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１ 平成 24 年度当初予算編成の基本的な考え方                        

 

○ 財政見通し 

・ 我が国の経済状況は、東日本大震災の影響や引き続く史上最高水準の円高傾向、さら

には低迷する海外経済情勢などにより、依然として先行き不透明な状況にある。 

・ 本市財政は、これまでの行財政改革により、財政指標においては比較的健全な状態に

あるが、扶助費の増加など歳出増に対して、市税などの歳入増は期待できず、厳しい

財政運営となることが予想される。 

・ 歳入については、根幹となる市税において、雇用の低迷や新規設備投資の抑制などか

ら増額は見込めない状況にある。 

・ 歳出については、人件費において、定員適正化計画の着実な推進により行財政改革効

果が見込まれるものの、少子高齢化の進行による経費負担の増加や、不況による生活

保護費の増加など、扶助費の増額が見込まれる。 

 

○ 予算編成方針 

・ 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』」を目指し

て、総合計画を着実に推進する。 

・ 総合計画に基づく浜松市戦略計画 2012 の基本方針に掲げる、都市像の実現に向け、

諸施策を積極的に推進していく。 

・ 予算編成においては、引き続き規律ある財政運営を堅持し、真に必要な事業を見極め

たうえで、財源を重点的に配分する。 

・ このため、これまで以上に選択と集中を進めるとともに、歳入歳出全般にわたる徹底

した見直しを行っていく。 

 

○ 予算原案作成の考え方 

・ 将来においても安定した財政を堅持できるよう、税収の確保はもとより国庫補助負担

金等も含め、より一層の歳入確保を徹底する。 

・ 既存事業の廃止・見直しを徹底したうえで、震災後の新たな価値観への対応を含め、

市政を取り巻く状況の変化に注視しつつ、新たな課題に対して迅速かつ柔軟に対応す

る。 
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２ 予算規模                                                           

 総予算      4,612 億円 （23 年度 4,559 億円  53 億円の増  1.2％） 

※総予算は、全会計合計から会計間でやりとりする重複部分等を控除。 

 全会計合計   5,357 億円 （23 年度 5,293 億円  64 億円の増  1.2％） 

 一般会計    2,692 億円 （23 年度 2,750 億円  58 億円の減 △2.1％） 

    ※子ども手当制度改正影響額      △46 億円 

     ２月補正前倒し（中学校建設事業等） △14 億円 

 

   （単位：千円、％） 

区 分 
H24 年度   

Ａ 

H23 年度   

Ｂ 

比   較 

増減 Ａ－Ｂ 率 

一般会計 269,200,000 275,000,000 △5,800,000 △2.1 

特別会計 201,575,688 194,575,910 6,999,778 3.6 

企業会計 64,963,036 59,711,240 5,251,796 8.8 

計 535,738,724 529,287,150 6,451,574 1.2 

控除額 74,570,260 73,413,313 1,156,947 1.6 

総予算 461,168,464 455,873,837 5,294,627 1.2 

      ※三大地、四大地、赤佐の各財産区特別会計を含まない。 

 

 

 

 市債残高（24 年度末見込） 

・ 総市債残高   5,100億円（23年度末見込 5,205億円 △105億円） 

うち一般会計  2,772億円（23年度末見込 2,831億円  △59億円） 

 

