調査

・ 避難行動要支援者同意者名簿作成・提供のための意向調査

・ 緊急に保護の必要な高齢者等の一時的な保護

22 敬老支援事業 (民生費) 268,389 高齢者福祉課

高齢者の長寿を祝い、敬老思想の高揚を図るとともに、生きがい (457-2789)

づくりや地域社会への参加を推進

・ 敬老祝金、寿詞の贈呈

・ 敬老会等を開催する自治会等に対する助成

23 高齢者緊急通報システム事業 (民生費) 28,293 高齢者福祉課

ひとり暮らし高齢者等の緊急時における連絡体制を確保するため (457-2789)

の緊急通報システムの貸与並びに緊急対応
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

24  認知症施策推進事業 (民生費・介護保険事業特別会計) 29,223 高齢者福祉課

※一般会計　　　　　　　　　　　　　　　　　16,706千円 (457-2105)

 　介護保険事業特別会計　　　　　　　　12,517千円　の合計

高齢者が認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし

続けるための支援体制の構築

・ （新規）認知症高齢者等に優しいお店・事業所認証事業　など

25 養護老人ホームとよおか支援事業（負担金） (民生費) 56,493 高齢者福祉課

建物解体に伴う臨時分担金等 (457-2886)

26 老人福祉施設等整備費助成事業（補助金） (民生費) - 高齢者福祉課

老人福祉施設等の整備に対する補助金 (457-2886)

・ （拡充）老人福祉施設等整備費助成事業

債務負担行為の設定　150,800千円（4年度まで）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 44へ

27 生活保護扶助事業 (民生費) 11,171,668 福祉総務課

生活保護法に基づく生活扶助等 (457-2326)

28 後期高齢者健診事業 (民生費) 405,511 国保年金課

生活習慣病の予防等を目的とした健康診査 (457-2638)

29 中山間地域介護サービス利用支援事業 (民生費) 42,295 介護保険課

中山間地域の在宅介護サービス確保のための介護サービス事業者 (457-2862)

に対する交通費相当額の助成等

30 介護人材確保対策事業 (民生費) 17,573 介護保険課

今後の介護サービスに対する需要の増加に対応する介護人材の (457-2862)

確保・育成

・ （新規）介護人材確保推進検討会事業
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

31 介護サービス提供基盤整備費助成事業（補助金） (民生費) 69,368 介護保険課

介護サービス提供施設の整備等に対する補助金 (457-2787)

・ 介護医療院への転換　1施設（52床）

32 国民健康保険料の電子決済収納業務 （国民健康保険事業特別会計） 753 国保年金課

※賦課収納に要する経費100,214千円の一部 (457-2636)

・ LINE Pay及びPayPayによる保険料収納業務

33 AIを活用した特定健康診査受診率向上事業 11,783 国保年金課

（国民健康保険事業特別会計） (457-2636)

※特定健康診査と保健指導のための経費568,525千円の一部

・ AIを活用した効果的な受診啓発

〈新規〉

34 薬局における糖尿病性腎症重症化予防医療連携事業 700 国保年金課

（国民健康保険事業特別会計） (457-2636)

※特定健康診査と保健指導のための経費568,525千円の一部

・ 糖尿病重症化リスク保有者に対するかかりつけ薬局による

受診勧奨、服薬指導等

35 第8期介護保険事業計画 （介護保険事業特別会計） - 介護保険課

令和3年度から令和5年度までを期間とする第8期介護保険事業 (457-2862)

計画に基づき介護保険料を改定

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 171へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

36 介護予防・生活支援サービス事業費 （介護保険事業特別会計） 1,834,940 介護保険課

介護予防・生活支援サービスについて、対象者の状態に (457-2862)

応じた多様なサービスの実施 高齢者福祉課

　・　これまでの介護予防サービス相当の介護予防訪問・ (457-2361)

　　　通所サービス

　・ 緩和した基準による訪問型・通所型サービス

　・ 住民主体による生活援助等のサービス

37 ロコモーショントレーニング事業 （介護保険事業特別会計） 103,730 高齢者福祉課

高齢者を対象に、椅子を利用したスクワット、開眼片足立ちなど (457-2361)

の簡単なトレーニングの実施により介護予防を推進

・ 自宅から通える場所でロコモ普及員の指導による

ロコトレの実施

38 ささえあいポイント事業 （介護保険事業特別会計） 37,074 高齢者福祉課

介護施設等でのボランティア活動や介護予防活動を奨励し、 (457-2789)

活動を行った者へ換金・寄附が可能なポイントを付与

39 地域包括支援センター運営事業 （介護保険事業特別会計） 770,388 高齢者福祉課

高齢者等の総合的な相談窓口となる地域包括支援センター (457-2361)

（高齢者相談センター）の運営

・ 日常生活圏域の高齢者人口に応じて職員を配置
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

40 在宅医療・介護連携推進事業 （介護保険事業特別会計） 55,371 高齢者福祉課

市民が、住み慣れた地域で最期まで自分らしい生活を送るための (457-2105)

