
６ 戦略計画 2015 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、分野別計画ごとに平成 27 年度の主な事業を紹介します。 

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            P29 

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      P32 

② 市民協働による未来創造へのひとづくり             P39 

安全・安心・快適 
①危機管理課 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               P44 

② 安全で安心して暮らせる持続可能な地域社会づくり        P46 

③ 市民が集う活力ある都市づくり                 P47 

④ 安全な生活基盤づくり                     P50 

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  P54 

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    P56 

環境・エネルギー ①環境部 ②新エネルギー推進事業本部

① 環境と共生した持続可能な社会の実現              P57 

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                           P59 

健康・福祉 ①健康福祉部 ②健康福祉部(医療担当)

① 人々の「つながり」をつくる社会の実現             P60 

② 人々の「心身の健康と生活｣を守る医療の充実           P64 

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    P68 

地方自治・都市経営 
①企画調整部 ②市民部(市民協働･地域政策課､ﾕﾆ･男女課)等 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                P73 

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      P77 

③ 人的・制度的運用の推進による都市経営の基盤づくり       P79 

④ 将来像を実現する財政運営、財産管理、財源確保の推進      P80 
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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

1 就労支援事業【26年度2月補正】 (労働費) 2,780 産業総務課

女性求職者向けの就労支援セミナーから就職面接会までの (457-2115)

一貫した支援

・ 女性就労支援事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 69へ

2 就労支援事業 (労働費) 12,840 産業総務課

若年者等に対する就労対策や労働安全・衛生セミナーの開催等 (457-2115)

・ 地域若者サポートステーションはままつ事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 70へ

3 求職者就労支援事業 (労働費) 55,000 産業総務課

働く意欲がありながら就職に結びつかない求職者に対する (457-2339)

個別伴走型による支援や無料職業紹介等

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 70へ

4 中小企業向け融資制度利用促進事業 (商工費) 41,998 産業総務課

中小企業の信用保証料の軽減を目的とした静岡県信用保証協会 (457-2281)

に対する負担金等

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 中小企業向け融資制度利用者助成事業（補助金） (商工費) 149,802 産業総務課

中小企業に対する融資の円滑化を目的として行う融資制度 (457-2281)

取扱金融機関の利子軽減に対する助成

・ビジネスサポート資金

融資利率：1.6％以内、利子補給率：0.42％（予定）

・創業サポート資金

融資利率：1.1％以内、利子補給率：0.70％（予定）

・経営力強化資金

融資利率：1.4％以内、利子補給率：0.62％（予定）

6 マル経融資償還利子助成事業（補助金） (商工費) 10,000 産業総務課

中小企業者の日本政策金融公庫からの借入(平成27年３月31日 (457-2281)

までに融資されたもの)に対する助成

・利子補給率：1.0％（借入日から１年間に限る）

7 新・産業集積エリア整備事業 (商工費) 7,917,126 産業総務課

新・産業集積エリアの工場立地区域に大規模な工場用地 (428-0655)

を整備

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 81へ

8 都心の遊休不動産利活用促進事業【26年度2月補正】 (商工費) 5,000 産業振興課

官民の連携による空きビル、空き室、空き地等の遊休不動産の (457-2285)

利活用にかかるリノベーションスクールの開催等

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 82へ

9 産業イノベーション支援事業 (商工費) 205,880 産業振興課

相談、情報発信などのコンシュルジュや知財活用・人材育成などの (457-2044)

企業力向上、販路開拓などの産業イノベーション支援等
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

10 地域イノベーション戦略推進事業（負担金） (商工費) 19,179 産業振興課

光・電子技術等を基盤に新産業の基幹産業化を図るための、 (457-2044)

浜松・東三河地域の産学官金の連携事業に対する負担金

・ 人材育成事業

・ 技術開発、販路開拓支援事業

・ 長期的教育システム研究チーム事業

11 成長産業創出支援事業【26年度2月補正】 (商工費) 151,527 産業振興課

成長産業6分野における新技術、新製品等の開発と事業化 (457-2044)

への支援など

・ 補助対象を研究開発段階まで拡充し、製品開発まで一体的に

支援

・ 成長産業6分野

　次世代輸送用機器、健康・医療、新農業、光・電子、

　環境・エネルギー、デジタルネットワーク・コンテンツ

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 83へ

12 産学官連携促進事業（負担金） (商工費) 19,375 産業振興課

浜松地域の産業振興、研究開発、人材育成等を推進する (457-2044)

産学官連携事業に対する負担金

13 海外ビジネス展開支援事業 (商工費) 30,983 産業振興課

「アセアンビジネスサポートデスク」の設置やアセアン地域レンタル (457-2319)

オフィス賃料に対する助成などによる中小企業の海外進出支援

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 84へ

14 はままつ起業家カフェ運営事業【26年度2月補正】 (商工費) 14,109 産業振興課

ワンストップ型の創業支援施“設業家が集う場「はままつ (457-2044)

