
６ 戦略計画 2019 基本方針の主要事業等                       

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平成 31 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            P23 

② 作業から経営に！変革を遂げる農林水産業            P31 

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      P37 

② 市民協働による未来創造へのひとづくり             P45 

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               P51 

② 安全で安心して暮らせる持続可能な地域社会づくり        P53 

③ 市民が集う活力ある都市づくり                 P54 

④ 安全な生活基盤づくり                     P58 

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  P61 

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    P64 

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              P65 

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                    P68 

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             P69 

② 人々の心身の健康と生活を守る医療の充実             P77 

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    P82 

7 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、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                P89 

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      P93 

③ 人的・制度的運用の推進による都市経営の基盤づくり       P97 

④ 将来像を実現する財政運営、財産管理、財源確保の推進      P99 

その他の主な事業                     P101 
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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 中小企業金融支援事業 (商工費) 45,293 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等

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) 1,680 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 (457-2281)

・ （新規）事業所への直接訪問相談

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 95へ

3 新・産業集積エリア整備事業 (商工費) 495,045 企業立地推進課

新・産業集積エリアに大規模な工場用地を整備 (457-2282)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 96へ

4 商業者連携促進支援事業費助成事業（補助金） (商工費) 8,000 産業振興課

商店会等の企画提案による商店街の活性化事業に対する補助金 (457-2285)

・ （拡充）空き店舗利活用事業

・ 商店街等課題解決事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 97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 新川モール利活用推進事業 (商工費) 24,409 産業振興課

中心市街地のにぎわい創出のための新川モールの施設整備 (457-2095)

・ 新川モール再整備工事設計委託

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 98へ

〈新規〉

6 まちなか歩行者案内・誘導サイン改修事業 (商工費) 4,000 産業振興課

中心市街地の歩行者案内・誘導サインの撤去・修繕 (457-2095)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 99へ

7 地域産業振興支援事業 (商工費) 26,231 産業振興課

本市の地域産業である繊維、バイク、楽器産業の振興を支援 (457-2285)

・ 繊維産業振興事業

・ バイクのふるさと浜松推進事業

・ 地域産業情報発信事業　など

8 産業イノベーション支援事業 (商工費) 191,628 産業振興課

相談、情報発信等のコンシェルジュや知財活用・人材育成等の (457-2044)

企業力向上、販路開拓等の産業イノベーション支援　など

・ 産業イノベーション支援事業

・ 産業イノベーション広域連携推進事業負担金

・ ハッカソン開催事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 100へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

9 先端技術活用促進事業（負担金） (商工費) 60,500 産業振興課

フォトンバレーセンターを通じ、地域の強みである (457-2044)

光・電子技術を利活用する地域企業を支援

・ ビジネスマッチング事業

・ 産学官金連携課題解決プロジェクト推進事業  など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 101へ

10 成長産業創出支援事業 (商工費) 186,407 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支援等 (457-2044)

・ 新産業創出事業費補助金（成長産業6分野への助成）

・ （新規）ものづくりコワーキングスペース整備事業費補助金

・ （新規）中小ものづくり企業IoT化支援事業負担金

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 102へ

11 ＥＶシフト対応支援事業 (商工費) 55,300 産業振興課

市内自動車産業のEVシフト対応に向けた支援 (457-2044)

・ EVシフト対応支援事業負担金

・ （臨時）次世代自動車部品等の展示スペースの設置

はままつ起業家カフェの一部を改修し、展示スペースを設置

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 103へ

12 海外ビジネス展開支援事業 (商工費) 36,102 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 (457-2319)

共同ブース出展などによる中小企業の海外展開支援
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

13 ベンチャー支援事業 (商工費) 106,295 産業振興課

ベンチャー企業の誘致・育成により、ベンチャー企業の集積を促進 (457-2825)

・ インキュベート施設入居賃料助成

・ （新規）ファンドサポート事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 104へ

・ （新規）実証実験サポート事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 105へ

・ （新規）ベンチャー経営塾事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 106へ

14 はままつ起業家カフェ運営事業 (商工費) 18,548 産業振興課

ワンストップ型の創業支援施設「はままつ起業家カフェ」の運営 (525-9745)

・ 会社設立支援補助金

・ ものづくり創業支援補助金

15 首都圏ビジネス情報センター事業 (商工費) 23,718 産業振興課

首都圏においてベンチャー企業誘致、工場・研究所誘致、 (03-3556-2788)

UIJターンを促進

16 サテライトオフィス誘致事業 (商工費) 31,209 産業振興課

サテライトオフィス等を活用した企業進出の促進 (457-2825)

・ はままつトライアルオフィス運営事業

・ 舞阪サテライトオフィス運営事業

・ （新規）中山間地域トライアルオフィス整備・運営事業

中山間地域の民間施設をトライアルオフィスとして整備、運営

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 107へ

17 企業誘致関連事業 (商工費) 26,534 企業立地推進課

首都圏における企業誘致活動や用地情報の提供等 (457-2282)
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

18 企業立地促進助成事業（補助金） (商工費) 5,319,668 企業立地推進課

立地企業の用地取得費や建物設備費等に対する助成 (457-2282)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 108へ

19 浜名湖観光圏整備推進支援事業 (商工費) 61,550 観光・シティ

圏域が一丸となって滞在型の観光地域づくりを進める
プロモーション課

「浜名湖観光圏整備推進協議会」に対する負担金等 (457-2295)

・ 浜名湖観光圏整備推進事業費負担金

・ 浜名湖サイクリングロードサイン整備事業

浜名湖サイクリングロード周辺のサイン整備設計、工事

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 112へ

・ （新規）サイクルステーション整備支援事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 113へ

20 出世の街浜松家康公祭り事業（負担金） (商工費) 6,000 観光・シティ

「出世の街浜松 家康公祭り」の開催に対する負担金
プロモーション課

(457-2295)

21 デスティネーションキャンペーン推進事業（負担金） (商工費) 18,811 観光・シティ

静岡デスティネーションキャンペーン実施に対する負担金
プロモーション課

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 114へ (457-2295)

〈新規〉

22 「いだてん」プロジェクト推進事業 (商工費) 57,778 観光・シティ

2019年大河ドラマ「いだてん」を活用した観光誘客を図るための
プロモーション課

拠点施設の整備等 (457-2293)

・ 「浜松魅力発信館　The GATE HAMAMATSU（ザ・ゲート・

ハママツ）」に設置した「いだてん」展の拡張及びリニューアル

・ NHK共催イベント開催　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 115へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

23 浜松・浜名湖ＤＭＯ形成支援事業（負担金） (商工費) 27,700 観光・シティ

浜松・浜名湖DMOの形成支援にかかる負担金
プロモーション課

・ 事業戦略策定のためのマーケティング調査の実施 (457-2295)

・ 収益モデルの構築・民間事業者との事業連携　など

24 インバウンド推進事業 (商工費) 46,955 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)

・ ラグビーワールドカップ2019TM誘客プロモーション事業

・ ビジットハママツ推進事業　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 116へ

25 ＭＩＣＥ推進事業 (商工費) 55,816 観光・シティ

市内へのコンベンション、イベント等の誘致及び開催支援等
プロモーション課

・ 市内で開催されるコンベンションの開催支援、主催者への助成 (457-2295)

26 フィルムコミッション推進事業 (商工費) 4,543 観光・シティ

映画やテレビなどのロケ誘致及び支援、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)

・ 市内ロケ作品巡回展示
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

27 シティプロモーション事業 (商工費) 82,077 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

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 117へ (457-2293)

・ （新規）ダンスでハママツハッピー！プロジェクト

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 118へ

・ （新規）ハママツ・ツーリズムプロモーション・パートナーシップ

事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 119へ

・ （新規）ビーチ・マリンスポーツ発信事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 27、120へ

・ （新規）やらまいか大使活用事業

・ （新規）浜松市シティプロモーション顧問事業　など

28 魅力発信拠点施設管理運営事業 (商工費) 33,935 観光・シティ

本市の多彩な魅力ある地域資源と旬な情報を発信する「浜松
プロモーション課

魅力発信館The GATA HAMAMATSU（ザ・ゲート・ハママツ）」 (457-2293)

の管理運営

29 ふるさと納税事業 (商工費) 813,097 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 (457-2293)

30 小型自動車競走事業 (小型自動車競走事業特別会計) 13,457,000 産業総務課

包括的民間委託による小型自動車競走事業の運営 （公営競技室）

・ 小型自動車競走場メインスタンド棟改築事業 (471-0066)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 174へ

31 就労支援事業 (労働費) 15,052 産業総務課

若年者等の就労対策 (457-2115)

・ 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
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

32 産業人財獲得事業 (労働費) 30,891 産業総務課

ＵＩＪターン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

平成33年卒業予定の大学生等への就職支援

・ マッチングアドバイザー派遣事業

UIJターン希望者等と市内企業とのマッチング支援

・ （新規）理工系大学と市内企業のつながり支援事業

市内企業の理工系大学（県内・首都圏・中京圏）訪問ツアー

・ COC＋関連事業

・ 女性就労支援事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 76へ

〈新規〉

33 高齢者就労環境整備事業 (労働費) 4,628 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 (457-2115)