市全体の総市債残高は、前年度対比△105 億円(一般会計△59 億円)。 

中期財政計画の目標「総市債残高を平成 26 年度末で 5,000 億円未満」 

の達成を目指す。 
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３ 当初予算案のポイント                             

（１）防災対策の強化  

①津波対策事業 320,000 千円 

・避難用盛土、津波避難タワーの調査・設計、屋上避難階段の設置等 

②通信体制の整備 

○地域防災無線整備事業 356,163 千円（H26 完了予定） 

○消防・救急無線デジタル化事業 12,504 千円（H27 完了予定） 

③消防車両等の更新 

○消防車両購入事業 286,683 千円（常備消防車両の更新） 

○救急高度化推進整備事業 28,456 千円（東救急車、曳馬野救急車） 

○消防団車両購入事業 31,000 千円 

④消防施設の整備 

○西消防署大平台出張所建設事業 23,224 千円 （H24:実施設計、H25:建設工事） 

○自家給油施設整備事業 22,160 千円（曳馬野出張所） 

  ⑤消防団資機材整備 108,638 千円（２月補正で対応、発電機や投光器などを各避難所に配備） 

（２）新エネルギーの活用  

①新エネルギー利用推進助成事業 135,311 千円 

・住宅用太陽光発電システム設置費補助金 2,500 件 

・住宅用太陽熱利用システム設置費補助金 100 件 

②次世代環境車社会実験事業 9,000 千円（イベント開催など） 

③新エネルギー推進事業 8,251 千円（新エネルギー推進のための調査など） 

（３）創造都市の推進 

①ユネスコ創造都市ネットワーク交流事業 4,500 千円 

②みんなのはままつ創造プロジェクト事業 50,453 千円 

・民間企業や市民活動団体が主体的に実施する催事に対する助成 

③子どもの才能を伸ばす課外 IT 講座開催事業 3,500 千円 

・英才教育の手法を取り入れた課外特別講座を、産学官の連携により開設 

④エンジン 01 オープンカレッジ開催事業 35,000 千円 

・第一線で活躍する著名人、文化人と市民の交流を促進し地域文化の活性化を図る 
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（４）新産業の創出 

①産業イノベーション支援事業 207,135 千円 

・創業支援や販路開拓など、産業支援事業を一体的に実施 

②成長産業創出支援事業 157,339 千円 

・新製品の事業化に対する助成や販路開拓支援 

③地域イノベーション戦略推進事業 24,500 千円 

・浜松・東三河地域の産学官金 16 機関の連携による研究者・技術者の育成など 

（５）ものづくり特区の活用 

①農地集約化促進事業 10,000 千円 

 ・企業参入が見込まれる地区について、農地利用状況などの基礎調査を実施 

②企業用地整備事業 96,281 千円 

 ・内陸部に新たな工場用地を確保するため、開発事業調査等を実施 

③企業立地促進助成事業 1,000,000 千円 

（６）中山間地域の振興 

①中山間地域まちづくり事業 100,070 千円（２月補正で基金造成） 

   ・NPO 法人に交付金を交付し基金を造成することで、まちづくり事業を実施 

②中山間地域生活支援事業 10,105 千円 

   ・緑のふるさと協力隊、ふじのくに暮らし推進隊の受け入れなど 

③交流居住事業 13,156 千円 

   ・中山間地域における交流定住の促進を図るための交流体験ツアーの開催など 

④龍山協働センター建設事業 31,200 千円（H24:実施設計、H25:建設工事） 

   ・地域の拠点として龍山協働センターを新築 

（７）生活保護受給者等に対する就労支援 

①緊急雇用創出事業におけるセーフティーネット枠の設置      

   ・緊急雇用創出事業の雇用者募集時に、生活保護受給者等を優先的に雇用する枠を設定 

②パーソナル・サポート・サービスモデル事業 95,000 千円 

   ・生活保護受給者等に対する伴走型の就労支援を実施 

③就労支援体制の充実  

   ・生活保護就労支援相談員、ケースワーカーの人員増 
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４ 予算案の概要                                                                

 

（１）一般会計予算規模                                  

 一般会計   2,692 億円 （23 年度  2,750 億円    △58 億円    △2.1％） 

 子ども手当て制度改正影響額 46 億円、H23.2 月補正への前倒し事業（中学校建設 

 事業等）14 億円を含めた実質比較では、前年並みの予算額を確保 

  

一般会計当初予算額の推移

※決算額のうち、平成23年度は2月補正後の予算額
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（２）一般会計歳入                                                

① 市 税  個人市民税は減収見込み                       

1,186 億円 （23 年度  1,225 億円    △39 億円    △3.2％） 

 個人市民税は、給与収入回復が見込めず、20 億円の減。 

 法人市民税は、企業収益の持ち直しにより 12 億円の増。 

 固定資産税は、家屋評価替えによる評価額の下落など 30 億円の減。 

   