在宅医療・介護の連携推進

・ 在宅医療・介護連携相談センター（在宅連携センター

「つむぎ」）の運営

・ 人生の最終段階における医療・ケア普及啓発事業

市民向け講演会及び在宅医療・介護に関わる専門職向け

研修会等の実施

41 生活支援体制整備事業　 （介護保険事業特別会計） 27,907 高齢者福祉課

地域における生活支援・介護予防サービス提供体制整備のため、 (457-2789)

関係者間のネットワーク構築等を行う生活支援コーディネート業務

の実施及び情報共有や連携強化を行う協議体の運営

42 高齢者徘徊早期発見事業 （介護保険事業特別会計） 2,718 高齢者福祉課

認知症により徘徊のおそれのある高齢者本人と家族が安心して (457-2105) 

暮らすためのまちづくりの推進

・ 徘徊高齢者の早期発見につなげるオレンジシール

（靴用シール）の配布と不明者情報のオレンジメール配信
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② 人々の心身の健康と生活を守る医療の充実（健康福祉部(医療担当)）

予算額(千円) 所管課

1 がん対策推進事業 (衛生費) 9,101 健康医療課

第2次浜松市がん対策推進計画に基づくがん対策の推進 (453-6178)

・ 若年がん患者等支援事業

精子や卵子の凍結保存、医療用ウィッグ購入等に対する助成

〈新規〉

2 成育医療寄附講座事業 (衛生費) 33,000 健康医療課

浜松医科大学との包括連携協定に基づく寄附講座の運営に (453-6178)

対する寄付

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 58へ

〈新規〉

3 在宅医療ＩＣＴ推進事業 (衛生費) 3,567 健康医療課

中山間地域におけるオンライン診療等の推進 (453-6178)

春野地域住民を対象としたアンケート調査など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 59へ

4 ＰＣＲ検査センター設置運営事業 (衛生費) 13,933 保健総務課

※ＰＣＲ検査センター設置運営事業（健康医療総務費）           (453-6111)

2,435千円　　　　 健康医療課

　 ＰＣＲ検査センター設置運営事業（保健所運営総務費） (453-6178)

11,498千円の合計

PCR検査センターの設置及び運営

ドライブスルー・ウォークスルー方式による検体採取所の

運営など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 60へ

事業名及び事業内容
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

5 医療調整本部事業 (衛生費) 25,385 健康医療課

感染者の入院調整、施設クラスターへの早期介入など (453-6178)

・ 医療調整本部の運営

・ クラスター対策

・ 感染症患者搬送業務委託　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 61へ

6 精神保健福祉推進事業 (衛生費) 7,453 精神保健福祉

精神保健福祉の向上及び精神障害のある人への福祉の推進 センター

・ 児童青年期メンタルヘルス支援人材育成事業 （457-2709）

7 自殺対策推進事業 (衛生費) 33,392 健康医療課

※自殺対策推進事業（健康医療総務費）           2,749千円　　　　 (453-6178)

　 自殺対策推進事業（精神保健福祉センター費） 30,643千円の合計 精神保健福祉

本市の自殺者減少のための自殺対策 センター

・ （新規）精神科受診時の多言語通訳者派遣 (457-2709)

8 ひきこもり対策推進事業 (衛生費) 27,110 精神保健福祉

ひきこもり地域支援センターの運営 センター

・ ひきこもりの当事者及び家族の相談対応 （457-2709）

・ 支援者のネットワーク構築、研修　など

9 学校管理運営事業 (衛生費) 62,815 看護専門学校

看護師として必要な知識及び技術の修得など、人材育成 （455-0891）

・ 参画型看護教育の実践

10 食中毒、感染症検査事業 (衛生費) 55,554 保健環境研究所

検査試薬等の購入 (411-1311)

・ 食中毒に関する原因細菌・ウイルス検査

・ 新型コロナウイルス感染症等の原因病原体検査　など
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

11 妊産婦乳幼児健康診査事業 (衛生費) 758,769 健康増進課

妊婦健康診査等、安心安全な妊娠・出産等に対する支援 （453-6130）

12 妊娠期健康講座事業 (衛生費) 2,061 健康増進課

はじめて親になる心構えと子育てに関する意識を高めるための （453-6130）

教室の開催等

・ 未来のパパママ講座

・ はじめてのパパママレッスン

13 母子相談事業 (衛生費) 24,766 健康増進課

妊産婦及び乳幼児の健やかな成長と健康の保持増進のための （453-6130）

妊婦や保護者に対する個別助言・指導等

・ 女性の健康支援事業

・ （拡充）産後ケア事業

・ （新規）多胎ピアサポート事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 63へ

14 母子予防接種事業 (衛生費) 1,731,919 健康増進課

感染症を未然に防ぐための各種予防接種 （453-6130）

・ 4種混合、小児用肺炎球菌、B型肝炎等のワクチン接種

・ ロタウイルスワクチン予防接種の定期接種化

1歳未満児に対する予防接種の全額助成

15 不妊治療費等支援事業 (衛生費) 18,439 健康増進課

不妊及び不育症に悩む夫婦の経済的負担の軽減及び少子化 (453-6130)