・ 高齢者活躍宣言企業制度の創設

高齢者雇用への積極的取組みを行う企業を募集、審査、認定

・ 高齢者雇用に関する企業の実態調査

・ 高齢者就労支援事業

企業向け高齢者雇用促進セミナー、高齢者向け就労支援

セミナー・マッチングフェアの開催

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 77へ

34 障害者雇用促進事業 (労働費) 10,270 産業総務課

障害者の就労に関する相談や定着支援業務 (457-2115)

35 勤労者福祉施設整備事業 (労働費) 52,501 産業総務課

勤労者福祉施設の施設整備 (457-2115)

　・勤労会館非常用発電設備更新工事　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) 1,837 農業委員会事務局

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 (457-2836)

借り手へとつなげる農地銀行業務に要する経費

2 農業経営塾開催事業 (農林水産業費) 4,222 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)

・ 第3期卒塾生を対象としたフォローアップ

・ （新規）国内トップランナーを招いた実務講座

・ （新規）農業セミナー

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 78へ

3 多様な担い手育成支援事業 (農林水産業費) 3,763 農業水産課

多様な担い手の農業参画機会の創出及び小中学生対象の (457-2333)

農業をテーマとした人材育成プログラムのモデル実施

・ （新規）浜松版JuniorVillageモデル事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 79へ

4 農商工連携・６次産業化推進事業 (農林水産業費) 37,540 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 (457-2334)

ブランド化等の取組みに対する支援

・ 未来を拓く農林漁業育成事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 80へ

5 海外販路拡大事業 (農林水産業費) 9,147 農業水産課

海外販路開拓の取組みに対する支援 (457-2334)

・ （新規）アジア最大の食の見本市「FoodExpo香港」ブース出展

・ （新規）アラブ首長国連邦での農産品ニーズ調査

・ （新規）国際食品商談会「沖縄大交易会」ブース出展

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 81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 食と農の地域ブランド推進事業 (農林水産業費) 12,387 農業水産課

食と農プロジェクト推進事業 (457-2334)

・ （新規）「浜松パワーフード」をキーワードとしたPR

・ （新規）次世代に残したいふる里の味

食育をテーマとした小学生向け体験プログラム

・ （新規）訪日外国人向け個人携行輸出支援

・ やらまいか大使和久田シェフ連携プロモーション

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 82へ

〈新規〉

7 スマート農業推進事業 (農林水産業費) 5,687 農業水産課

遊休農地を集約し、ICTを活用した高効率・高収益な (457-2314)

スマート農業のモデル農場を整備　

・ 西区村櫛町　14.0ha

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 83へ

8 農業政策運営経費 (農林水産業費) 3,671 農業水産課

品評会入賞を通した付加価値向上に向けた支援 (457-2333)

・ （新規）品評会等入賞者報償事業

9 農作物被害対策支援事業 (農林水産業費) 85,125 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

・ 動物被害対策事業費補助金

10 農業次世代人材投資事業 (農林水産業費) 93,302 農業振興課

次代を担う新規就農者の経営確立に対する支援 (457-2331)
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

11 認定農業者等育成支援事業（補助金） (農林水産業費) 12,750 農業振興課

認定農業者等の営農継続に必要な機械・施設の (457-2331)

更新等に対する助成

12 経営体育成助成事業（補助金） (農林水産業費) 17,664 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

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 84へ

13 施設整備等支援事業（補助金） (農林水産業費) 213,692 農業振興課

農産物の生産体制や産地力の強化に向けた助成 (457-2332)

・ 産地パワーアップ事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 85へ

14 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)

・ （新規）イベント出展、生産技術向上等の支援

15 農業振興地域制度管理事業 (農林水産業費) 14,449 農地利用課

農業振興地域整備計画の定期変更 (457-2335)

16 耕作放棄地対策事業（交付金） (農林水産業費) 11,500 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) 83,300 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 (457-2315)

のための改修等
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

18 かんがい排水整備事業 (農林水産業費) 185,820 農地整備課

※かんがい排水整備国庫補助事業 10,000千円の合計 (457-2315)

　 かんがい排水整備市単独事業 175,820千円の合計

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

・ 農業用ため池ハザードマップ作成事業　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 86へ

〈新規〉

19 農業水利施設ストックマネジメント調査事業 (農林水産業費) 8,528 農業水産課

天竜川下流用水の農業用水路等における長寿命化計画策定に (457-2314)

向けた劣化状況調査

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 87へ

20 揚排水施設・樋門維持管理事業 (農林水産業費) 114,470 農地整備課

揚排水機場等の維持管理 (457-2315)

・ 排水機場樋門等の地震・津波対策　8か所

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 88へ

21 森林環境譲与税の使途 (農林水産業費) - 林業振興課

森林整備や木材利用促進等に活用するほか、将来の事業量 (457-2159)

増加に備えた森林環境基金への積立

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 89へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

〈新規〉

22 森林経営管理推進事業 (農林水産業費) 46,616 林業振興課

適切に管理されていない森林を意欲と能力のある林業経営者に (457-2159)

管理を委ねるための、所有者への意向調査、集積計画作成等

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 90へ

23 林業従事者助成事業（補助金） (農林水産業費) 8,750 林業振興課

林業の担い手育成に対する助成 (457-2159)

・ （拡充）安全講習会参加及び健康診断等に対する助成

24 森林整備・林業振興事業（補助金） (農林水産業費) 168,134 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)

・ （新規）林業・木材産業成長産業化促進対策事業

・ （新規）浜松型林齢平準化促進事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 91へ

25 天竜材流通・販路拡大事業 (農林水産業費) 9,500 林業振興課

天竜材の流通量及び販路拡大に対する支援 (457-2159)

・ 天竜材を使用した製品開発に対する助成

・ 天竜材海外輸出を実施する事業者に対する助成

〈新規〉

26 森林活用等都市間連携事業 (農林水産業費) 2,130 林業振興課

天竜材の販路拡大を図るため、首都圏の大都市等と森林環境 (457-2159)

教育等を通した連携推進

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〉

27 森林環境教育推進事業 (農林水産業費) 2,000 林業振興課

市内外の企業や学校等を対象とした森林環境講座や体験学習 (457-2159)

の実施

〈新規〉

28 FSC認証材利用拡大推進事業 (農林水産業費) 8,022 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)

・ 大手企業連携（セールスミーティング、木材関連展示会出展）

・ 路線バスへのラッピング広告

・ 天竜材フィーリングツアー

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 93へ

29 林業成長産業化推進事業 (農林水産業費) 77,289 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

・ 林業成長産業化推進事業費補助金

30 食肉地方卸売市場　整備工事費 （と畜場・市場事業特別会計） 41,398 食肉地方卸売市場

食肉の安全かつ効率的な流通を確保するための、市場冷蔵庫 （461-7555）

配管更新工事等

31 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) 224,029 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、受変電 (427-7402)

設備改修事業や水産荷捌き所屋根新築事業等の実施
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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) 242 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）

計画の見直し及び次期計画策定

2 浜松こども館管理運営事業 (民生費) 207,639 次世代育成課

浜松こども館の管理運営 （457-2795）

・ 遊具等大規模清掃・修繕工事

3 青少年健全育成事業 (民生費) 14,991 次世代育成課

学校・家庭・地域等子どもを取り巻くあらゆる立場の人の連携
（青少年育成センター）

による、声掛け運動・校区指導・地域交流等の実施 （457-2418）

4 子育て短期支援事業 (民生費) 2,783 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）

困難になった場合の児童養護施設等での短期間養育

5 養育支援訪問事業 (民生費) 3,731 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

6 母子生活支援・助産施設保護事業 (民生費) 28,269 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

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 児童福祉施設専門機能強化助成事業（補助金） (民生費) 17,684 子育て支援課

児童養護施設の心理療法担当職員の加配及び医療機関等 （457-2792）

連絡調整員の配置に対する助成

・ （新規）医療機関等連携強化事業費助成事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 44へ

8 社会的養護体制整備事業 (民生費) 22,718 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

9 地域子育て支援拠点事業 (民生費) 225,889 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）

10 地域子育て推進事業 (民生費) 14,925 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ない支援

・ （拡充）産後ケア事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 45へ

・ （新規）ファミリー・サポート・センター利用者助成事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 46へ

11 発達支援広場事業 (民生費) 45,891 子育て支援課

発達障がいの疑いのある子どもとその親に交流の場の提供と （457-2792）

育児方法の指導や早期療育の必要性を啓発

12 子供の貧困対策コーディネーター事業 (民生費) 4,641 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
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

13 学習支援事業 (民生費) 25,788 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

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 47へ

14 母子家庭福祉対策事業 (民生費) 9,924 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）

15 母子家庭等自立支援給付金事業 (民生費) 25,423 子育て支援課

ひとり親家庭の親の雇用の安定及び就職の促進のための母子 （457-2792）

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) 196,042 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

17 遺児等福祉手当支給事業 (民生費) 38,174 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

18 児童扶養手当支給事業 (民生費) 2,957,390 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

19 ひとり親家庭等自立支援手当支給事業 (民生費) 19,312 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 子ども医療費助成事業 (民生費) 2,528,626 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　

〈新規〉

21 高校生世代医療費助成事業 (民生費) 199,100 子育て支援課

中学校卒業から18歳年齢到達の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

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 48へ

22 児童手当支給事業 (民生費) 13,363,887 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）