起業家カフェ」”の開設及び運営

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

〈新規〉

15 浜松楽器フェア開催支援事業（負担金） (商工費) 9,000 産業振興課

創造都市ネットワーク加盟を契機に、楽器産業の振興を目的 (457-2825)

とした「（仮称）浜松楽器フェア」の開催に対する負担金

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 87へ

16 企業誘致関連事業 (商工費) 9,567 産業振興課

首都圏における企業誘致活動や用地情報の提供等 (457-2282)

17 企業立地促進助成事業（補助金） (商工費) 1,800,000 産業振興課

立地企業の用地取得費や建物設備費などに対する補助金 (457-2282)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 88へ

18 工場用地開発事業 (商工費) 7,878 産業振興課

工場用地の調査委託等 (457-2282)

・（臨時）北区都田地区周辺交通予測調査業務委託

19 浜名湖観光圏整備推進支援事業（負担金）【26年度2月補正】 15,000 観光交流課

(商工費) (457-2295)

圏域が一体となって、誘客・滞在促進の強化を図る「浜名湖観光圏

整備推進協議会」に対する負担金

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 89へ

20 出世の街浜松家康公祭り事業（負担金）【26年度2月補正】 (商工費) 14,794 観光交流課

「出世の街浜松 家康公祭り」の開催等に対する負担金 (457-2295)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 90へ

21 インバウンド推進事業【26年度2月補正】 (商工費) 30,315 観光交流課

外国人観光客の誘致を目的とした、海外へのプロモーション等を (457-2295)

実施する「浜松市インバウンド推進協議会」に対する負担金等

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 91へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

22 フィルムコミッション推進事業 (商工費) 2,455 観光交流課

ロケ支援、ロケ地情報の発信や制作会社へのセールス等 (457-2295)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 92へ

〈新規〉

23 特産品カタログギフト事業（負担金） (商工費) 3,182 観光交流課

本市の特産品や観光振興に繋がる商品をまとめたカタログ (457-2295)

ギフトの作成、販売等に対する負担金

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 93へ

24 コンベンション推進事業【26年度2月補正】 (商工費) 52,832 観光交流課

市内へのコンベンション、イベント等の誘致支援等 (457-2295)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 94へ
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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 農商工連携・6次産業化推進事業【26年度2月補正】 (農林水産業費) 62,734 農林水産政策課

1次産業と2次、3次産業が連携した新産業の創出や6次産業化及び (457-2333)

海外販路開拓の取り組みに対する支援

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 71へ

2 農業振興エリア整備事業 (農林水産業費) 14,650 農林水産政策課

新・産業集積エリアの工場立地区域周辺農地の基盤整備 (457-2333)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 72へ

3 三方原用水二期地区整備事業 (農林水産業費) 1,000 農林水産政策課

三方原用水の老朽化対策工事の実施に向けた事業調整 (457-2333)

・ 約12,000人の同意徴集の実施

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 74へ

〈新規〉

4 次世代型一次産業拠点整備調査事業 (農林水産業費) 11,691 農林水産政策課

民間活力による地域産業、雇用の創出に向けた、次世代型 (457-2333)

一次産業拠点整備の可能性調査

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 75へ

〈新規〉

5 農業経営塾開催事業 (農林水産業費) 2,500 農林水産政策課

本市の農業をけん引するリーダーを育成するため、新たに (457-2333)

農業経営塾を開催

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 76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 人・農地プラン推進事業（交付金） (農林水産業費) 5,104 農林業振興課

中間管理機構が行う農地集約化に協力し農地を貸付ける農家等に (457-2311)

対する交付金

・ 地域集積協力金

・ 経営転換協力金

・ 耕作者集積協力金

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 77へ

7 新規就農者育成支援事業（交付金） (農林水産業費) 124,500 農林業振興課

新規就農者の円滑な就農に向けた支援 (457-2311)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 78へ

8 施設園芸温室効果ガス排出削減対策支援事業（補助金） 10,000 農林業振興課

(農林水産業費) (457-2311)

施設園芸農家の燃油使用量を低減する設備の導入に対する

助成

9 耕作放棄地対策事業（交付金） (農林水産業費) 25,350 農林業振興課

市内の耕作放棄地の再生を推進し、農地を有効活用するための (457-2311)

助成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 79へ

10 県単独農業農村整備調査事業（負担金） (農林水産業費) 3,500 農林業振興課

農道橋の耐震補強工事に向けた調査に対する負担金 (457-2311)

11 かんがい排水整備国庫補助事業 (農林水産業費) 22,000 農林業振興課

大規模ため池に対する耐震対策 (457-2311)

12 揚排水施設・樋門維持管理事業 (農林水産業費) 90,472 農林業振興課

排水機場の樋門耐震診断等 (457-2311)
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

〈新規〉

13 （仮称）ＦＳＣオリンピックフォーラム開催事業 (農林水産業費) 3,000 農林水産政策課

2020年東京オリンピック・パラリンピック関連施設でのＦＳＣ認証材 (457-2333)

使用実現に向けたＰＲのためのフォーラムの開催

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 80へ

〈新規〉

14 ＦＳＣ認証材販路開拓事業 (農林水産業費) 1,000 農林水産政策課

展示会への参加による天竜材（ＦＳＣ認証材）のＰＲ及び販売促進 (457-2333)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 80へ