対策のための不妊治療費等の助成

・ 特定不妊治療費に対する支援

・ 一般不妊治療費に対する支援

・ 不育症治療費に対する支援

・ 不妊専門相談センター
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

〈新規〉

16 母子保健デジタル運営経費 (衛生費) 9,608 健康増進課

・ 予約システム構築 （453-6130）

集団開催事業を対象にオンライン予約システムを構築

・ （新規）オンライン相談支援事業

オンライン会議システムを活用した育児相談などの開始

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 64へ

17 地域食育活動支援事業 (衛生費) 2,453 健康増進課

地域での食を通じた健康づくりを進めるための支援、啓発 (453-6130)

・ 食育活動支援事業

・ はままつ食de元気応援店事業

18 受動喫煙対策促進事業 (衛生費) 2,033 健康増進課

望まない受動喫煙が生じない社会環境の整備の推進 (453-6130)

・ 受動喫煙防止に関する普及啓発

・ 相談業務　など

19 難病患者等支援事業 (衛生費) 1,066,633 健康増進課

難病の患者やその家族に対する支援 (453-6130)

20 がん検診等事業 (衛生費) 1,326,766 健康増進課

がん、歯周病等の早期発見、早期治療のための各種検診 (453-6130)

・ 胃がん、結核･肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん等の

検診

21 成人予防接種事業 (衛生費) 804,053 健康増進課

成人（高齢者等）を対象とした予防接種を実施 (453-6130)

・ 高齢者を対象とした予防接種事業

・ 風しんに関する対策事業
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

22 新型コロナウイルスワクチン接種事業 (衛生費) 3,094,324 健康増進課

※新型コロナウイルスワクチン接種事業           2,648,355千円 (453-6130)

　 （成人保健費）人件費　附属機関の委員等　嘱託医報酬

445,990千円の一部　　445,969千円

の合計

市民を対象とした国から提供されるワクチンの接種

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 65へ

〈新規〉

23 浜松ウエルネスプロジェクト事業 (衛生費) 11,412 健康増進課

官民連携による疾病・介護予防や健康づくり、 (453-6130)

ウエルネス・ヘルスケア産業の振興

・ ウエルネス認証事業費補助金

協議会参画企業・団体を含む2者以上が行う健康づくりに

関する新規・拡大事業に対する助成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 66へ

〈新規〉

24 骨髄ドナー等助成事業 (衛生費) 1,680 保健総務課

ドナーの経済的負担の軽減及び雇用主の協力を得やすい (453-6111)

環境の整備による骨髄等移植の促進

・ 浜松市骨髄移植推進助成金

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 67へ

25 発熱等受診相談センター運営事業 (衛生費) 80,559 保健総務課

新型コロナウイルス感染症にかかる電話相談・受診調整など (453-6111)

・ 感染の疑いがある市民からの電話相談・受診調整業務

・ 自宅療養の患者・濃厚接触者に対する健康フォローアップ

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 68へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

〈新規〉

26 感染症対策調整監報酬 (衛生費) 3,600 生活衛生課

感染症専門家の監修を得ることによる感染症対策の強化 (453-6118)

・ 感染症対策調整監の設置

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 69へ

27 感染症対策事業 (衛生費) 118,286 生活衛生課

感染症患者の入院医療費等を公費負担 (453-6118)

・ 新型コロナウイルス感染症等にかかる検査委託

・ 新型コロナウイルス感染症患者等の入院医療費公費負担 など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 70へ

28 浜松医療センター新病院整備事業 （病院事業会計） 3,141,050 病院管理課

浜松医療センターにおける新病院棟の建設工事 (451-2772)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 176へ

29 佐久間病院病床再編及び医師確保対策事業 （病院事業会計） 101,312 佐久間病院

医療圏の人口減少に伴う病床数の見直しによる運営の効率化 (965-0054)

及び必要な医療サービスの提供に要する医師の確保

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 177へ
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① 感動のある生活、歴史・文化・スポーツによる豊かさの創造（市民部(文化振興担当)）