23 児童保護事業 (民生費) 1,381,989 児童相談所

児童養護施設等への措置費の支給 （457-2703）

24 里親支援事業 (民生費) 3,219 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

25 幼児教育・保育の無償化 (民生費) 2,128,729 幼児教育・保育課

3歳児～5歳児、住民税非課税世帯の0歳児～2歳児における ※影響額 （457-2118）

幼稚園、保育所、認可外保育施設等の利用者負担を無償化 子育て支援課

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 49へ （457-2792）

障害保健福祉課

（457-2863）
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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) 36,555 幼児教育・保育課

市立保育所における延長保育、一時預かり等の特別保育の （457-2118）

実施

27 市立保育所施設整備事業 (民生費) 15,484 幼児教育・保育課

市立保育所の修繕等の施設整備 （457-2118）

28 病児・病後児保育事業 (民生費) 62,311 幼児教育・保育課

乳幼児及び小学生が病気又は病気回復期に専用スペースで （457-2118）

看護師等と保育士が一時的に保育

29 保育ママ事業 (民生費) 6,988 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 （457-2118）

保育が必要な児童を保育

・ 対象地域　　天竜区

30 特定教育・保育施設運営事業 (民生費) 12,474,555 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 （457-2118）

対する助成

・ 認定こども園　　　　　 63園　定員9,790人

　　　　　　　　　　　　　　（平成30年度:57園　8,926人）

・ 新制度私立幼稚園　　 1園　定員　300人

　　　　　　　　　　　　　　（平成30年度:  1園　　300人）

・ 私立保育所　　　　　　40園　定員4,310人

　　　　　　　　　　　　　　（平成30年度:40園　4,490人）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 50へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

31 特定地域型保育事業所運営事業 (民生費) 1,612,124 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助成 （457-2118）

・ 小規模保育事業    34施設　定員522人

　　　　　　　　　　　　　（平成30年度: 30施設　465人）

・ 事業所内保育事業  9施設　定員476人

　　　　　　　　　　　　　（平成30年度:   9施設　453人）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 51へ

32 保育士等確保対策費助成事業（補助金） (民生費) 213,024 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 （457-2118）

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

〈新規〉

33 サテライト型小規模保育事業費助成事業（補助金） (民生費) 8,624 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 （457-2118）

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

34 私立保育所等事業費助成事業（補助金） (民生費) 715,463 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 （457-2118）

行う特別保育事業に対する助成

・ 一時預かり、延長保育　など

・ 永住者、特別永住者を外国人児童保育の助成対象に追加

35 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) 1,323,364 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 （457-2118）
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

36 認証保育所等利用者助成事業（補助金） (民生費) 149,828 幼児教育・保育課

認証保育所に入所する3歳未満の児童及び幼児教育・保育の （457-2118）

無償化に伴う3歳児から5歳児までの児童等の利用者負担に

に対する助成

・ （拡充）幼児教育・保育の無償化に伴う利用者負担に

対する助成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 53へ

37 私立保育所等施設整備費助成事業（補助金） (民生費) 903,419 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 （457-2118）

に対する助成

・ 6園（創設3、増改築3）、平成32年度に定員310人増

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 54へ

38 保育所等利用待機児童の解消 (民生費、教育費) 1,148,188 幼児教育・保育課

私立保育所等施設整備費助成事業（補助金）　903,419千円 （457-2118）

認証保育所等利用者助成事業（補助金）

                 　 149,828千円の一部　　　　　　　　 65,040千円

私立幼稚園教育振興助成事業（補助金）     

                 　 305,921千円の一部 　     179,729千円の合計

・ 平成31年度は、認定こども園や保育所等の定員を550人増

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 54へ

39 保育事業運営経費 (民生費) 56,648 幼児教育・保育課

平成32年4月入園分の保育施設利用申込の受付を、試験的に （457-2118）

商業施設でも実施

・ 保育施設利用申込一斉受付の見直し

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 56へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

40 市立幼稚園教育指導支援員配置事業 (教育費) 152,727 幼児教育・保育課

障害児在籍学級サポーター等の配置 （457-2118）

41 私立幼稚園教育振興助成事業（補助金） (教育費) 305,921 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支援 （457-2118）

並びに幼児教育・保育の無料化

・ 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

・ 私立幼稚園における2歳児の定期的な預かり事業費補助金

・ （新規）預かり保育無償化（認定こども園、新制度幼稚園）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 168へ

42 私立幼稚園就園奨励等助成事業 (教育費) 2,375,945 幼児教育・保育課

従来型私立幼稚園に就園する園児の世帯を対象に、所得状況に （457-2118）

応じた入園料、保育料の一部減免及び幼児教育・保育の無償化

・ 私立幼稚園就園奨励金

・ （新規）預かり保育無償化

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 169へ
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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) 7,916 教育総務課

学校・家庭・地域が連携して学校運営を進める仕組みとなる （457-2401）

「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」の推進

　・ （拡充）推進モデル校22校における実施

（平成30年度:17校、5校の増）

　・ 平成32年度の本格導入に向けたフォーラムの開催　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 159へ

2 はままつ人づくりネットワーク推進事業 (教育費) 10,040 教育総務課

学校の教育活動や放課後・土曜日の子供の活動に対する （457-2401）

市民協働による支援体制の確立に要する経費

　・ 教育に関する講座や人材情報を一元管理するはままつ

人づくりネットワークセンターの活用

　・ 地域コーディネーターの配置

 コミュニティ・スクールの推進モデル校22校

3 放課後児童会運営支援事業 (教育費) 833,284 教育総務課

放課後児童会等の運営 （457-2401）

・ 145か所　11か所の増（平成30年度：134か所）

・ 定員6,659人　360人増（平成30年度：6,299人）

　　 （拡充）全面委託化に向け市の関与を強めるため運営方式を

補助方式から負担金方式に変更

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 160へ

4 市立教職員研修事業 (教育費) 23,734 教育センター

市立幼稚園、小・中学校の教職員研修 （439-3120）

・ 小学校教諭英語指導力向上事業

小学校教諭の英語指導力向上のためのマレーシア派遣研修

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 部活動指導員の配置 (教育費) 32,960 指導課

中学校の部活動顧問と同等の職務を果たせる部活動指導員を配置 （457-2411）

・ 部活動指導員　5人増　40人（平成30年度：35人）

6 発達支援教育推進事業 (教育費) 46,759 指導課

障がい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

・ 医療的ケアが必要な児童生徒に対する看護師配置及び

訪問看護委託

・ 就学相談員配置　8人

新学齢児を対象とした専門調査及び就学教育相談

・ 作業療法士、言語聴覚士及び学校経営スーパーバイザー

による発達支援学級等に対する巡回指導

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 161へ

7 外国人子ども教育支援推進事業 (教育費) 122,058 指導課

共生社会の一員となる外国人児童生徒の学習や成長の支援 （457-2428）

・ （新規）プレスクールの開催

小学校入学予定の幼児とその保護者に対する初期適応指導

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 162へ

8 スクールソーシャルワーク事業 (教育費) 40,554 指導課

スクールソーシャルワーカーの配置 （457-2411）

・ 12人（平成30年度：12人）

9 教育相談支援事業 (教育費) 15,959 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

・ 心理相談員（教育相談支援センター）2.5人体制

・ いじめ電話相談（24時間体制）
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

10 スクールカウンセリング事業 (教育費) 101,635 指導課

スクールカウンセラーの配置 （457-2428）

・ 2人工増　66人工（平成30年度：64人工）

11 不登校児支援推進事業 (教育費) 68,119 指導課

不登校児童生徒の学校復帰と社会的自立のための支援 （457-2428）

・ 校外適応指導教室　8教室（平成30年度：8教室）　

（新規）個別対応型適応指導教室を併設

・ 校内適応指導教室　4教室増　15教室（平成30年度：11教室）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 163へ

12 生きた英語力育成事業 (教育費) 220,965 指導課

（拡充）外国語指導助手（ALT）の配置 （457-2411）

・ ALT人数　10人増　60人（平成30年度：50人）

小学校外国語科、外国語活動の授業時間数の増に対応

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 164へ

13 理科・ものづくり教育支援事業（負担金） (教育費) 4,500 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）