15 木質バイオマス利用促進助成事業 (農林水産業費) 5,500 農林水産政策課

木質ペレット利用促進のためペレットストーブ購入・設置に対する (457-2333)

助成等

16 天竜材の家百年住居る助成事業 (農林水産業費) 88,300 農林業振興課

地域材を一定量使用した市民（施主）に対し建築費の一部を助成 (457-2159)

17 林道維持補修事業 (農林水産業費) 119,000 農林業振興課

林道の橋りょう及びトンネルの修繕等 (457-2159)

18 林業専用道整備事業 (農林水産業費) 44,470 農林業振興課

森林経営計画に基づく林業専用道の整備 (457-2159)
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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 家族ふれあい事業 (民生費) 782 次世代育成課

家族への手紙コンクールや祖父母と孫の交流体験事業 （457-2795）

2 青少年団体等活動助成事業（補助金） (民生費) 5,000 次世代育成課

地域社会で青少年の健全育成活動を実施する団体に対する （457-2795）

助成

3 青少年健全育成事業 (民生費) 14,968 次世代育成課

学校・家庭・地域などの子どもを取り巻くあらゆる立場の人の連携 （457-2795）

による、青少年の健全育成を目的とした、声掛け運動・校区指導・

地域交流

4 青少年支援体験活動事業 (民生費) 1,927 次世代育成課

問題を抱える青少年の立ち直り支援策として、職業体験活動 （457-2795）

や社会奉仕活動等

5 子ども・若者サポート事業 (民生費) 860 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や （457-2795）

計画の見直し及び若者相談窓口「わかば」の運営

6 類似放課後児童クラブ助成事業（補助金）【26年度2月補正】 5,005 次世代育成課

(民生費) （457-2795）

運営基準の一部を満たさない民設民営の放課後児童クラブへの

助成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 126へ

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

7 子育て短期支援事業 (民生費) 2,889 子育て支援課

経済的理由や保護者の疾病等で一時的に児童の家庭養育が （457-2792）

困難になった場合に児童養護施設等において短期間保護

8 養育支援訪問事業 (民生費) 4,471 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）

養育の技術的援助

9 母子生活支援・助産施設保護事業 (民生費) 39,501 子育て支援課

配偶者のない母等とその子ども及び経済的理由で入院助産を受け （457-2792）

ることができない妊産婦に対する専門施設における保護・支援

10 未成年後見人支援事業 (民生費) 1,515 子育て支援課

親権者のいない未成年者（被後見人）のための未成年後見人確保 （457-2792）

及び支援

〈新規〉

11 児童福祉施設専門機能強化助成事業（補助金） (民生費) 15,000 子育て支援課

児童養護施設における心理療法担当職員の加配に対する助成 （457-2792）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 50へ

12 地域子育て支援拠点事業 (民生費) 238,403 子育て支援課

子育て中の親子や妊婦のために情報提供や支援を行う場を提供 （457-2792）

・ 子育て支援ひろば（25か所）、児童館（4か所）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 48へ

13 地域子育て推進事業 (民生費) 4,864 子育て支援課

地域で子ども・子育てを支えていく環境づくりの推進 （457-2792）

・ 中山間地域親子ひろば(天竜区4か所)

・ 地域つどいのひろば（4か所）
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

14 発達支援広場事業 (民生費) 45,244 子育て支援課

発達障がいの疑いのある子どもとその保護者に交流の場を提供し、 （457-2792）

早期に必要な支援の方向性を見立て、就園や専門機関へ

つなげる支援を実施

・ センター型　7か所

・ 施設型　　　 3か所

15 母子家庭等自立支援給付金事業 (民生費) 30,055 子育て支援課

母子または父子家庭の雇用の安定及び就職の促進のための （457-2792）

母子家庭等自立支援給付金の支給

16 母子家庭等医療費助成事業 (民生費) 162,750 子育て支援課

母子・父子家庭の医療費の保険診療にかかる自己負担分の (457-2792)

一部を助成

・ 自己負担　入通院1か月1医療機関500円

その他

・ 寡婦（夫）控除のみなし適用により、未婚のひとり親家庭に

対する経済的支援を実施（保育料、住宅使用料等）

17 遺児等福祉手当支給事業 (民生費) 27,629 子育て支援課

児童の父母等が交通事故、病気等により死亡し、または障害の （457-2792）

状態となった場合の遺児等福祉手当の支給

18 児童扶養手当支給事業 (民生費) 2,359,278 子育て支援課

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

母子または父子家庭に対する児童扶養手当の支給

19 ひとり親家庭等自立支援手当支給事業 (民生費) 67,325 子育て支援課

2人以上の児童を養育する児童扶養手当受給者の自立のため、 （457-2792）

市独自の手当を支給
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

20 乳幼児医療費助成事業 (民生費) 1,156,432 子育て支援課

6歳以下の未就学児の医療費の保険診療にかかる自己負担分の (457-2792)