予算額(千円) 所管課

1 浜松国際ピアノコンクール開催事業（負担金） (総務費) 140,377 創造都市・

第11回大会の開催 文化振興課

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 21へ （457-2417）

2 浜松吹奏楽大会開催事業（負担金） (総務費) 14,260 創造都市・

全日本高等学校選抜吹奏楽大会及び全国中学生交流 文化振興課

コンサートの開催 （457-2417）

3 さくま国際交流コンサート等開催事業 (総務費) 2,645 創造都市・

さくま国際交流コンサート及びさくま国際交流音楽指導講座 文化振興課

の開催等 （457-2417）

4 音楽文化都市交流事業（負担金） (総務費) 3,565 創造都市・

音楽事業者人材の他都市との交流等 文化振興課

・ 札幌市との音楽文化都市交流 （457-2417）

・ 宝塚市との友好文化都市交流

5 創造都市推進事業 (総務費) 9,454 創造都市・

ユネスコ創造都市ネットワーク（音楽分野）への加盟を通じて、浜松 文化振興課

の音楽文化の発信や他都市との連携・交流を推進 （457-2417）

・ ユネスコ創造都市ネットワーク総会参加

・ 創造都市推進会議への負担金等

文化・生涯学習

事業名及び事業内容

分野別計画6
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

6 浜松版アーツカウンシル事業 (総務費) 45,188 創造都市・

浜松版アーツカウンシルとしての中間支援組織の運営 文化振興課

・ 複数のアドバイザーによる多角的なサポート （457-2417）

・ 創造都市推進事業補助金

7 ２０２０文化プログラム推進事業（負担金） (総務費) 59,740 創造都市・

・ サウンドデザインフェスティバルin浜松2021の開催 文化振興課

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 22へ （457-2417）

8 まちなかコンサート開催事業 (総務費) 16,497 創造都市・

市街地等におけるコンサートの開催 文化振興課

・ プロムナードコンサート （457-2417）

・ 第66回県民合唱祭

9 企業と共催する音楽事業（負担金） (総務費) 8,613 創造都市・

企業との共催による多様なジャンルのコンサートの開催 文化振興課

・ ハママツ・ジャズ・ウィーク （457-2417）

・ プラタナスコンサート

・ 中部日本吹奏楽コンクール本大会

10 アクトシティオルガンミニコンサート開催事業（負担金） (総務費) 2,750 創造都市・

アクトシティ浜松中ホールにおけるミニコンサートの開催 文化振興課

（457-2417）

11 アクトシティ音楽院事業 (総務費) 42,099 創造都市・

市民への音楽文化に関する学習機会の提供等 文化振興課

・ 浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティヴァル開催事業 （457-2417）

・ バークリー音楽大学事業
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

12 青少年音楽団体育成事業 (総務費) 27,156 創造都市・

青少年によるオーケストラ、合唱団等の育成 文化振興課

・ ジュニアオーケストラ浜松 （457-2417）

・ ジュニアクワイア浜松

・

13 こども音楽鑑賞教室開催事業（負担金） (総務費) 10,467 創造都市・

児童とプロオーケストラの共演等により本物の音楽に触れる 文化振興課

こども音楽鑑賞教室の開催 （457-2417）

14 市民音楽ホール管理運営事業 (総務費) 118,569 創造都市・

市民音楽ホールの管理運営 文化振興課

・ 令和3年6月指定管理開始、開館記念イベント開催 （457-2417）

・ 令和3年7月供用開始

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 23へ

15 市民音楽ホール整備事業 (総務費) 90,214 創造都市・

市民音楽ホールの楽器購入等 文化振興課

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 23へ （457-2417）

16 文化施設整備事業 (総務費) 507,230 創造都市・

文化施設の整備 文化振興課

・ アクトシティ浜松改修事業 （457-2417）

Ｄゾーン自動制御機器更新工事等

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 24へ

17 スポーツ普及・活性化事業 (総務費) 4,983 スポーツ振興課

「スポーツ推進計画」に基づくスポーツの普及・活性化 （457-2421）

・ （拡充）トップアスリート連携事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 25へ

さくまジュニア吹奏楽講座の開催
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

18 ブラジルホストタウン交流事業 (総務費) 52,868 スポーツ振興課

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ブラジル選手団の （457-2421）

事前合宿受け入れ

・ 競技用備品購入

・ ブラジル選手団受入PR装飾

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 26へ

19 大型スポーツイベント等誘致事業 (総務費) 32,750 スポーツ振興課

スポーツの世界大会、全国大会等の浜松への誘致 （457-2421）

・ 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会関連事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 27へ

20 ビーチ・マリンスポーツ推進事業 (総務費) 41,348 スポーツ振興課

ビーチ・マリンスポーツの聖地へ向けた取組 （457-2421）

・ 遠州灘海浜公園江之島地区整備基本設計

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 28へ

21 スポーツ施設整備事業 (総務費) 636,846 スポーツ振興課

スポーツ施設の整備 （457-2421）

・ 江之島アーチェリー場移設工事

・ 浜松アリーナ舞台照明設備更新工事

・ 浜松球場高圧受変電設備改修工事　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 29へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

22 子どもの才能を伸ばす課外講座開催事業 (総務費) 13,636 創造都市・

将来の地域産業を担う人材を育成するため、産学官連携による 文化振興課

特別課外講座の実施 （457-2417）

・ ITキッズプロジェクト、ダヴィンチキッズプロジェクト、

トップガン教育

・ （新規）WRO（ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾛﾎﾞｯﾄ･ｵﾘﾝﾋﾟｱｰﾄﾞ）Japan2022

決勝大会誘致事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 30へ

23 科学館運営事業 (総務費) 184,871 創造都市・

科学館の管理運営に要する経費 文化振興課

　・ プラネタリウム機器更新事業 （457-2417）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 31へ

24 生涯学習施設整備事業 (総務費) 110,355 創造都市・

生涯学習施設の整備 文化振興課

　・ 天竜壬生ホール空調設備更新工事等 （457-2417）

25 文化財調査顕彰事業 (総務費) 1,377 文化財課

文化財にかかる情報収集及び情報発信等 (457-2466)