14 理科支援員配置事業 (教育費) 34,428 指導課

全小学校への理科支援員の配置 （457-2411）

15 学校特色化推進事業（負担金） (教育費) 82,969 指導課

学校と地域が連携して取り組む特色ある学校づくり （457-2411）

16 やらまいか教育推進事業（負担金） (教育費) 4,000 指導課

郷土愛を醸成する活動及び起業家教育を通してやらまいか精神を （457-2411）

醸成する活動を推進

・ 小・中学校に企画を募集し、20校選定
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

17 校務アシスタントの配置 (教育費) 76,300 教職員課

※人件費　嘱託（小学校教職員管理費） （457-2414）

　 355,797千円の一部 50,050千円　　　　 

　 人件費　嘱託（中学校教職員管理費） 

　 205,975千円の一部 26,250千円の合計

（拡充）教員業務を支援する校務アシスタントを全小中学校に配置

109人増　146人（平成30年度：37人）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 165へ

18 発達支援教育指導員等配置事業 (教育費) 166,369 教職員課

※発達支援教育指導員等配置事業（小学校教職員管理費） （457-2414）

　　　　　 118,320千円　　

　 発達支援教育指導員等配置事業（中学校教職員管理費）

　  48,049千円の合計

発達障害の子供に対する支援を目的とした発達支援教育指導員

及びスクールヘルパーの配置

・ 発達支援教育指導員　5人増 　92人（平成30年度：  87人）　

・ スクールヘルパー　　   5人増　126人（平成30年度：121人）

19 学校教育指導支援員配置事業 (教育費) 168,723 教職員課

※学校教育指導支援員配置事業（小学校教職員管理費） （457-2414）

　129,797千円の一部 129,591千円         

　 学校教育指導支援員配置事業（中学校教職員管理費）

　 39,952千円の一部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,132千円の合計

小中学校への学校教育指導支援員等の配置

20 就学援助事業 (教育費) 516,258 教育総務課

※小学校就学援助事業 265,230千円　 　　　 （457-2401）

　 中学校就学援助事業 251,028千円　 　　　

就学にかかる費用の一部を支給
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

21 学校給食事業 (教育費) 1,735,145 健康安全課

※小学校給食事業 785,425千円　 　　　 （457-2422）

　 中学校給食事業 375,077千円　 　　　

　 学校給食センター管理運営事業 574,643千円の合計

小・中学校への給食提供

22 小学校建設事業 (教育費) 1,708,261 教育施設課

小学校の改築など （457-2403）

・ 改築　 　　　　 　船越小、可美小

・ 空調設備整備　泉小

・ 仮設校舎借上　内野小

・ 長寿命化計画策定業務

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 166へ

23 小学校施設整備事業 (教育費) 629,366 教育施設課

小学校の維持修繕 （457-2403）

・ （新規）小中学校空調設備整備事業費及び設備維持管理

運営費（債務負担行為）

PFI方式により小学校53校の普通教室へ空調設備を整備

設置を平成32年度まで、以後44年度まで維持管理

PFIアドバイザリー業務委託

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 167へ

24 中学校建設事業 (教育費) 17,583 教育施設課

中学校の大規模改造など （457-2403）

・ 大規模改造　　　北浜中

・ 長寿命化計画策定業務

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 中学校施設整備事業 (教育費) 429,625 教育施設課

中学校の維持修繕 （457-2403）

・ （新規）小中学校空調設備整備事業費及び設備維持管理

運営費（債務負担行為）

PFI方式により中学校27校の普通教室へ空調設備を整備

設置を平成32年度まで、以後44年度まで維持管理

PFIアドバイザリー業務委託

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 167へ

26 市立高校学校施設整備事業 (教育費) 40,625 市立高校

市立高校の維持修繕 （453-1105）

・ 受変電設備更新工事

27 学校安全事業 (教育費) 10,355 健康安全課

学校安全（災害、生活、交通）の対応 （457-2422）

・ （新規）子供安全ネットワーク推進事業

高齢者や事業者による子供の見守り活動に対する支援

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) 22,890 危機管理課

災害対策本部の運営 (457-2537)

・ 市防災情報システムと県防災システムの連携等

2 地域防災計画整備事業 (消防費) 3,510 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) 2,076,959 危機管理課

防潮堤整備事業への負担金、防潮堤土砂確保及び津波避難 (457-2537)

施設整備への助成

・ 防潮堤整備事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 156へ

・ 民間事業者等による津波避難施設整備に対する助成

・ 地区の津波避難計画作成支援等

4 市民防災意識啓発事業 (消防費) 5,688 危機管理課

市民への防災知識の啓発 (457-2537)

・ 家具転倒防止推進事業

・ 各区の災害特性に応じた防災啓発事業等

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

5 防災施設・資機材維持管理事業 (消防費) 142,557 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)

防災施設・資機材の維持管理、更新及び整備

・ （新規）マンホールトイレシステム整備事業　

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 157へ

6 情報通信事業 (消防費) 106,555 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

7 災害情報手段整備事業 (消防費) 689,908 危機管理課

アナログ同報無線のデジタル化再整備 (457-2537)

・ （拡充）災害情報伝達手段整備事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 158へ

8 防災学習施設管理運営事業 (消防費) 49,452 危機管理課

防災学習施設の維持管理、運営指定管理料 (457-2537)

9 自主防災組織支援事業 (消防費) 97,103 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 空家対策事業 (総務費) 4,583 市民生活課

空家等対策計画の推進や不適切な管理状況である空家所有者 (457-2231)

に対する指導等

2 消費生活支援事業 (総務費) 11,087 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）

・（新規）若者を対象としたエシカル消費普及・促進事業 (457-2635)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 15へ

3 中心市街地防犯センター支援事業 (総務費) 1,184 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) 112,953 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、富塚地区、湖東地区道路改良

・ 消防団消防車両購入（2台）  

5 防犯協会運営事業（負担金） (総務費) 34,761 市民生活課

犯罪のない安全で安心なまちづくりを目指すため、防犯協会の (457-2231)

活動を支援する負担金を交付

・ （拡充）防犯協会運営事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 16へ

6 斎場再編・整備事業 (衛生費) 396,787 市民生活課

浜松市斎場再編・整備方針に基づき、市内7斎場を再編・集約 (457-2026)

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 地震対策推進事業 (土木費) 108,984 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（補助金）

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 新・都市計画マスタープラン調査検討事業 (土木費) 7,334 都市計画課

平成32年度に予定する都市計画マスタープランの定期見直し (457-2363)

に向け、地域別構想をとりまとめ計画素案を作成

平成30年度に策定した立地適正化計画を反映

3 景観形成事業 (土木費) 14,461 土地政策課

歴史的風致維持向上計画の策定、シンポジウムの開催 (457-2642)

・ 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 133へ (457-2466)

4 総合交通計画推進事業 (土木費) 31,434 交通政策課

安全・安心・快適な交通体系の構築 (457-2441)

・ 総合交通計画の見直し業務

・ （新規）ＪＲ弁天島駅構造物調査事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 134へ

5 バス交通等対策助成事業 (土木費) 285,227 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

54



予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

6 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) 29,667 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

7 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) 69,690 交通政策課

天竜浜名湖鉄道の経営に対する助成 (457-2441)

8 船明土地区画整理組合支援事業（補助金） (土木費) 20,000 市街地整備課

船明土地区画整理事業に対する助成 (457-2746)

9 旭・板屋Ａ地区第一種市街地再開発支援事業 (土木費) 2,505,000 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 137へ

10 常盤町西街区優良建築物等整備支援事業（補助金） (土木費) 358,000 市街地整備課

優良建築物等整備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 138へ

11 都市機能更新促進事業 (土木費) 10,694 市街地整備課

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 (457-2342)

利活用にかかるリノベーションスクール等の開催

12 土地区画整理等調査事業 (土木費) 74,272 市街地整備課

土地区画整理事業の調査等 (457-2366)

・ 浜北中央北地区土地区画整理関係調査

・ 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
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

13 舘山寺総合公園運営事業（一般整備事業） (土木費) 527,629 緑政課

平成32年度の開園50周年に向けた舘山寺総合公園の基盤整備 (457-2586)

・ ＵＤ昇降機新設工事

・ 噴水装置改修及び池防水塗装工事

・ モザイカルチャー新設作品設計　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 142へ

14 緑の基本計画策定事業 (土木費) 7,639 緑政課

緑の基本計画策定に向けた検討 (457-2586)

〈新規〉

15 浜松城公園長期整備構想推進事業 (土木費) 63,008 緑政課

旧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 144へ 文化財課

(457-2466)

16 公園整備事業（国交付金事業） (土木費) 232,382 公園課

都市公園等の整備 (457-2353)

・ 名塚公園、遠州灘海浜公園（都市開発資金）　など

17 公園整備事業（単独事業） (土木費) 207,371 公園課

都市公園等の整備 (457-2351)

・ （仮称）万斛公園（旧鈴木家屋敷）整備事業　など

・ 染地台多目的広場整備事業  

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 145へ

18 遠州灘海浜公園篠原地区東調査事業 (土木費) 501 公園課

篠原地区への野球場建設に係る協議　ほか (457-2353)
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

19 公園施設改良事業 (土木費) 162,094 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)

・ 相生公園擁壁改修工事

・ 可美公園雨水流出抑制施設整備工事　など

〈新規〉

20 ビーチスポーツ施設整備事業 (土木費) 71,123 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)

・ 江之島地区ビーチスポーツ施設整備事業

・ 50ｍプール及び観客席等解体設計業務　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 27、120、146へ

21 公園施設長寿命化事業（国交付金事業） (土木費) 37,200 公園管理事務所

都市公園における公園施設の長寿命化 (473-1829)

・ 遊戯施設長寿命化対策工事

22 施設整備事業（一般整備事業） (土木費) 112,919 動物園

動物園内給排水設備等改修事業 (487-1122)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 147へ

23 いのちのふれあいゾーン整備事業 (土木費) 63,223 動物園

動物園再生基本計画に基づくいのちのふれあいゾーン整備 (487-1122)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 147へ

24 市営住宅建設事業 (土木費) 792,570 住宅課

市営住宅の集約建替 (457-2460)

・ （新規）湖東団地再生計画策定事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 148へ

・ （臨時）初生団地建物購入
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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) 21,115,776 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

・ 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

・ 小規模要望事業 (457-2451)

　道路、河川事業合わせて20億円を計上

2 道路交通調査事業 (土木費) 16,078 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)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 125へ

3 交通安全施設等整備・修繕事業 (土木費) 3,026,873 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 126へ

4 道路照明灯ＬＥＤ化更新事業 (土木費) 247,500 道路企画課

道路照明灯のＬＥＤ化による維持管理コスト及び環境負荷の低減 (457-2232)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 127へ