一部を助成

・ 自己負担　入院　1日500円　食事療養費は対象外

　　　　　通院　1回500円

21 小・中学生医療費助成事業 (民生費) 1,331,309 子育て支援課

小・中学生の医療費の保険診療にかかる自己負担分の一部を (457-2792)

助成

・ 自己負担　入院　1日500円　食事療養費は対象外

　　　　　通院　1回500円　

22 児童手当支給事業 (民生費) 14,346,786 子育て支援課

中学校修了前の児童を養育する者に対する児童手当の支給 （457-2792）

23 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 (民生費) 419,000 子育て支援課

平成26年4月からの消費税率引上げに際し、子育て世帯への （457-2792）

影響に配慮し実施する臨時的な給付金

・ 給付額　対象児童1人につき3,000円

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 49へ

〈新規〉

24 里親支援事業 (民生費) 2,909 児童相談所

社会的養護が必要な児童が、家庭的な養育環境のもとで育てら （457-2703）

れるよう新規里親の確保及び里親の支援を実施

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 50へ

25 保育材料及び児童給食賄料事業 (民生費) 218,451 保育課

市立保育所入所児童の保育材料、給食賄材料購入費 （457-2118）
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

26 市立保育所特別保育推進事業 (民生費) 39,925 保育課

市立保育所における一時預かり等の特別保育の実施 （457-2118）

27 市立保育所施設整備事業 (民生費) 49,043 保育課

市立保育所の修繕等の施設整備に要する経費 （457-2118）

28 病児・病後児保育事業 (民生費) 40,080 保育課

病気または病気回復期のおおむね10歳未満の児童を看護師等と （457-2118）

保育士が一時的に保育

29 保育ママ事業 (民生費) 10,174 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 （457-2118）

保育が必要な児童等を保育

・ 対象地域　　天竜区

〈新規〉

30 特定教育・保育施設運営事業 (民生費) 8,325,515 保育課

新制度の認定こども園、保育所、幼稚園の運営 （457-2118）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 51へ

〈新規〉

31 特定地域型保育事業所運営事業 (民生費) 416,205 保育課

新制度の小規模保育事業所及び事業所内保育事業所の運営 （457-2118）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 52へ

32 私立保育所等事業費助成事業（補助金） (民生費) 784,449 保育課

多様化する保護者のニーズに対応するため、私立保育所等に （457-2118）

おける特別保育にかかる事業費の助成

・ 延長保育、一時預かり、保育園親子ひろばなど
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

33 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) 932,120 保育課

私立保育所等が行う職員、児童の処遇改善等に対する助成 （457-2118）

34 認証保育所利用者助成事業（補助金） (民生費) 108,480 保育課

待機児童解消と認証保育所の有効活用を図るため、認証保育所利 （457-2118）

用者に対し認証保育所と認可保育所の平均保育料の差額を助成

35 私立保育所等施設整備助成事業（補助金） (民生費) 1,392,240 保育課

待機児童を解消するための私立保育所等の施設整備に対する （457-2118）

助成

・ 11園（創設8、修繕1、増改築等2）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 53へ

36 保育所待機児童の解消 (民生費) - 保育課

保育所、認定こども園を合わせ、平成27年度は定員1,700人増 （457-2118）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 54へ

37 放課後児童会運営支援事業 (教育費) 569,653 次世代育成課

昼間保護者が家庭にいない子どもに対し、放課後や長期休業中に （457-2795）

家庭に代わる遊び場等を提供する放課後児童会の運営

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 125へ

38 放課後児童会施設整備事業 (教育費) 160,000 次世代育成課

放課後児童会の施設整備 （457-2795）

・ 200人程度の定員増を想定

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 125へ

39 私立学校教育振興助成事業（補助金） （教育費） 14,249 次世代育成課

私立中学校及び高等学校の教育環境の向上に対する助成 （457-2795）
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

40 私立幼稚園教育振興助成事業（補助金） （教育費） 174,370 次世代育成課

私立幼稚園の子育て環境の向上に対する助成 （457-2795）

41 私立幼稚園子育て支援事業 （教育費） 16,600 次世代育成課

子育て環境の整備促進、各園における子育て支援交流イベント （457-2795）

事業の実施

42 私立幼稚園就園奨励助成事業 （教育費） 1,212,313 次世代育成課

幼稚園児を持つ保護者の所得状況に応じ入園料・保育料を支援 （457-2795）
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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

〈新規〉

1 コミュニティ・スクール推進事業 (教育費) 242 教育総務課

地域・保護者・学校が連携し地域と共にある学校づくりを目指す (457-2401)

コミュニティ・スクールの推進

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 123へ

2 中山間地域校外学習支援事業 (教育費) 4,000 教育総務課

公共交通機関の少ない中山間地域の学校・幼稚園の校外活動 (457-2401)

におけるバス移動の支援

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 124へ

〈新規〉

3 県費負担教職員権限移譲準備事業 (教育費) 78,000 教職員課

平成29年度の県費負担教職員の権限移譲に向けた準備 (457-2408）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 127へ