26 文化財保護事業 (総務費) 13,316 文化財課

指定文化財の保護、保存、周知等 (457-2466)

27 文化財保存費助成事業（補助金） (総務費) 37,770 文化財課

民有の指定文化財保存事業に対する助成 (457-2466)

28 無形民俗文化財活性化事業 (総務費) 6,806 文化財課

市内に伝承されている無形民俗文化財にかかる活動支援等 (457-2466)
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

29 史跡等整備活用事業 (総務費) 27,491 文化財課

戦国時代の城跡、古墳その他史跡の調査、活用等 (457-2466)

・ 二俣城跡及び鳥羽山城跡整備基本計画策定及び石垣調査

・ 浜松城跡石垣調査及び保存活用計画策定

・ 光明山古墳公有化

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 32へ

30 埋蔵文化財本発掘事業 (総務費) 166,784 文化財課

開発に先立つ埋蔵文化財の記録保存のための発掘調査等 (457-2466)

31 中央図書館大規模改修事業 (総務費) 537,916 中央図書館

※図書館管理運営事業　　　　　　　  192,341千円の一部 110,383千円　 （456-0234）

　 公共建築物長寿命化推進事業　2,255,176千円の一部　 427,533千円　 公共建築課

の合計　 （457-2461）

老朽化に伴う中央図書館の大規模改修工事、臨時事務所設置等

令和3～4年度工事、令和4年8月開館、総事業費約13億円

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 33へ

〈新規〉

32 図書館デジタル運営経費 (総務費) 826 中央図書館

　・ （新規）講座・多言語通訳タブレット型端末導入事業 （456-0234）

デジタル技術を活用した「新しい生活様式」における

図書館業務全体のサービス向上

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 34へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

〈新規〉

33 蜆塚遺跡保存活用計画策定及び博物館リニューアル (総務費) 2,359 文化財課

事業 （博物館）

※博物館管理運営事業　　　　　　　　 19,937千円の一部 359千円　 (456-2208)

　 遺跡公園運営事業　施設整備事業　6,260千円の一部　 2,000千円　

の合計　

蜆塚遺跡の再整備及び博物館の将来像の検討

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 35へ

34 美術館展覧会開催事業 (総務費) 57,839 美術館

美術館における平常展・市展、企画展、特別展の開催 (454-6801)

・ 企画展「遠州の民藝展」、「静岡県立美術館名品展」

・ 特別展「藤井フミヤ展」、「イタリア・ボローニャ国際絵本原画展」

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 36へ

35 秋野不矩美術館運営事業（施設整備事業） (総務費) 13,034 美術館

秋野不矩美術館の整備
（秋野不矩美術館）

・ 秋野不矩美術館の照明改修工事　など (922-0315)

36 秋野不矩美術館運営事業（資料収集保存事業） (総務費) 6,310 美術館

秋野不矩画伯の作品収集、所蔵品の修復
（秋野不矩美術館）

・ 絵画購入 (922-0315)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 37へ

37 秋野不矩美術館展覧会開催事業 (総務費) 19,705 美術館

秋野不矩美術館における所蔵品展、特別展の開催
（秋野不矩美術館）

・ 特別展「高橋周桑展」、「石本正展」 (922-0315)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 36へ
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① 市民と共に未来をつかむ都市経営（企画調整部等）

予算額(千円) 所管課

1 市政広報事業 (総務費) 155,586 広聴広報課

市政に関する情報を市民に提供する広報活動 (457-2021)

・ （新規）オープンデータ利活用推進事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 1へ

・ （新規）広報はままつ配信事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 2へ

・ 広報はままつ等の発行

・ テレビ・ラジオ・インターネットを活用した広報番組等の

作成・放送　　など

2 オープンデータプラットフォーム運用事業 (総務費) 12,208 広聴広報課

スマート自治体に向けた基盤づくり (457-2021)

・ オープンデータプラットフォームの運用

3 広聴事業 (総務費) 11,248 広聴広報課

市民の声を広く聴取し市政に反映させるための調査等 (457-2023)

・ 本庁舎案内所業務の外部委託

・ 市民アンケート調査

・ 広聴モニターアンケート調査　　など

4 総合計画推進事業 (総務費) 3,408 企画課

浜松市総合計画の推進に向けた進捗管理等 (457-2241)

・ （新規）シビックパワーバトル予選会開催事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 4へ

事業名及び事業内容

地方自治・都市経営分野別計画7分野別計画7
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

5 総合戦略推進事業 (総務費) 1,567 企画課

｢第2期浜松市“やらまいか”総合戦略｣推進に向けた進行管理等 (457-2241)

・ 政策アイデアコンテスト開催事業

・ （新規）関係人口創出モデル事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 5へ

6 ＳＤＧｓ推進事業 (総務費) 5,043 企画課

持続可能な開発目標（SDGs）の推進 (457-2241)

・ シンポジウム等開催事業

・ （新規）SNSフォトコンテスト等市民向け啓発事業

7 大都市制度調査研究事業 (総務費) 6,717 企画課

政令指定都市が直面する重要課題や各都市の施策に関する (457-2086)