○市税の内訳 （単位：千円、％）

増減 A-B 率

1 市　民　税 51,686,000 52,464,000 △ 778,000 △ 1.5

個    人 41,200,000 43,206,000 △ 2,006,000 △ 4.6

法    人 10,486,000 9,258,000 1,228,000 13.3

2 固定資産税 49,995,000 52,997,000 △ 3,002,000 △ 5.7

3 その他 16,919,000 17,039,000 △ 120,000 △ 0.7

118,600,000 122,500,000 △ 3,900,000 △ 3.2

23年度
B

比　　　較

計

区  分
24年度
Ａ
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② 譲与税・交付金  地方特例交付金の減など                       

202 億円 （23 年度    216 億円 △14 億円  △6.7％） 

 地方消費税交付金は、個人消費低調と見込まれ 1.9 億の減。 

 自動車取得税交付金は、自動車販売台数の減少等により1.6億円の減。 

 地方特例交付金は、児童手当分及び自動車関係減税に伴う減収に対する補てんの廃止

により11.1億円の減。 

   

○譲与税・交付金の内訳 （単位：千円、％）

増減 A-B 率

1 地方譲与税 3,868,000 3,860,000 8,000 0.2

地方揮発油譲与税 1,729,000 1,655,000 74,000 4.5

自動車重量譲与税 2,030,000 2,090,000 △ 60,000 △ 2.9

石油ガス譲与税 109,000 115,000 △ 6,000 △ 5.2

2 利子割交付金 360,000 504,000 △ 144,000 △ 28.6

3 地方消費税交付金 8,101,000 8,286,000 △ 185,000 △ 2.2

4 自動車取得税交付金 1,226,000 1,386,000 △ 160,000 △ 11.5

5 軽油引取税交付金 4,915,000 4,772,000 143,000 3.0

6 地方特例交付金 533,000 1,645,000 △ 1,112,000 △ 67.6

7 交通安全対策特別交付金 462,000 470,000 △ 8,000 △ 1.7

8 その他交付金 696,000 697,000 △ 1,000 △ 0.1

20,161,000 21,620,000 △ 1,459,000 △ 6.7

比　　　較

計

区  分
24年度
Ａ

23年度
B

 

③ 地方交付税  交付税は増額見込み                       

 普通交付税 190 億円 （23 年度    180 億円     10 億円） 

 特別交付税  20 億円 （23 年度     20 億円     増減なし） 

 合併算定替による算定のための増。 

   

○地方交付税の内訳 （単位：千円、％）

増減 Ａ－Ｂ 率

普通交付税 19,000,000 18,000,000 1,000,000 5.6

特別交付税 2,000,000 2,000,000 0 0.0

計 21,000,000 20,000,000 1,000,000 5.0

比　　　較
区分

23年度
Ｂ

24年度
Ａ
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④ 基金繰入金  財政調整基金は前年同額の 50 億円を取崩し             

76 億円 （23 年度     75 億円      1 億円      1.0％） 

 財政調整基金は前年同額の 50 億円取崩し。 

 資産管理基金は土地開発公社保有土地の取得や借地解消に充当。 

   

○基金繰入金の内訳 （単位：千円、％）

増減 A-B 率

財政調整基金 5,000,000 5,000,000 0 0.0

資産管理基金 2,000,000 1,268,684 731,316 57.6

商工業振興施設整備基金 － 516,800 △ 516,800 △ 100.0

その他基金 601,032 737,422 △ 136,390 △ 18.5

計 7,601,032 7,522,906 78,126 1.0

区  分
24年度
Ａ

23年度
Ｂ

比　　　較

 

 基金残高 252 億円 （23 年度末見込 273 億円   △21 億円  △7.7％） 

   　※平成23年度末基金残高は平成23年度2月補正後の残高見込

基金残高の推移

117 91 88
133 162

148
149 149

140 90

0

100

200

300

20年度末 21年度末 22年度末 23年度末 24年度末

単位：億円 上：財政調整基金

下：その他基金

252
273

237240
265

 

⑤ 市債  市債借入額の抑制                            

269 億円 （23 年度    267 億円       2 億円      0.7％） 

 通常の市債は、市債借入額の抑制により 32.4 億円の減。 

 臨時財政対策債は、34.1 億円の増。 

   