5 交通安全推進事業 (土木費) 122,714 道路企画課

交通安全に対する啓発活動等 (457-2232)

6 スマートインターチェンジ関連整備事業 (土木費) 531,600 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 (457-2648)

・ 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

7 三遠南信自動車道関連整備事業 (土木費) 2,029,000 道路企画課

※三遠南信自動車道関連整備事業           1,029,000千円 (457-2432)

 　国直轄道路事業（負担金）1,062,000千円の一部　 1,000,000千円

                                            　　　　　　　　　　　　　 の合計

三遠南信自動車道の現道改良区間等の整備

・ 現道改良区間　国道152号（池島～大原）

・ 佐久間道路関連　

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 128へ

8 国直轄道路事業（負担金） (土木費) 1,062,000 道路企画課

国が実施する道路整備事業等への負担金 (457-2375)

・ （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 128へ

・ 国道1号交通安全施設等の整備

9 道路維持修繕事業 (土木費) 8,318,729 道路保全課

道路・橋りょう等の修繕 (457-2425)

・ 原田橋整備事業

　平成31年度末供用開始予定

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 129へ

・ 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 130へ

10 橋りょう耐震補強事業 (土木費) 394,000 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 131へ

11 自転車等対策事業 (土木費) 53,121 道路保全課

市街地中心部の放置自転車対策及び自転車等駐車場の維持管理 (457-2425)
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

12 ポンプ場等維持管理事業 (土木費) 414,328 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3期工事）

13 土木防災情報システム運営事業 (土木費) 45,014 河川課

土木防災情報システム等の維持管理 (457-2452)

・（拡充）水位計及び監視カメラの追加設置による河川監視の強化

・（新規）無線回線による災害情報収集

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 132へ

14 河川改良事業 (土木費) 893,140 河川課

河川改修及び総合治水対策 (457-2451)

・ 二級河川九領川、準用河川東芳川　など

15 都市計画道路整備事業 (土木費) 1,519,800 道路企画課

都市計画道路の整備　 (457-2375)

・ 飯田鴨江線（名塚工区）、植松伊左地線（山下工区）、

美薗線　など

16 天竜川駅周辺整備事業 (土木費) 145,000 道路企画課

ＪＲ天竜川駅の南北駅前広場整備、南口アクセス道路の (457-2375)

詳細設計　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 141へ

17  都市下水路整備事業 (土木費) 4,812 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)

・ 都市下水路点検業務　など
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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) 25,730 消防総務課

消防庁舎の改修・整備 (475-7524)

・ （新規）ユニットハウス型移動式訓練施設購入費

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 149へ

<新規>

2 西消防署庄内出張所建設事業 (消防費) 25,288 消防総務課

耐震性の不足する西消防署庄内出張所の整備 (475-7524)

(平成33年4月運用開始)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 150へ

3 立入検査等指導事業 (消防費) 4,489 予防課

立入検査、防火指導等 (475-7542)

4 消防用資機材維持管理事業 (消防費) 5,352 警防課

消防用資機材の維持管理 (475-7531)

・ （新規）情報収集活動ドローン運用事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 151へ

5 消防車両購入事業 (消防費) 323,807 警防課

常備消防車両の更新等 (475-7531)

・ 水槽付消防ポンプ車3台、救助工作車1台、連絡車2台、

広報車1台の更新

6 地震対策消防水利整備事業 (消防費) 70,473 警防課

耐震性貯水槽及び防火井戸の設置 (475-7531)

・ 100 型耐震性貯水槽2基、防火井戸6基

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

<新規>

7 国際イベント警備支援事業 (消防費) 15,332 警防課

G20大阪サミット及びラグビーワールドカップ2019
TM (475-7531)

における警備支援

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 152へ

8 救急高度化推進整備事業 (消防費) 162,039 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

9 消防航空隊運営維持管理事業 (消防費) 183,586 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)

・ 航空機耐空証明検査など

10 消防航空隊安全運航事業 (消防費) 31,322 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)

11 消防指令センター機能維持管理事業 (消防費) 198,959 情報指令課

消防指令センターの維持管理 (475-7551)

・ （拡充）消防用高所監視施設更新・設置事業

高所監視カメラの更新及び設置

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 153へ

12 消防団庁舎整備事業 (消防費) 12,242 消防総務課

消防団分団庁舎の整備 (475-7523)

・ （新規）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 154へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

13 消防団運営経費 (消防費) 9,633 消防総務課

消防団運営に必要な消耗品などの購入 (475-7523)

・ （新規）準中型自動車運転免許取得促進事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 155へ

14 消防団車両購入事業 (消防費) 80,486 警防課

非常備消防車両の更新 (475-7531)

・ 消防ポンプ自動車5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 浄化槽助成事業 (衛生費) 436,797 お客さまサービス課

10人槽以下の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) 29,711 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) 16,303 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) 5,126 天竜上下水道課

生活用水の宅配、水質検査、維持管理、施設整備及び修繕 (922-0034)

に要する経費に対する補助金

5 水道施設の管路耐震化事業 (水道事業会計) 3,178,025 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)

・ 上島幹線耐震化工事

・ 笠井幹線耐震化工事

・ 金指送水管、佐久間町山香配水区導水管耐震化工事　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) 4,266,028 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) 584,941 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　など

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） 229,249 廃棄物処理課

※資源物処理事業（廃棄物処理費）  　     75,201千円 (453-0011)

 　資源物処理事業（平和清掃事業所費）   94,624千円

 　資源物処理事業（浜北環境事業所費） 　43,847千円

 　資源物処理事業（天竜環境事業所費）   15,577千円　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、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

2 衛生工場維持管理事業 （衛生費） 744,034 廃棄物処理課

西部衛生工場、東部衛生工場等の維持管理 (453-6141)

・ し尿貯留槽整備事業（佐久間）

3 新清掃工場整備事業 （衛生費） 4,310,108 廃棄物処理課

天竜区青谷に建設する新清掃工場の整備に向けた設計、工事 (922-4800)

・ 新清掃工場整備運営費

・ 設計・建設モニタリング業務

・ 周辺道路整備

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 69へ

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 旧ごみ処理施設管理事業 （衛生費） 211,353 廃棄物処理課

※旧ごみ処理施設管理事業（廃棄物処理費）                 12,996千円 (453-6141)

 　旧ごみ処理施設管理事業（浜北環境事業所費）            7,632千円

 　旧ごみ処理施設管理事業（天竜環境事業所費）        190,725千円

                                                                             の合計

休止中のごみ処理施設の維持管理

・ 天竜清掃センター解体撤去工事

5 ごみ減量天下取り大作戦事業 （衛生費） 10,726 ごみ減量推進課

※生ごみ減量推進事業       5,212千円の一部       665千円 (453-6192)

　 ごみ減量教育推進事業　12,587千円の一部 　10,061千円の合計

家庭系ごみ削減のための減量施策の実施

・ 小学生ごみ減量チャレンジ事業

・ （新規）天下取り取組宣言ごみ袋作成・配布事業

・ （新規）食品ロス削減講座開催事業

・ （新規）エコレシピコンテスト事業

・ 雑がみ分別チャレンジ事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 70へ

6 資源物集団回収団体活動促進事業 （衛生費） 62,655 ごみ減量推進課

資源物集団回収団体に対する協力金の交付 (453-6192)

7 環境美化活動推進事業 （衛生費） 26,248 ごみ減量推進課

環境美化活動に対する自治会への協力金の交付 (453-0026)

8 埋立処分場運営事業 （衛生費） 424,850 平和清掃事業所

最終処分場の埋立地及び浸出水処理施設の運営維持管理 (487-1131)

・ 平和最終処分場第2期埋立地移行整備事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 71へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

9 地球温暖化対策事業 (衛生費) 24,353 環境政策課

温暖化対策に資する自主的な取組みの推進 (453-6146)

・ （新規）次世代自動車普及啓発事業

・ COOL CHOICE普及啓発事業

10 省エネルギー推進事業 （衛生費） 61,921 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 (453-6146)

・ （拡充）市有施設の照明LED化推進事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 72へ

11 生物多様性保全事業 （衛生費） 14,476 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 (453-6146)

・ クリハラリス対策事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 73へ

12 産業廃棄物適正処理推進事業 （衛生費） 16,608 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 (453-6134)

対する監視指導、許認可の実施

・ PCB使用安定器等処理事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 74へ

・ PCB含有照明用安定器の掘起し調査フォローアップ事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 75へ

13 水質保全事業 （衛生費） 13,491 環境保全課

佐鳴湖、浜名湖の水質浄化、猪鼻湖の流域別水質負荷量調査等 (453-6144)

水質保全事業の実施

14 雨水浸透ます普及事業 （衛生費） 6,563 環境保全課

雨水浸透ますの設置促進 (453-6198)

・ 雨水浸透ます設置費補助金

・ 佐鳴湖流域湧水量調査
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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） 19,305 エネルギー

浜松版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)

・ （新規）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

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 109へ

・ （新規）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係る費用を助成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 110へ

2 創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業（補助金） （商工費） 88,000 エネルギー

太陽光発電システム等の設備を設置する市民に対する助成 政策課

(457-2503)

〈新規〉

3 スマートマンション整備促進事業（補助金） （商工費） 8,480 エネルギー

太陽光発電システム等の設備を設置するディベロッパー又は 政策課

マンション管理組合に対する助成 (457-2503)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 111へ