4 教育研究・指導事業 (教育費) 9,549 指導課

授業改善や児童生徒の学力向上に向けた取組の推進 (457-2411)

・ 「学力向上やらまいかプラン」の実施

　　指導主事による学校訪問、学力調査　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 128へ

5 はままつ人づくり教育推進事業 (教育費) 18,159 指導課

子どもたちが自分らしさを磨く人づくり教育の推進 (457-2411)

・ マナー読本「はままつマナー」作成

・ 1/2成人式(小4)、立志式(中2)など中学校区人づくり教育

推進事業の実施

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 外国人子ども教育支援推進事業 (教育費) 112,454 指導課

外国人児童生徒のニーズに応じた日本語の基礎指導や学習支援 (457-2424）

・ 日本語・学習支援

・ 初期適応・母国語支援

・ 就学サポーター、相談員等の配置

・ ステップアップクラスの開催2か所（26年度：1か所）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒Ｐ129、Ｐ130へ

7 スクールソーシャルワーク事業 (教育費) 29,097 指導課

家庭環境等の問題を抱えた児童生徒を支援するため、社会福祉 (457-2424)

等の専門性を有するスクールソーシャルワーカーを配置

・ 対応件数増加により配置人数1人増員（8人⇒　9人）

（拠点校配置8人　事務局配置1人）

・ 配置校以外には要請により拠点校より派遣

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 131へ

8 スクールカウンセリング事業 (教育費) 95,898 指導課

不登校等の悩みを抱える児童生徒や保護者等に対応するため、 (457-2424)

スクールカウンセラーを中学校、市立高校に配置し、小学校に

派遣

・ 活動回数の増によりカウンセリング機会の確保を図る

（延4,364回→延4,610回）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 132へ

9 不登校児支援推進事業 (教育費) 32,093 指導課

不登校児の登校にむけた支援の推進 (457-2424)

・ 適応指導教室の運営（6教室）

・ チャレンジ教室の開催（12回）

・ （新規）校内適応指導教室の開設

詳しい説明は「主要事業」 ⇒Ｐ129、Ｐ133へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

10 生きた英語力育成事業 (教育費) 140,957 指導課

小中学校及び市立高校にALT(外国語指導助手)47人を配置 (457-2411)

11 理科・ものづくり教育支援事業(負担金) (教育費) 4,500 指導課

教育施策の一環として、理科・ものづくりの学習の場や体験活動を (457-2411)

実施する「浜松RAIN房」の活動を支援

12 理科支援員配置事業 (教育費) 35,211 指導課

小学校3～6年生の理科授業への理科支援員配置など (457-2411)

・ 理科支援員の配置　　小学校100校全校に配置

詳しい説明は「主要事業」 ⇒Ｐ129、Ｐ134へ

13 学校特色化推進事業 (教育費) 64,799 指導課

地域や子どもの実態に応じたそれぞれの学校ならではの特色ある (457-2411)

学校づくりを推進

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 135へ

14 ＰＴＡ指導者等研修事業 (教育費) 1,282 指導課

児童生徒の健全育成に指導的な役割を果たすＰＴＡづくり (457-2411)

・ 指導者研修、地域実践活動の実施

15 小学校教諭英語指導力向上事業 （教育費） 7,280 教職員課

小学校英語指導の中核となる教諭の指導力向上のための (457-2408）

留学研修

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 136へ

16 発達支援教育指導員等配置事業(小・中学校) (教育費) 134,832 教職員課

小中学校の発達支援教育推進のため指導員及び補助員を配置 (457-2408)

・ スクールヘルパー 　　108人（26年度：101人）

・ 発達支援教育指導員  72人（26年度： 67人）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒Ｐ129、Ｐ137へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

17 学校教育指導支援員配置事業（小・中学校） (教育費) 201,694 教職員課

きめ細かな指導・支援を実施するための支援員を配置 (457-2408)

・ 指導支援員　14人（26年度:11人）　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 129へ

18 小学校建設事業 (教育費) 1,853,610 学校施設課

小学校の校舎の増改築など (457-2403)

・ 井伊谷小学校(校舎改築工事)

・ 白脇小学校(校舎改築工事)

・ 初生小学校(校舎増築工事)

・ 県居小学校(校舎大規模改造)

・ 赤佐小学校(校舎大規模改造実施設計)

・ 鴨江小学校（校舎大規模改造実施設計）

・ 佐久間小学校（給水設備改修実施設計）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 138へ

19 規模適正化校舎建設・施設整備事業(小学校) (教育費) 1,004,794 学校施設課

小学校の規模適正化推進のための校舎建設など (457-2403)

・ 中部中学校区小中一貫校 (整備工事)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 138へ

〈新規〉

20 学校運営事務補助員配置事業 (教育費) 20,593 教職員課

教員が子どもと向き合う時間を確保するために、モデル事業として (457-2408）

学校運営事務補助員を中学校13校に配置

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 139へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

21 中学校建設事業 (教育費) 1,740,668 学校施設課

中学校の校舎の改築など (457-2403)