○市債の内訳 （単位：千円、％）

増減 A-B 率

1 通常の市債 9,852,700 13,089,700 △ 3,237,000 △ 24.7

2 臨時財政対策債 17,013,000 13,600,000 3,413,000 25.1

26,865,700 26,689,700 176,000 0.7

比　　　較

計

区  分
24年度
Ａ

23年度
B
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（３）一般会計歳出                                                  

① 義務的経費  扶助費は子ども手当の制度改正により減             

1,396 億円 （23 年度  1,440 億円    △44 億円    △3.1％） 

 人件費では、24年度定数（一般･特別･企業会計）は、前年度対比で△115人の5,634人。

一般会計では、給料・手当等（退職手当を含む）の減により、前年度対比 21.1 億

円の減。なお、普通建設事業費等の執行にかかる職員人件費（投資的経費に区分）

を含む総人件費では、前年度対比 13.1 億円の減。 

 扶助費は、子ども手当の制度改正で 46.1 億円の減、障害者（児）自立支援給付事

業で 11.0 億円の増などにより、前年度対比 30.5 億円の減。 

 公債費は、元金（満期一括償還積立金を含む）で 9.0 億円の増、利子で 1.7 億円の

減などにより、前年度対比 7.2 億円の増。 

   

○義務的経費の内訳 （単位：千円・％）

増減 A-B 率

1 人件費 45,470,848 47,579,506 △ 2,108,658 △ 4.4

2 扶助費 56,209,109 59,261,605 △ 3,052,496 △ 5.2

3 公債費 37,880,249 37,158,042 722,207 1.9

計 139,560,206 143,999,153 △ 4,438,947 △ 3.1

区　　分
24年度
Ａ

23年度
Ｂ

比　　　較

 

 

② 投資的経費  南部清掃工場改修事業の終了に伴い減             

378 億円 （23 年度    420 億円    △42 億円   △10.0％） 

 補助事業は、南部清掃工場改修事業で 41.4 億円の減、障害者施設整備費助成事業

で 8.1 億円の減などにより、前年度対比 52.6 億円の減。 

 単独事業は、地域防災無線整備事業で 3.3 億円の増、津波対策事業で 3.2 億円の

増、新活動拠点施設整備事業で3.1億円の増などにより前年度対比10.7億円の増。 

   

○投資的経費の内訳 （単位：千円・％）

増減 A-B 率

1 補助事業 13,557,075 18,816,400 △ 5,259,325 △ 28.0

2 単独事業 23,232,086 22,166,579 1,065,507 4.8

3 国直轄事業負担金 1,050,000 1,050,000 0 0.0

計 37,839,161 42,032,979 △ 4,193,818 △ 10.0

区  　分
24年度
Ａ

23年度
Ｂ

比　　　較
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③ 特別会計・企業会計への支出金                              

614 億円 （23 年度    608 億円      6 億円     1.1％） 

 介護保険事業は、保険給付費の増などに伴い 6.9 億円の増。 

 公債管理は、償還期間の変更（15 年→10 年）などに伴い 7.2 億円の増。 

   

○会計別内訳 （単位：千円、％）

増減 A-B 率

１　特別会計 52,197,303 51,385,200 812,103 1.6

①国民健康保険事業 4,522,844 5,082,389 △ 559,545 △ 11.0

②母子寡婦福祉資金貸付事業 20,977 9,226 11,751 127.4

③介護保険事業 7,304,037 6,618,298 685,739 10.4

④後期高齢者医療事業 1,364,083 1,288,139 75,944 5.9

⑤と畜場・市場事業 109,074 110,170 △ 1,096 △ 1.0

⑥農業集落排水事業 118,681 107,995 10,686 9.9

⑦中央卸売市場事業 0 16,800 △ 16,800 皆減

⑧公共用地取得事業 321,295 340,276 △ 18,981 △ 5.6

⑨学童等災害共済事業 5,125 5,140 △ 15 △ 0.3

⑩駐車場事業 207,907 380,674 △ 172,767 △ 45.4

⑪簡易水道事業 330,280 255,093 75,187 29.5

⑫公債管理 37,893,000 37,171,000 722,000 1.9

２　企業会計 9,229,589 9,399,688 △ 170,099 △ 1.8

①病院事業 2,254,656 2,379,724 △ 125,068 △ 5.3

②水道事業 170,019 186,202 △ 16,183 △ 8.7

③下水道事業 6,804,914 6,833,762 △ 28,848 △ 0.4

61,426,892 60,784,888 642,004 1.1計

24年度
Ａ

23年度
B

比　　　較
区  　分

 