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) 170,469 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) 160,907 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

地区社協の活動促進のため、サロン活動の支援を強化

3 日常生活自立支援助成事業（補助金） (民生費) 32,416 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

〈新規〉

4 多機関の協働による包括的支援体制構築事業 (民生費) 7,813 福祉総務課

※人件費職員（社会福祉総務費） (457-2326)

　 210,219千円の一部　　　7,226千円

　地域福祉活動推進事業

　    1,634千円の一部　　　　587千円　の合計

地域では対応が難しい複雑な課題を抱える相談者への

　 包括的な支援体制の構築

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 35へ

健康・福祉

事業名及び事業内容

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

5 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) 82,452 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　12人

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 36へ

6 成年後見制度利用促進事業 (民生費) 15,057 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

・ （拡充）成年後見センターにおける相談会、制度の普及啓発等

・ （新規）市民後見人養成講座の開催

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 37へ

7 生活困窮者自立支援事業 (民生費) 78,980 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、技能取得に係る生活訓練等

・ 自立相談支援、就労準備支援、家計改善支援など

8 地域リハビリテーション推進事業 (民生費) 1,424 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
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

9 障害者（児）自立支援給付事業 (民生費) 17,723,628 障害保健福祉課

※ （者）介護給付等事業　 　 　　　　  11,348,151千円 (457-2034)

（者）自立支援医療事業　 　　　　  　1,795,911千円

（者）補装具費支給事業　  　　　　 　    75,897千円　

（児）障害児通所支援事業　　　   　 4,369,366千円

（児）介護給付等事業　 　　　　  　     109,698千円

（児）補装具費支給事業　  　　　　 　    24,605千円　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、自立支援医療等

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P38～39へ

10 障害児通所支援事業 (民生費) 4,369,366 障害保健福祉課

障がいのある子どもに対する通所支援サービス等の給付 (457-2863)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 39へ

11 相談支援事業 (民生費) 198,025 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対する情報提供 (457-2860)

及び助言

・ 基幹相談支援事業所1か所、相談支援事業所15か所での相談

対応

・ 相談支援事業所の再編（平成32年4月～）

事業所数と相談員を集約することで、障害種別に応じた

相談や訪問相談を実施

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 40へ

12 地域コミュニケーション促進事業 (民生費) 16,698 障害保健福祉課

社会参画を促進するための聴覚に障がいのある人等に対する (457-2863)

手話通訳者等の派遣並びに障がいのある人への理解を深める

ための啓発活動
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

13 障害者生活支援・社会支援事業 (民生費) 169,862 障害保健福祉課

障がいのある人の地域における自立生活及び社会参加の総合的 (457-2034)

な支援

・ 在宅及びグループホーム利用者の外出時の移動支援等

14 重度障害者（児）医療費助成事業 (民生費) 1,574,660 障害保健福祉課

※ 重度障害者医療費助成事業　　　1,455,639千円 (457-2212)

重度障害児医療費助成事業　　　　119,021千円　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) 151,218 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 (457-2863)

〈新規〉

16 障害者施設通所支援事業 (民生費) 4,018 障害保健福祉課

訓練施設への通所に対する交通費の一部助成 (457-2864)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 41へ

17 障害者就労支援事業 (民生費) 5,069 障害保健福祉課

障がいのある人への就労支援 (457-2212)

18 障害者施設整備費助成事業（補助金） (民生費) 46,400 障害保健福祉課

障害支援施設等の整備に対する助成 (457-2860)

・ グループホーム創設　2施設

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

19 地域高齢者見守り・支援事業 (民生費) 26,947 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の作成・提供のための意向調査

・ 緊急に保護の必要な高齢者等への一時的な保護

20 敬老支援事業 (民生費) 262,643 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

21 高齢者緊急通報システム事業 (民生費) 31,131 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

・ （拡充）昼間や夜間に高齢者のみとなる世帯を対象に追加

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 43へ

22  認知症施策推進事業 (民生費) 16,948 高齢者福祉課

高齢者が認知症になっても住みなれた地域で安心して暮らす (457-2789)

ための認知症施策の推進

・ 基幹型認知症疾患医療センターの運営支援

・ 認知症ケアパスの作成、認知症チェックシートの作成　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 172へ

23 生活支援活動の場づくり事業（補助金） (民生費) 2,500 高齢者福祉課

地域の集会所などを活用し、住民主体サービス（通所型）事業 (457-2789)

を開始する団体を支援
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

24 保育所等巡回支援事業 (民生費) 26,454 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・幼稚園等への (457-2864)

訪問による職員、保護者への対応方法等の助言

25 生活保護扶助事業 (民生費) 11,196,516 福祉総務課

生活保護法に基づく生活扶助等 (457-2326)

26 後期高齢者健診事業 (民生費) 394,408 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)

27 中山間地域介護サービス利用支援事業 (民生費) 48,755 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

28 介護人材確保対策事業 (民生費) 19,275 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

・ （拡充）介護職員キャリアアップ支援事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 57へ

29 介護サービス提供基盤整備費助成事業（補助金） (民生費) 444,648 介護保険課

介護医療院への転換のための施設整備・開設準備に対する (457-2787)

補助金

・ 整備件数　3施設

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 58へ

30 特定健康診査と保健指導のための経費（国民健康保険事業特別会計） 577,236 国保年金課

生活習慣病等の予防のための特定健康診査及び保健指導等 (457-2638)

・糖尿病性腎症予防事業（宿泊型保健指導プログラムの実施）
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

31 介護予防・日常生活支援総合事業 （介護保険事業特別会計） 1,969,258 介護保険課

介護予防・生活支援サービスについて、事業対象者の状態に (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・ (457-2789)

　　　通所サービス 健康増進課

　・ 緩和した基準による訪問型・通所型サービス (453-6130)

　・ 住民主体による生活援助等のサービス

32 自立体力診断事業 （介護保険事業特別会計） 9,032 高齢者福祉課

高齢者に対する自立体力診断により実年齢と体力年齢を (457-2789)

見える化することで介護予防や健康づくりに積極的に取り組む

きっかけの提供

・ 自立体力診断の実施

・ 介護予防講演会の開催

33 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） 110,396 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 (457-2789)

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

34 ささえあいポイント事業 （介護保険事業特別会計） 48,922 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

35 地域包括支援センター運営事業 （介護保険事業特別会計） 775,050 高齢者福祉課

高齢者等の総合的な相談窓口となる高齢者相談センター (457-2789)

（地域包括支援センター）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

36 在宅医療・介護連携推進事業 （介護保険事業特別会計） 62,654 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 (457-2789)

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

・ （新規）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に関わる専門職、

高齢者施設職員向け研修会の実施

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 171へ

37 生活支援体制整備事業　 （介護保険事業特別会計） 40,051 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設置

38  認知症施策推進事業 （介護保険事業特別会計） 22,191 高齢者福祉課

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す (457-2789) 

ための認知症施策の推進

・ 認知症カフェの運営支援

・ 認知症ケア手法の普及啓発　

・ 受診勧奨やサービス提供につなげる認知症初期集中支援

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 172へ

39 高齢者徘徊早期発見事業 （介護保険事業特別会計） 1,751 高齢者福祉課

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 (457-2789) 

配布と不明者情報のオレンジメール配信

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 172へ
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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) 2,109 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)

〈新規〉

2 救急医療推進事業 (衛生費) 2,223 健康医療課

救急医療体制の充実及び整備 (453-6178)

・（新規）自動体外式除細動器（ＡＥＤ）普及啓発事業

浜松市AEDの設置・管理・情報提供に関するガイドライン

の周知啓発及び市民に対して適切に管理された、AEDの

設置情報等を提供

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 59へ

3 災害時医療救護対策推進事業 (衛生費) 13,533 健康医療課

医療救護計画等についての調査研究や、医療救護体制の構築 (453-6178)

・ （拡充）医療救護訓練等開催事業

多くの自治会が参加できるよう訓練会場の変更を行う

とともに、訓練内容を拡充

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 60へ

4 精神保健福祉推進事業 (衛生費) 7,540 精神保健福祉

精神保健福祉の向上及び精神障がいのある人への福祉の増進 センター

・ （新規）児童青年期メンタルヘルス支援人材育成事業 (457-2709)

精神医学に基づく専門的技術の提供支援

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 61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 自殺対策推進事業 (衛生費) 32,181 健康医療課

※自殺対策推進事業（健康医療総務費）           2,874千円　　　　 (453-6178)

　 自殺対策推進事業（精神保健福祉センター費） 29,307千円の合計 精神保健福祉

浜松市の自殺者減少のための自殺対策 センター

・ 自殺対策における多職種連携支援事業 (457-2709)

・ 自殺未遂者支援事業

・ 子どものこころの健康づくり事業

（新規）ペアレント・プログラム実施事業

・ 外国人子どもと家庭のこころの健康相談等支援事業

・ 中山間地域訪問相談支援事業

・ いのちをつなぐ手紙事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 62へ

6 ひきこもり対策推進事業 (衛生費) 27,119 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

7 食中毒、感染症検査事業 (衛生費) 14,853 保健環境研究所

公衆衛生に関する微生物検査 (411-1311)

・ 食中毒に関する原因細菌・ウイルス検査

・ 感染症の原因病原体検査　など

8 妊婦乳幼児健康診査事業 (衛生費) 846,656 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）

9 妊娠期健康講座事業 (衛生費) 2,102 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　など
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