意見・情報交換等による連携強化

8 広域行政推進事業 (総務費) 3,537 企画課

地域課題の解決に向けた広域連携 (457-2086)

9 区制検討事業 (総務費) 2,080 企画課

区制度の検討 (457-2241)

〈新規〉

10 企画デジタル運営経費 (総務費) 7,336 企画課

庁内会議のオンライン化、地方行財政に関する (457-2241)

情報収集サービスの活用

・ （新規）庁内会議オンライン化事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 6へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

11 多文化共生センター運営事業 (総務費) 56,090 国際課

外国人市民のための多言語による生活相談や多文化共生の (457-2359)

取組みを実施する多文化共生センターの運営

12 外国人学習支援センター運営事業 (総務費) 70,343 国際課

市民協働により日本語学習支援講座等を実施する (457-2359)

外国人学習支援センターの管理・運営

13 地域共生推進事業 (総務費) 5,699 国際課

日本人市民と外国人市民のコミュニケーションを深め、文化等の (457-2359)

違いによるトラブル解決や共生の推進

・ 在外外国人向けホームページ管理運用事業

・ 日本人市民及び外国人市民の意識実態調査事業

14 外国人学校支援事業 (総務費) 12,223 国際課

外国人の子供の教育環境の充実、多様な教育機会の提供及び (457-2359)

不就学者解消に資する外国人学校への支援

15 多文化共生のまち発信事業（負担金） (総務費) 5,000 国際課

全国最多のブラジル人が居住する本市の特徴を生かしたサンバ (457-2359)

コンテストの開催

16 定住外国人の子供の就学促進事業 (総務費) 39,933 国際課

外国人の子供を就学につなげるための支援 (457-2359)

17 国際機関への参加と都市間連携事業 (総務費) 5,407 国際課

都市・自治体連合（UCLG）及びインターカルチュラル・シティ・ (457-2359)

ネットワークへの参加、海外諸都市との都市間交流・連携
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

18 外国青年招致事業 (総務費) 5,405 国際課

市民や市職員に対する語学指導や国際交流関係事務の補助等 (457-2359)

地域レベルでの国際交流を推進するための外国青年の招致

19 国際交流推進助成事業（補助金） (総務費) 7,000 国際課

（公財）浜松国際交流協会が行う市民団体等の国際交流・多文化 (457-2359)

共生活動への支援に対する助成

〈新規〉

20 インターカルチュラル・シティ推進事業 (総務費) 3,200 国際課

インターカルチュラル政策の推進のためのプラットフォームの構築 (457-2359)

及び調査研究

・ アイデアソン・ミートアップイベントの開催

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 8へ

21 電子市役所推進事業 (総務費) 41,124 情報政策課

施設予約システム及び電子申請システムの運用 (457-2721)

・ （新規）電子申請促進事業

22 住民情報系システム維持管理事業 (総務費) 1,350,287 情報政策課

各業務システムの運用保守及び各課に配置された (457-2721)

業務端末等の維持管理

・ 住民情報システムクラウド環境移行事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 10へ

23 ネットワーク等維持管理事業 (総務費) 734,602 情報政策課

庁内情報基盤のネットワーク環境や機器の適正な維持管理による (457-2721)

セキュリティの強化及び事務の効率化

・ （新規）インターネット系マルチクラウドサービス接続準備事業
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

24 社会情報基盤整備充実事業 (総務費) 70,795 情報政策課

光ファイバ網の維持管理等及び天竜区の民放中波ラジオ中継局・ (457-2721)

放送局の維持管理

25 情報化推進拠点施設運営事業 (総務費) 71,424 情報政策課

地域情報センターの維持管理 (457-2721)

26 首都圏情報収集発信事業 (総務費) 7,355 東京事務所

やらまいか交流会及び若者交流会の開催や首都圏における (03-3556-2691)

本市の情報収集・発信の強化

27 デジタル・スマートシティ推進事業 (総務費) 48,477 デジタル・

令和2年度に策定の「浜松市デジタル・スマートシティ構想」 スマートシティ

に基づき、デジタルの力を活用した持続可能なまちづくりを推進 推進事業本部

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 17へ (457-2454)

・ データ連携基盤を活用した実証実験事業

・ デジタル・スマートシティマンス開催事業

・ （新規）データ連携基盤整備・運用事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 18へ

〈新規〉

28 浜松版ＭａａＳ推進事業 (総務費) 14,517 デジタル・

令和2年度に策定の「浜松版MaaS構想」に基づき、モビリティと スマートシティ

各種サービスの連携により、持続可能なまちづくりを推進 推進事業本部

・ モビリティサービス推進コンソーシアム運営支援事業 (457-2454)

・ 共助型地域交通等推進モデル事業
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

〈新規〉

29 デジタル・ガバメント推進事業 (総務費) 16,598 デジタル・

デジタル技術を活用し、市民サービスの向上と自治体の生産性 スマートシティ

の向上を図る 推進事業本部

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 17へ (457-2454)