   

○区分別内訳 （単位：千円、％）

増減 A-B 率

①義務的支出 52,197,180 50,763,405 1,433,775 2.8

②財政支援的支出 9,229,712 10,021,483 △ 791,771 △ 7.9

61,426,892 60,784,888 642,004 1.1計

区  　分
24年度
Ａ

23年度
B

比　　　較

 

 義務的支出は、介護保険事業の保険給付費の増などにより14.3億円の増。 

 財政支援的支出は、駐車場事業の繰出基準の見直しなどにより7.9億円の減。 

※義務的支出…法律などに基づき支出するものや経費の内容から一般会計が負担すべき支出 

※財政支援的支出…義務的な支出以外の財政支援的な性格のもの 
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（４）プライマリーバランス  元金償還と借入に配意した予算編成          

105 億円の黒字 （23 年度    106 億円の黒字） 

 市債の借入額を元金償還額以下に抑制し、市債残高を削減。中期財政計画の目標

（H26 末で 5,000 億円未満）達成に向けて取り組む。 

 本市では、より厳しい条件である元金償還額と比較し、全会計合計で 105 億円の

黒字（元利償還額との比較では 209 億円の黒字）。黒字額の分だけ市債残高が減少。 

 

○市債残高の状況 （単位：千円）

元金償還 B 借入　C

一般会計 283,108,393 32,792,583 26,865,700 5,926,883 277,181,510

特別会計 11,988,157 1,269,133 451,800 817,333 11,170,824

企業会計 225,400,827 17,635,065 13,862,300 3,772,765 221,628,062

計 520,497,377 51,696,781 41,179,800 10,516,981 509,980,396

区  分
23年度末
残高 A

24年度末
残高 A-D

24年度 ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰﾊﾞﾗﾝｽ

D=B-C

 

  

（単位：億円）

区　　分 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

一般会計 2,960 2,861 2,800 2,793 2,831 2,772

特別会計 157 158 141 132 120 112

企業会計 2,376 2,361 2,350 2,300 2,254 2,216

計 5,493 5,380 5,291 5,225 5,205 5,100

※平成23年度末市債残高は、平成23年度2月補正後の残高見込

※満期一括償還に係る減債基金積立分及び合併特例債基金積立分は市債残高に含めない

総市債残高の推移

4,500

4,600

4,700

4,800

4,900

5,000

5,100

5,200

5,300

5,400

5,500

19 20 21 22 23 24
(年度)

(億円)

(目標値)H26末で

5,000億円未満
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５ 戦略計画２０１２基本方針・重点戦略 

戦略１ 未来を拓く“新・ものづくり” 

 

１ 成長産業創出支援事業 157,339 千円 

  成長産業における新製品の事業化及び販路開拓の支援など。 

  ・新たなリーディング産業として位置づけた成長 6分野へ対象を拡充 

   （継続）光・電子分野、環境・エネルギー分野 

   （拡充）次世代輸送用機器分野、健康・医療分野、新農業分野、 

       デジタルネットワーク・コンテンツ分野 

 

２ 企業立地促進助成事業 1,000,000 千円 

  企業立地の促進及び雇用機会の拡大を図るための優遇措置。 

  ・企業立地促進事業費補助金（用地、新規雇用、建物・設備等） 

  ・企業立地奨励費補助金（固定資産税、都市計画税、事業所税） 

 

３ （新規）企業用地整備事業 96,281 千円 

 内陸部に新たな工場用地を確保するための調査。 

  ・開発事業実施調査 

・環境影響調査 

 