・ 蜆塚中学校（校舎改築工事）

・ 江西中学校（校舎改築実施設計）

・ 江南中学校（校舎大規模改造工事）

・ 浜名中学校（移転改築実施設計、用地購入）

・ 細江中学校（校舎外壁改修工事）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 138へ

22 市立幼稚園教育指導支援員配置事業 (教育費) 114,667 教職員課

幼稚園のきめ細かな指導・支援を実施するのための支援員を (457-2408)

156人配置（26年度：155人）

・ 外国人園児サポーター

・ 障害児在籍学級サポーター　

・ 複式学級サポーター

・ 預かり保育サポーター

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 129へ
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① みんなの力で自然災害から生き残る（危機管理課）

予算額(千円) 所管課

1 災害対策本部事業 (消防費) 26,472 危機管理課

災害対策本部の運営など (457-2537)

・ 業務継続計画策定支援業務

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 118へ

2 地域防災計画整備事業 (消防費) 8,415 危機管理課

防災計画の見直しなど (457-2537)

・ 区版避難行動計画（変更情報のお知らせ）作成

3 津波対策事業 (消防費) 911,469 危機管理課

防潮堤土砂確保 (457-2537)

・ 阿蔵山からの土砂掘削・破砕業務など

防潮堤整備事業の広報

津波避難施設の整備

・ 津波避難マウンドの整備

・ 津波避難施設へ避難補助設備を整備

地区の津波避難計画作成支援

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 119、P 120へ

4 市民防災意識啓発事業 (消防費) 13,406 危機管理課

市民への防災知識の普及・啓発 (457-2537)

・ 家具転倒防止器具の取付けに対する助成

・ 各区の災害特性に応じた防災啓発事業の実施

事業名及び事業内容

安全・安心・快適分野別計画３
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

5 防災施設・資機材維持管理事業 (消防費) 110,326 危機管理課

大規模災害の発生に備えた備蓄食料、医薬品等の更新や (457-2537)

防災倉庫等の防災施設・資機材の維持管理及び更新、整備

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 121へ

6 情報通信事業 (消防費) 140,620 危機管理課

防災情報通信網の維持管理や同報無線、戸別受信機等の (457-2537)

維持管理、整備など

7 災害情報手段調査事業 (消防費) 14,000 危機管理課

災害時の迅速な情報伝達の実現に向け、効果的な方法等の (457-2537)

検討調査

〈新規〉

8 防災学習施設整備事業 (消防費) 3,000 危機管理課

北小学校（28年度末閉校予定）を活用した防災学習施設の整備に (457-2537)

向けた基本構想策定

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 122へ

9 自主防災組織支援事業 (消防費) 78,890 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可搬ポンプ用ホース、収納庫の整備

・ 自主防災隊の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 安全で安心なまちづくり支援事業 (総務費) 2,370 市民生活課

地域自主的防犯組織「地区安全会議」の設立及び支援 (457-2231)

2 消費生活支援事業 (総務費) 33,633 市民生活課

消費生活に関する相談、啓発、消費者団体の育成 (457-2635)

3 中心市街地防犯センター支援事業 (総務費) 1,334 市民生活課

中心市街地繁華街の治安維持を図るための防犯センターの (457-2231)

維持管理費及び年末年始の夜間警備に対する助成

4 基地周辺整備事業 (総務費) 114,931 市民生活課

基地周辺の公共施設及び設備の整備 (457-2231)

・西山地区、和合地区、湖東地区道路改良

・消防団消防車両購入（2台）  

5 浜北斎場拡張整備事業 (衛生費) 9,436 市民生活課

浜北斎場の規模拡張 (457-2026)

・ 基本設計及びデザインビルド要求水準書作成業務委託

・ 環境影響評価調査業務委託　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 57へ

事業名及び事業内容
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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 狭い道路拡幅整備事業 (土木費) 164,527 建築行政課

幅員4m未満の狭い道路の拡幅整備など (457-2471)

2 地震対策推進事業 (土木費) 156,961 建築行政課

民間建築物の耐震化の推進 (457-2471)

・ わが家の専門家診断

・ 木造住宅補強計画策定、耐震補強助成

・ ブロック塀等耐震化促進　など

〈新規〉

3 都市計画区域マスタープラン調査検討事業 (土木費) 5,000 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 (457-2371)

4 西鹿島駅周辺地区まちづくり検討事業 (土木費) 1,920 都市計画課

西鹿島駅周辺地区のまちづくりの検討 (457-2371)

〈新規〉

5 立地適正化計画調査検討事業 (土木費) 9,720 都市計画課

立地適正化計画策定に向けた調査検討 (457-2371)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 104へ

6 総合交通計画推進事業 (土木費) 38,683 交通政策課

安全・安心・快適な交通体系の構築 (457-2441)

・ 浜松駅周辺改良事業　

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 105へ

7 バス交通等対策助成事業 (土木費) 261,787 交通政策課

地域公共交通の活性化及び再生の推進 (457-2441)