10 母子相談事業 (衛生費) 26,682 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）女性の健康相談専用ダイヤル

（新規）妊婦受診支援

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 63へ

11 母子訪問指導事業 (衛生費) 23,241 健康増進課

妊産婦・乳幼児の健康の保持増進のための家庭訪問 （453-6130）

12 母子予防接種事業 (衛生費) 1,739,756 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

13 不妊治療費等支援事業 (衛生費) 236,096 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

・ （新規）不妊専門相談センター

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 63へ

14 地域食育活動支援事業 (衛生費) 3,718 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

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 64へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

15 受動喫煙対策促進事業 (衛生費) 4,308 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

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 65へ

16 難病患者等支援事業 (衛生費) 810,440 健康増進課

難病の患者やその家族に対する支援 (453-6130)

・ （拡充）難病患者等介護家族リフレッシュ事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 66へ

17 がん検診等事業 (衛生費) 1,373,426 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

・ 若年者への子宮頸がん検診受診勧奨事業

・ がん検診受診率向上事業　など

18 成人予防接種事業 (衛生費) 1,150,759 健康増進課

高齢者等を対象とした予防接種を実施 (453-6130)

・ （拡充）成人予防接種事業の拡大

・高齢者を対象とした予防接種事業

　新たに市民税非課税世帯に属する者を無料対象とする

・風しんに関する対策事業

　新たに抗体保有率の低い世代の男性に対し抗体検査を

　実施し、検査結果が陰性だった者に風しんの予防接種を行う

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 67へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

19 健康づくり推進事業 (衛生費) 17,842 健康増進課

健康づくりに関する啓発等 (453-6130)

・ （新規）元気リーダー育成事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 68へ

20 医療体制充実事業 (衛生費) 6,302 保健総務課

良好な医療体制の確保 (453-6135)

・ くすりの相談室事業

・ 危険ドラッグ撲滅キャンペーンイベント　など

21 食の安全対策推進事業 (衛生費) 23,244 生活衛生課

食品関係営業施設の営業許可事務及び監視指導、食中毒防止 (453-6114)

啓発等

・ HACCP（ハサップ）型衛生管理推進事業

・ 食品衛生許可等の食品衛生確保　　など

22 浜松医療センター整備事業 （病院事業会計） - 病院管理課

浜松医療センター新病院建設に向けた実施設計業務委託、 (451-2772)

設計協力業務委託等

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 175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) 16,439 創造都市・

第11回コンクールの開催準備及び第10回コンクール優勝者 文化振興課

ツアーの開催 （457-2417）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 18へ

2 浜松吹奏楽大会開催事業（負担金） (総務費) 14,000 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）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 18へ

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）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 18へ

4 音楽文化都市交流事業（負担金） (総務費) 3,500 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) 10,915 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　など

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) 47,811 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

・ アーツカウンシル運営業務 （457-2417）

・ 創造都市推進事業補助金

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 20へ

7 ２０２０文化プログラム推進事業（負担金） (総務費) 14,757 創造都市・

・ （仮称）サウンドデザインファクトリーin浜松の開催 文化振興課

・ 日露交歓コンサート開催 （457-2417）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 18、21へ

8 まちなかコンサート開催事業 (総務費) 15,706 創造都市・

市街地などにおけるコンサートの開催 文化振興課

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 18へ （457-2417）

9 企業と共催する音楽事業（負担金） (総務費) 8,500 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　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 18へ

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) 2,700 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

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 18へ （457-2417）
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

11 アクトシティ音楽院事業 (総務費) 57,131 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）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 18へ

・ （新規）新たなピアノアカデミー事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 22へ

12 青少年音楽団体育成事業 (総務費) 32,735 創造都市・

青少年によるオーケストラ、合唱団などの育成 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) 11,100 創造都市・

市内小学5年生とプロオーケストラとの共演及び 文化振興課

市内小学6年生を対象にミュージカルを開催 （457-2417）

・こども音楽鑑賞教室開催事業

・「こころの劇場」ファミリーミュージカル開催事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 18へ

14 仮称市民音楽ホール整備事業 (総務費) 219,220 創造都市・

（仮称）市民音楽ホールの建設工事 文化振興課

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 23へ （457-2417）

15 文化施設整備事業 (総務費) 663,972 創造都市・

文化施設の整備 文化振興課

・ アクトシティ浜松ガラスアーケードガラス交換・塗装工事等 （457-2417）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 24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

16 スポーツ普及・活性化事業 (総務費) 4,678 スポーツ振興課

「浜松市スポーツ推進計画」に基づくスポーツの普及・活性化 （457-2421）

・ トップアスリート連携事業

17 ブラジルホストタウン交流事業 (総務費) 89,698 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代表の （457-2421）

プレキャンプ受け入れ及び市民との交流

・ プレキャンプ開催

・ プレキャンプに関する協定書の締結等

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 25へ

18 大型スポーツイベント等誘致事業 (総務費) 83,214 スポーツ振興課

ラグビーワールドカップ2019
TM
公認キャンプ誘致事業 （457-2421）

・ キャンプ地の環境整備

・ ファンゾーンの設置等

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 26へ

〈新規〉

19 ビーチ・マリンスポーツ推進事業 (総務費) 16,075 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）

・ （仮称）舞阪表浜東駐車場付帯設備整備

・ 江之島ビーチスポーツコート開設記念イベント

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 27、120、146へ

20 スポーツ施設整備事業 (総務費) 763,327 スポーツ振興課

スポーツ施設の整備 （457-2421）

・ 浜北平口サッカー場スポーツ広場人工芝設置工事

・ 花川運動公園庭球場Fコートスタンド築造工事など
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

21 子どもの才能を伸ばす課外講座開催事業（負担金） (総務費) 13,351 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

22 科学館運営事業 (総務費) 1,594,829 創造都市・

浜松科学館の管理運営 文化振興課

・ リニューアルにおける展示設計製作 （457-2417）

・ オープニング記念式典、特別展、ノーベル賞フォーラム等の

開催

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 28へ

23 生涯学習施設整備事業 (総務費) 152,390 創造都市・

生涯学習施設の整備 文化振興課

　・ 浜北文化センター設備改修工事等 （457-2417）

24 文化財調査顕彰事業 (総務費) 2,811 文化財課

文化財にかかる情報収集及び情報発信等 (457-2466)

25 文化財保存費助成事業（補助金） (総務費) 33,034 文化財課

民有の指定文化財保存事業に対する助成 (457-2466)

26 文化財施設公開事業 (総務費) 56,616 文化財課

文化財施設の管理 (457-2466)

・ 市指定有形文化財舞坂宿脇本陣

・ 国指定重要文化財中村家住宅・鈴木家住宅

・ 賀茂真淵記念館

・ 国登録有形文化財田代家住宅

・ 内山真龍資料館

86



予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

27 無形民俗文化財活性化事業 (総務費) 2,160 文化財課

浜松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)

28 史跡等整備活用事業 (総務費) 12,160 文化財課

戦国時代の城跡等史跡の調査等 (457-2466)

・ 二俣城跡・鳥羽山城跡保存活用計画策定

・ 浜松城跡石垣調査

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 29へ

29 埋蔵文化財本発掘事業 (総務費) 89,569 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)

30 図書館運営事業（資料収集事業） (総務費) 114,396 中央図書館

閲覧、貸出資料等の購入 （456-0234）

・ （新規）はままつ電子図書事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 30へ

31 電子図書館事業 (総務費) 2,540 中央図書館

地域に残る歴史資料の公開及び電子図書サービスの提供 （456-0234）

・ （新規）はままつ電子図書事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 30へ

32 図書館運営事業（施設整備事業） (総務費) 18,637 中央図書館

図書館23館1分室の整備 （456-0234）

　・ 三ヶ日図書館ＬＥＤ化工事

　・ 雄踏図書館ＬＥＤ化工事など

33 博物館施設整備事業 (総務費) 7,276 文化財課

博物館及び分館5館の整備 （博物館）

　・ 博物館講座室排煙窓改修工事等 (456-2208)
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

34 博物館展示会開催事業（特別展開催事業） (総務費) 8,687 文化財課

博物館における特別展の開催 （博物館）

・ 特別展「古代東海道駅伝展」 (456-2208)

35 美術館展覧会開催事業 (総務費) 56,808 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「上村松園展」、「スーパーリアルワールド展」

・ 特別展「木梨のりたけ展」

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 31へ

36 秋野不矩美術館運営事業（施設整備事業） (総務費) 75,045 美術館

秋野不矩美術館の整備
（秋野不矩美術館）

・ 秋野不矩美術館の空調・外壁改修工事 (922-0315)

・ 平成31年9月から平成32年4月まで休館予定

37 秋野不矩美術館展覧会開催事業 (総務費) 17,478 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「堂本印象展」 (922-0315)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 31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）

予算額(千円) 所管課

1 市政広報事業 (総務費) 193,345 広聴広報課

市政に関する情報を市民に提供する各種広報 (457-2021)

・ 広報はままつ、市政情報誌の発行

・ 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

2 広聴事業 (総務費) 5,855 広聴広報課

市民の声を市政に反映させるための各種広聴 (457-2023)

・ 市民アンケート

・ 広聴モニターアンケート

・ 夏休み夢会議　　など

3 浜松市総合計画推進事業 (総務費) 7,838 企画課

浜松市総合計画の推進 (457-2241)