・ AI・RPA等先進技術導入推進プロジェクトマネージャー

・ デジタル・ガバメント人材育成事業

・ 協働センター等Wi-Fi整備事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 19へ

〈新規〉

30 デジタル・マーケティング推進事業 (総務費) 5,585 デジタル・

令和2年度に策定の「浜松市デジタル・マーケティング戦略」 スマートシティ

に基づく効果的なプロモーションやコミュニケーションの推進 推進事業本部

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 17へ (457-2454)
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② だれもがいきいきと暮らせる市民主体の地域社会の実現

（市民部（市民協働・地域政策課、ＵＤ・男女共同参画課）、区役所）

予算額(千円) 所管課

1 ユニバーサルデザイン推進事業 (総務費) 4,493 ＵＤ・男女

ユニバーサルデザイン(UD)の推進 共同参画課

・ 第3次浜松市ユニバーサルデザイン計画策定事業 (457-2364)

次期浜松市UD計画及び推進計画の策定

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 9へ

・ UDを推進するための講座の開催や啓発事業　など

2 市民協働推進事業 (総務費) 6,769 市民協働・

市民協働の推進 地域政策課

・ （新規）市民協働普及促進事業 (457-2094)

社会貢献を実践する大学生が、小中学生に対して社会的

課題の解決に向けた活動の大切さを伝える出前講座を実施

3 地域力向上事業 (総務費) 91,678 市民協働・

※中・東・西・南・北・浜北・天竜区役所費の合計 地域政策課

地域課題の解決や魅力の向上のために地域と共に取り組む事業 (457-2094)

各区における市民提案を基に実行する事業に対する助成

・ この取組に対し、コミュニティ担当職員が積極的に関わり支援

・ （新規）自治会等DXサポート事業（中区）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 11へ

・ （新規）いっかもないか事業（天竜区）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 20へ

関連課：中区区振興課（457-2210）、東区区振興課（424-0115）

　　　　　 西区区振興課（597-1112）、南区区振興課（425-1120）

　　　　　 北区区振興課（523-1168）、浜北区区振興課（585-1141）

　　　　　 天竜区区振興課（922-0011）

事業名及び事業内容
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

4 自治会等コミュニティ振興事業 (総務費) 29,475 市民協働・

自治会をはじめとするコミュニティの振興 地域政策課

・ （新規）自治会等DXサポート事業 (457-2094)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 11へ

5 浜松移住センター事業 (総務費) 9,309 市民協働・

浜松市への移住・定住の促進 地域政策課

・ はままつ暮らしプロモーション事業 (457-2243)

・ はままつ移住コーディネーター事業

・ 移住相談会の開催

6 はじめようハマライフ助成事業（補助金） (総務費) 10,400 市民協働・

東京圏から本市に移住・就業した者等に対する助成 地域政策課

(457-2243)

〈新規〉

7 ハマライフ住宅取得費等助成事業（補助金） (総務費) 65,000 市民協働・

市外からの移住者による住宅取得や移転等に対する助成 地域政策課

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 12へ (457-2243)

8 ハマライフＩＪＵ・オン・デマンド事業 (総務費) 7,746 市民協働・

ICTを活用したオンライン移住相談やPR動画の配信 地域政策課

(457-2243)
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

9 市内間交流事業 (総務費) 17,981 市民協働・

※子ども中山間地域交流事業　　　　　　7,018千円 地域政策課

　 ザ・山フェス開催事業　　　　　　　　　　4,000千円 (457-2243)

 　交流促進事業　　　　　　　　　　　　　　 6,963千円の合計

都市部と中山間地域との交流を促進することで、連携・協働による

地域の自立を促進

・ （新規）中山間地域交流デラックス事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 13へ

10 ＷＥＬＣＯＭＥ集落事業 (総務費) 2,100 市民協働・

Welcome集落が実施する空き家調査、移住希望者への集落 地域政策課

情報の提供、移住後の生活サポート等の活動に対する謝礼 (457-2243)

11 田舎暮らしお試し住宅事業 (総務費) 1,190 市民協働・

移住希望者が移住の最終判断や住まい探しをするために 地域政策課

短期間移住する住宅の維持管理 (457-2243)

12 移住促進空き家活用事業 (総務費) 2,000 市民協働・

移住者と賃貸・売買契約をしたWelcome集落内の空き家 地域政策課

所有者に対する謝礼 (457-2243)

13 山里いきいき応援隊活動事業 (総務費) 46,627 市民協働・

都市部の若者が中山間地域に居住し、地域活性化や地域課題 地域政策課

の解決を図る山里いきいき応援隊の活動 (457-2243)

・ （新規）山里いきいき応援隊マネジメント事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 14へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

14 中山間地域あらたな仕事づくり研究事業 (総務費) 3,230 市民協働・

中山間地域の新たな産業創出の可能性調査・研究 地域政策課

・ 中山間地域ビジネスプロデューサー (457-2243)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 15へ

15 中山間地域まちづくり事業 (総務費) 100,507 市民協働・

中山間地域特有の課題解決のため、地域住民の主体的、組織的な 地域政策課

活動に対する交付金 (457-2243)