・ 公共交通空白地域における地域バス運行事業

・ バス路線維持のための不採算路線に対する補助 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

8 上島駅周辺公共団体区画整理事業 (土木費) 432,000 市街地整備課

上島駅周辺地区の区画整理事業 (457-2717)

9 高竜地区公共団体区画整理事業 (土木費) 418,000 市街地整備課

高竜地区の区画整理事業 (457-2717)

10 高塚駅橋上化・自由通路整備事業 (土木費) 779,810 市街地整備課

高塚駅の橋上駅舎化、南北自由通路の設置、駅前広場の整備 (457-2716)

・ 南北自由通路　　平成27年3月1日 供用開始予定

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 106へ

11 高塚駅北公共団体区画整理事業 (土木費) 885,500 市街地整備課

高塚駅北地区の区画整理事業及び高塚駅北通り線街路事業 (457-2716)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 106へ

12 中瀬南部土地区画整理組合支援事業 (土木費) 238,000 市街地整備課

中瀬南部土地区画整理事業に対する助成 (457-2746)

13 船明土地区画整理組合支援事業 (土木費) 225,000 市街地整備課

船明土地区画整理事業に対する助成 (457-2746)

〈新規〉

14 旭・板屋Ａ地区第一種市街地再開発支援事業 (土木費) 26,600 市街地整備課

市街地再開発事業を実施する施行者に対する助成 (457-2342)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 107へ

15 都市機能更新促進事業 (土木費) 1,227 市街地整備課

都市再生促進地区内における、建築物や土地などの適正な管理と (457-2342)

活用の促進

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 108へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

16 公園整備事業（国交付金事業） (土木費) 629,357 公園課

都市公園等の整備 (457-2353)

・ 名塚公園（施設）

・ 遠州灘海浜公園（用地）　など

17 浜松城公園整備事業 (土木費) 54,826 公園課

浜松城公園歴史ゾーンの整備 (457-2353)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 110へ

18 公園施設改良事業 (土木費) 103,012 公園課

公園施設の老朽化に伴う改修など (457-2353)

・ 花川運動公園法面対策工事　など

19 再生計画調査検討事業 (土木費) 5,230 動物園

動物園の再生計画の策定に向けた調査検討 (487-1122)

・ 策定期間　平成26年度～平成27年度

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 111へ

20 市営住宅ストック総合改善事業 (土木費) 422,951 住宅課

ストック総合改善計画に基づく市営住宅の計画的な改修 (457-2456)

・ 高丘団地C1棟他外壁・屋上防水改修工事

・ 中田島団地給水施設(西給水塔)改修工事

・ 瞳ヶ丘団地給水施設・ガス管改修工事 　など

21 市営住宅建設事業 (土木費) 12,192 住宅課

市内中心部5団地を初生団地へ集約建替 (457-2456)

・ 民間活力導入アドバイザリー業務委託

・ 集約建替に伴う仮移転補償

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 112へ
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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 道路維持修繕事業 (土木費) 5,485,891 道路課

道路・橋りょう等の修繕 (457-2647)

・ 小規模要望対応事業

　交通安全施設等整備・修繕事業とあわせて16億円を確保

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 98へ

・ 橋りょう長寿命化工事、トンネル安全対策工事

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 99へ

・ 舗装長寿命化工事

2 道路防災事業 (土木費) 415,000 道路課

道路法面崩壊防止のための防壁工事など道路防災事業 (457-2647)

・ (国)473号 川合、(国)152号 瀬尻など

3 橋りょう耐震補強事業 (土木費) 1,124,000 道路課

落橋防止工事などの橋りょう耐震補強 (457-2647)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 99へ

4 交通安全施設等整備・修繕事業 (土木費) 2,662,121 道路課

歩道等の交通安全施設の整備・修繕や交差点の改良など (457-2232)

〈新規〉

5 道路照明灯LED化更新事業 (土木費) 400,000 道路課

道路照明灯約12,500基のLED化更新の実施（5か年） (457-2232)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 101へ

6 交通安全推進事業 (土木費) 115,981 道路課

交通安全に対する啓発活動など (457-2232)

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 市道整備事業 (土木費) 845,955 道路課

広大な市域における各地域拠点を結ぶ主要幹線道路(国県道)を (457-2432)

補完する補助幹線道路の整備など

8 国県道整備事業 (土木費) 1,531,530 道路課

国県道の円滑な自動車交通を確保するための道路整備など (457-2432)

・ 阿蔵高架橋整備事業　など

9 スマートインターチェンジ関連整備事業 (土木費) 1,413,334 道路課

（仮称）三方原・舘山寺スマートインターチェンジのアクセス道路の (457-2432)

整備

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 102へ

〈新規〉

10 三遠南信自動車道関連整備事業 (土木費) 575,000 道路課

三遠南信自動車道の現道改良区間等の整備に要する経費 (457-2427)

・ 現道改良区間　（国）152号（池島～大原）

・ 国直轄事業佐久間道路関連整備

　 (仮称)佐久間IC、(仮称)浦川ICアクセス道

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 98へ

11 過疎対策道路整備事業 (土木費) 100,000 道路課

過疎地域自立促進計画に基づく、過疎地域を対象とした道路整備 (457-2432)