・ 総合計画（基本計画）検証事業

4 浜松市総合戦略推進事業 (総務費) 6,819 企画課

｢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)

・ （新規）政策コンテスト開催事業

若者による浜松市の理想像・政策に関するコンテスト

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 1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

〈新規〉

5 SDGｓ推進事業 (総務費) 2,108 企画課

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の推進 (457-2241)

・ （新規）ＳＤＧｓ推進事業

シンポジウム開催による市民への普及啓発及び新たな

官民連携の創出

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 2へ

6 大都市制度調査研究事業 (総務費) 7,253 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

7 広域行政推進事業 (総務費) 5,018 企画課

地域課題の解決に向けた広域連携 (457-2086)

・ （新規）遠州広域婚活事業

遠州8市1町の連携による天竜浜名湖鉄道を活用した婚活

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 3へ

8 区制検討事業 (総務費) 4,545 企画課

区制度の検討 (457-2241)

・ 区政だよりの発行

9 多文化共生センター運営事業 (総務費) 42,762 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

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 4へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

10 外国人学習支援センター運営事業 (総務費) 63,931 国際課

市民協働により各種講座を実施する外国人学習支援センターの (457-2359)

管理・運営

・ 施設管理業務を民間委託し、日本語学習支援を充実

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 4へ

11 地域共生推進事業 (総務費) 11,942 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

・ （拡充）在外外国人向けホームページ管理運用事業

（ベトナム語追加）

・ タブレット端末を利用した多言語通訳事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 5へ

12 外国人学校支援事業 (総務費) 14,120 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

13 多文化共生のまち発信事業（負担金） (総務費) 6,000 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

14 定住外国人の子供の就学促進事業 (総務費) 23,589 国際課

定住外国人の子供の就学促進 (457-2359)

15 国際機関への参加と都市間連携事業 (総務費) 10,937 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

91



予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

16 外国青年招致事業 (総務費) 4,836 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

17 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〉

18 都市間連携サミット浜松開催事業 (総務費) 7,030 国際課

・（新規）都市間連携サミット2019浜松開催事業 (457-2359)

多文化共生都市の国際連携、ＳＤＧｓをテーマとした国際会議

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 6へ

19 ＩＣＴ戦略推進事業 (総務費) 17,525 情報政策課

情報化に関する調査研究や、情報通信機器調達の適正化 (457-2722)

・ （新規）ＡＩ・ＲＰＡ等先進技術導入促進事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 9へ

20 情報化推進拠点施設運営事業 (総務費) 110,032 情報政策課

地域情報センターの維持管理 (457-2722)

・ （新規）地域情報センター無停電電源装置更新工事

21 首都圏情報収集発信事業 (総務費) 10,097 東京事務所

浜松やらまいか交流会の開催や首都圏における本市の情報収集・ (03-3556-2691)

発信の強化

・ （新規）首都圏若者ネットワーク事業

新たに上京する若者と、平成30年度参加者との交流

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 10へ

92



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) 9,078 ＵＤ・男女

ユニバーサルデザイン(ＵＤ)の推進 共同参画課

・ （新規）ＵＤトークを活用したコミュニケーション支援事業 (457-2364)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 7へ

・ （新規）公共施設ピクトグラム設置事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 8へ

・ ＵＤを推進するための講座の開催　など

2 ワーク・ライフ・バランス推進事業 (総務費) 5,991 ＵＤ・男女

あらゆる分野における男女が働きやすい職場づくりの推進 共同参画課

はままつNAOTORAプロジェクトの実施 (457-2364)

3 市民協働推進事業 (総務費) 7,409 市民協働・

市民協働の推進 地域政策課

・ （新規）はじめの一歩！地域デビュー＆交流促進事業 (457-2094)

地域活動デビュー講座及び交流会開催により、市民が地域

活動に参加するきっかけを提供

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 11へ

4 天竜区内拠点施設への非常用発電装置設置事業 (総務費) 39,652 天竜区

※協働センター等管理運営事業（天竜区役所費） 　190,182千円 区振興課

　 協働センター等施設整備事業（市民協働推進費）159,252千円の一部 (922-0011)

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,070千円の一部災害等の非常時における電源を確保するための非常用予備

発電装置の設置

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 17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 地域力向上事業 (総務費) 96,368 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

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 (457-2094)

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

・ 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

6 （再掲）地域力向上事業（西区役所費） (総務費) 15,070 西区区振興課

・ はまなこ夏フェスタ開催事業 (597-1112)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 27へ

7 自治会等コミュニティ振興事業 (総務費) 18,655 市民協働・

地域組織によるモデル的な地域施設管理運営事業 地域政策課

・ （新規）春野文化センター (457-2094)

・ 和地協働センター

・ 龍山森林文化会館

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 12へ

8 浜松移住センター事業 (総務費) 8,832 市民協働・

浜松市への居住促進 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

〈新規〉

9 はじめようハマライフ助成事業（補助金） (総務費) 23,400 市民協働・

東京圏から浜松市へ移住し、中小企業に就業した者等に対する 地域政策課

移住支援金の給付 (457-2243)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 13へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

10 市内間交流事業 (総務費) 16,081 市民協働・

※子ども中山間地域交流事業         　 4,083千円 地域政策課

 　おとな中山間地域交流事業　　　　　 1,462千円 (457-2243)

　 ザ・山フェス開催事業         　　  　 　4,109千円

 　交流促進事業　         　　　　　　　 　 6,427千円の合計

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

11 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報償費 (457-2243)

12 田舎暮らしお試し住宅事業 (総務費) 1,169 市民協働・

移住希望者が本格移住の前に1年間程度お試し居住する住宅 地域政策課

の維持管理 (457-2243)

13 移住促進空き家活用事業 (総務費) 2,000 市民協働・

空き家活用による移住を促進するため、移住者と賃貸・売買契約を 地域政策課

したWELCOME集落内の空き家所有者に対する報償費 (457-2243)

14 山里いきいき応援隊活動事業 (総務費) 34,487 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

の解決を図る浜松山里いきいき応援隊の活動 (457-2243)

15 中山間地域あらたな仕事づくり研究事業 (総務費) 11,272 市民協働・

中山間地域におけるあらたな仕事づくりの研究 地域政策課

・ アワビの陸上養殖実証実験 (457-2243)

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

16 中山間地域まちづくり事業 (総務費) 100,407 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)

17 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) 5,000 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) 5,220 秘書課

平成31年7月1日にアクトシティ浜松大ホールで市制108周年記念 (457-2070)

式典を開催

2 人材開発推進事業 (総務費) 84,433 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) 139,968 職員厚生課

職場における職員の安全と健康の確保 (457-2381)

・ 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) 16,172 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及び文書送達 (457-2093)

並びに情報公開請求の受付、公開等

5 経営改革推進事業 (総務費) 6,025 政策法務課

新たな行政経営計画の策定・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

6  参議院議員選挙 (総務費) 284,892 選挙管理

平成31年7月任期満了に伴う参議院議員通常選挙として執行する
委員会事務局

参議院静岡県選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員 (457-2521)

選挙の事務等

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 34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  統一地方選挙 (総務費) 313,907 選挙管理

平成31年4月任期満了に伴い統一地方選挙として執行する
委員会事務局

浜松市長選挙及び浜松市議会議員選挙並びに静岡県議会 (457-2521)

議員選挙の事務等

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 34へ

8 住民投票事業 (総務費) 33,344 選挙管理

浜松市区の再編に関する住民投票の事務等
委員会事務局

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 34へ (457-2521)

9 人事委員会事業 (総務費) 35,628 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)

10 包括外部監査委託事業 (総務費) 14,636 政策法務課

本市の財務管理、事業の経営管理等に係る外部監査人による (457-2798)

監査
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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) 75,185 アセットマネジ

・ 浜松市公共施設等総合管理計画による資産活用及び メント推進課

　 民間活力導入の推進 (457-2533)

・ 指定管理者制度の適切な運営に要する経費

・ 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) 414,512 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) 500,000 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

・ （新規）浜松第9分団庁舎移転改築事業 (457-2533)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 154へ

4 市税収納事業 (総務費) 136,567 税務総務課

徴収金の収納整理及び督促状送付等の市税収納 (457-2141)

・ （新規）市税のクレジット等収納の導入

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 32へ

5 市民税等課税事業 (総務費) 171,875 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)

6 固定資産税等課税事業 (総務費) 215,623 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)

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 滞納整理事業 (総務費) 46,939 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

・（新規）滞納整理業務へのＢＩツール導入

　過年度蓄積情報の可視化（グラフ化）により、滞納整理方針を

　迅速に決定

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 33へ

8 公共建築物長寿命化推進事業 (土木費)（総務費） 1,453,652 公共建築課

※公共建築物長寿命化推進事業（土木費）　　　 1,402,623千円　　　　 (457-2461)

　 （新規）公共建築物長寿命化推進事業（総務費）　 51,029千円の合計 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)

9 公共建築物耐震化推進事業 (土木費) 365,335 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

10 公共建築物ユニバーサルデザイン推進事業 (土木費) 231,815 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)

11 職員技術研修事業 （土木費） 6,026 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
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予算額(千円) 所管課

1 調査・広報事業 (議会費) 21,605 調査法制課

議会だより発行や本会議及び委員会のインターネット中継 (457-2513)

　・全員協議会室へのインターネット中継設備整備

事業名及び事業内容

その他の主な事業
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