・ 中山間地域まちづくり事業交付金

16 中山間地域コミュニティビジネス起業資金貸付事業 (総務費) 3,000 市民協働・

中山間地域に移住・定住してコミュニティビジネスを起業しようと 地域政策課

する者に対する起業資金の貸与 (457-2243)
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③ 人的・制度的運用の推進による都市経営の基盤づくり（総務部等）

予算額(千円) 所管課

1 市制記念式典開催事業 (総務費) 5,213 秘書課

令和3年7月1日にアクトシティ浜松大ホールで市制施行110周年 (457-2070)

記念式典を開催

2 人材開発推進事業 (総務費) 83,774 人事課

階層別研修、課題対応研修、国・県等への派遣研修等を通じた (457-2088)

職員の人材開発

3 職員の健康、安全衛生管理事業 (総務費) 128,507 職員厚生課

職場における職員の安全と健康の確保 (457-2385)

・ 健康診断等手数料

・ ストレスチェック及び研修事業

4 公文書管理事業 (総務費) 17,247 文書行政課

文書の整理保存や公印の管理等の公文書管理、市役所施設間 (457-2093)

の文書送達、情報公開請求の受付、公開等

5 経営改革推進事業 (総務費) 13,317 政策法務課

行政経営推進プランの推進・進捗管理、官民連携の推進、 (457-2244)

業務改善の推進、内部統制体制・制度の構築等

・ 業務改革・改善活動支援事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 7へ

6 人事委員会事業 (総務費) 30,307 人事委員会

人事委員会運営、職種別民間給与等実態調査、職員採用試験等 事務局

(457-2201)

7 包括外部監査委託事業 (総務費) 14,636 政策法務課

財務管理、事業の経営管理等にかかる外部監査人による監査 (457-2798)

事業名及び事業内容
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④ 将来像を実現する財政運営、財産管理、財源確保の推進（財務部）

予算額(千円) 所管課

1 アセットマネジメント推進事業 (総務費) 32,711 アセットマネジ

・ 公共施設等総合管理計画による資産活用及び民間活力導入 メント推進課

　 の推進 (457-2533)

・ 指定管理者制度の適切な運営

・ 公共施設の長寿命化を図るための計画的な改修

2 公有財産維持管理事業 (総務費) 172,210 アセットマネジ

公有財産売却業務委託等による市有地の売却及び維持管理 メント推進課

・ 施設解体費 (457-2533)

・ 公有財産売却業務委託費

3 借地解消事業 (総務費) 450,000 アセットマネジ

借地の購入及び返還による解消 メント推進課

(457-2533)

4 庁舎等整備事業 (総務費) 243,555 アセットマネジ

市役所本庁舎等の施設整備 メント推進課

・ 本庁舎受変電設備改修工事負担金 (457-2533)

・ 本庁舎防火防煙ダンパー交換工事設計

・ 本庁舎トイレ改修工事

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 3へ

〈新規〉

5 税務総務デジタル運営経費 (総務費) 42,254 税務総務課

納税者の利便性向上のための税務手続のデジタル化等 (457-2141)

・ 市税クレジット等収納事業

・ 市税スマートフォン決済収納事業

・ Web口座振替受付サービス事業

事業名及び事業内容
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

6 市民税等課税事業 (総務費) 195,009 市民税課

個人市民税・法人市民税及び軽自動車税等の賦課等 (457-2144)

7 固定資産税等課税事業 (総務費) 100,152 資産税課

土地・家屋・償却資産に対する固定資産税の賦課等 (457-2157)

〈新規〉

8 固定資産税等デジタル運営経費 (総務費) 29,032 資産税課

資産税課のデジタルに関する経費 (457-2157)

・ （新規）地番図データ公開事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 38へ

9 滞納整理事業 (総務費) 25,346 収納対策課

市税等の収入率向上と滞納繰越額削減を目的とした未収金の (457-2268)

管理・徴収

10 公共建築物長寿命化推進事業 (土木費)（総務費） 2,276,352 公共建築課

※公共建築物長寿命化推進事業（土木費）　　　 2,255,176千円　　　　 (457-2461)

　 公共建築物長寿命化推進事業（総務費）　 21,176千円の合計 アセットマネジ

公共施設の長寿命化を図るための計画的な改修 メント推進課

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 122へ (457-2533)

11 公共建築物耐震化推進事業 (土木費) 169,250 公共建築課

不特定多数の市民が利用する施設の吊り天井など非構造部材に (457-2461)

対する落下防止対策等

12 公共建築物ユニバーサルデザイン推進事業 (土木費) 57,970 公共建築課

公共建築物に対するユニバーサルデザイン化改修 (457-2461)
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

13 職員技術研修事業 （土木費） 7,328 技術監理課

技術研修の企画・実施や外部研修への派遣等による （457-2620）

技術職員の技術力向上

〈新規〉

14 技術監理デジタル運営経費 （土木費） 33,747 技術監理課

・ 情報共有システム導入事業 （457-2620）

タブレット型端末を監督職員に配備し、ネットワーク環境を整備

・ （新規）設計書情報提供システム構築事業

金入り設計書情報公開にかかる事務手続きの省略・自動化

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 120へ
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