12 国直轄道路事業（負担金） (土木費) 2,761,000 道路課

国が実施する道路整備事業等への負担金 (457-2427)

・ 三遠南信自動車道（佐久間道路、青崩峠道路）の整備

・ （国）1号交通安全施設等の整備
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

13 ポンプ場等維持管理事業 (土木費) 181,222 河川課

ポンプ場及び樋門等の維持管理 (457-2451)

・ ポンプ場長寿命化実施計画作成

・ ポンプ場長寿命化詳細設計　など

14 河川改良事業 （単独事業） (土木費) 972,000 河川課

河川改修及び総合治水対策 (457-2451)

・ (普)鴨江８号排水路、(普)西中瀬川排水路　など

・ (新規)雨水管理計画策定

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 103へ

・ (新規)地震・津波対策

樋門操作の自動化調査（58か所）、樋門自動化設計（3か所）

〈新規〉

15 浸水対策設備調査事業 (土木費) 5,000 河川課

市民が自ら取り組むことができる止水板等の浸水被害軽減設備 (457-2451)

など過去の浸水被害状況分析に基づく有効な手段の調査研究

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 103へ

16 都市計画道路整備事業 (土木費) 1,432,701 道路課

都心部と周辺地域の道路ネットワークの構築及び都市内交通を円 (457-2432)

滑にするための都市計画道路の整備

17 天竜川駅周辺整備事業 (土木費) 683,894 道路課

天竜川駅の橋上駅舎化、南北自由通路新設及び駅前広場の整備 (457-2432)

・ 整備期間　平成26年度～平成30年度

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 109へ

18 都市下水路整備事業 (土木費) 135,364 河川課

市街地の浸水被害対策となる都市下水路の整備 (457-2451)

52



予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

19 急傾斜対策事業（単独事業） (土木費) 11,138 河川課

急傾斜地崩落危険区域における災害防止対策 (457-2451)
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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) 97,997 消防総務課

消防庁舎の整備 (475-7524)

・ 南消防署白脇出張所救急消毒室の設置など

〈新規〉

2 東南部地域出張所建設事業 (消防費) 17,434 消防総務課

芳川出張所及び飯田出張所を統合し、東南部地域における (475-7524)

救急隊を配置した出張所の整備に向けた用地購入

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 113へ

3 消防車両購入事業 (消防費) 169,878 警防課

常備消防車両の更新 (475-7531)

・ 水槽付消防ポンプ車 1台、はしご付消防自動車 1台、

指揮車 2台の更新

4 地震対策消防水利整備事業 (消防費) 61,984 警防課

耐震性貯水槽 4基、防火井戸6基の設置 (475-7531)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 114へ

5 救急高度化推進整備事業 (消防費) 136,172 警防課

高規格救急自動車の更新や救急救命士の養成など (475-7531)

・ 高規格救急自動車 3台の更新

・ ビデオ硬性挿管用喉頭鏡の配備

・ 救急救命士の養成　3人

6 消防・救急無線デジタル化事業 (消防費) 1,876,951 情報指令課

消防救急無線のデジタル化に伴う整備 (475-7551)

・ 中継局、移動局等の整備

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 116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 消防団車両購入事業 (消防費) 34,655 警防課

非常備消防車両の更新 (475-7531)

・ 消防団ポンプ車 2台の更新
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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 飲料水供給施設等維持管理事業 (衛生費) 16,554 天竜上下水道課

飲料水供給施設等の維持修繕事業 （922-0034）

2  飲料水供給施設等整備事業 (衛生費) 63,320 天竜上下水道課

飲料水供給施設等の整備事業 （922-0034）

3 飲料水供給施設等管理助成事業（補助金） (衛生費) 7,077 天竜上下水道課

飲料水供給施設等の水質検査及び維持管理に対する補助金 （922-0034）

4 簡易水道施設耐震整備事業費 (簡易水道事業特別会計) 88,175 天竜上下水道課

老朽化した配水池の耐震診断及び耐震整備工事 (922-0034)

5 管路耐震化事業、施設耐震化事業 (水道事業会計) 2,413,800 水道工事課

水道管や配水池等の耐震化整備 (474-7413)

・ 常光第二幹線ほか基幹管路耐震化工事

・ 大園水源ポンプ場、平山送水ポンプ場耐震化工事　など

6 管路耐震化事業、施設耐震化事業 (下水道事業会計) 1,015,245 下水道工事課

下水道管や終末処理場、ポンプ場施設の耐震化整備 (474-7514)

・ 中部処理区ほか幹線管きょ耐震化工事

・ 中部浄化センターほか土木構造物耐震診断業務

7 西遠流域下水道の移管に伴う新たな官民連携手法の導入について 23,950 上下水道総務課

(下水道事業会計) (474-7019)

西遠流域下水道の移管に伴うコンセッション方式の導入準備

・ 要求水準書作成等のコンセッション詳細計画策定業務

・ コンセッション事業者を選考する際の選定支援業務

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 145へ

事業名及び事業内容
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