４ （新規）農地集約化促進事業 10,000 千円 

  企業の農業参入が見込まれる地区の農地集約化の促進。 

・農地集約化推進担当の配置 

・農地集約化データ整備 

 

５ 新規就農者育成支援事業 36,166 千円 

  新規就農者の円滑な就農開始を支援するための助成。 

・45 歳未満の独立・自立農業者に対する補助金 

・認定農業者の後継者に対する補助金 

 

６ パーソナル・サポート・サービスモデル事業 95,000 千円 

就職を希望する人の生活及び就労に関し、アドバイザーが当事者の支援ニーズに合わせて制度

横断的かつ継続的に支援策のコーディネートを行い、安定的な自立生活を送れるよう、内閣府の

モデルプロジェクトに取り組むための経費。
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戦略２ 豊かな心と生きる力をはぐくむ・子どもの未来 

 

１ 放課後児童会施設整備事業 151,620 千円 

待機児童解消、生活環境の改善を目的とした、小学校敷地等の活用による放課後児童会施設の

整備。 

  ・芳川北小放課後児童会（設計委託・整備工事） 

  ・舞阪小放課後児童会（整備工事） 

  ・伎倍小放課後児童会（整備工事） 

 

２ 民間保育所施設整備助成事業 406,514 千円 

  待機児童解消、耐震性の確保を目的とした民間保育所の施設整備費用に対する助成。 

  ・初生保育園（北区東三方町）    定員 10 人増（150 人 ⇒ 160 人） 

  ・住吉保育園（中区小豆餅四丁目）  定員 40 人増（ 60 人 ⇒ 100 人） 

  ・葵ヶ丘保育園（中区高丘東三丁目） 定員 30 人増（ 90 人 ⇒ 120 人） 

 

３ 認証保育所利用者助成事業 131,172 千円 

  認証保育所に入所する３歳未満の児童の保護者に対する助成。 

  ・認可保育所との平均保育料の差額相当分 

   （月 2 万円を上限） 

 

４ （新規）発達障害者支援人材育成事業 2,500 千円 

  発達障がいの疑いのある児童を支援するための保育者に対する研修。 

  ・対象：公立・私立の保育園・幼稚園の保育者 

 

５ 発達支援教育指導員等配置事業 97,060 千円 

  小中学校の発達支援教育推進のための指導員及び補助員を配置するための経費。 

  ・スクールヘルパー 

    小学校：67 人（増減なし） 

中学校：16 人（増減なし） 

  ・発達支援教育指導員 

小学校：40 人（3人増員） 

中学校：17 人（2人増員） 

 

６ 学校建設事業 2,457,280 千円（2月補正対応を含む） 

市立小中学校及び幼稚園の校舎増改築や規模適正化のための校舎建設などの経費。 

  ・北部中学校      校舎改築など（～H24） ※2月補正対応 

  ・細江中学校      校舎大規模改造工事など（～H24） ※2月補正対応 

  ・庄内地区小中一貫校  校舎整備など（～H25） 

  ・内野小学校      校舎増築など（～H25） ほか 
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 戦略３ 安全と安心を人から人へ・活発な地域力 

 

１ 地域交流スペース整備費助成事業 26,191 千円 

  障害者就労支援施設における、施設利用者と地域住民や企業等との交流スペースの整備費に対

する助成。 

 

２ 地域高齢者見守り・支援事業 14,808 千円 

  ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯の増加、日常生活に不安を抱える高齢者の増加に対応する

ため、その実態把握や見守り・支援体制の確立に要する経費。 

・（新規）緊急宿泊事業 

・（新規）介護保険情報連携に伴うプログラム作成 

 

３ 地域防災計画整備事業 28,000 千円 

地域防災計画及び土砂災害、津波等、区ごとの災害要因に即した避難方法、減災対策及び防災

マップ等を盛り込んだ避難行動計画の策定。 

  

４ 津波対策事業 320,000 千円 

  津波による人的被害を最小限にすることを目的とした、津波対策に要する経費。 

  ・津波避難施設（盛土、避難タワー）の調査・設計 

・既存公共施設への屋上階段等の設置 

・津波避難ビル標識の設置 

 

５ 地域防災無線整備事業 356,163 円 

  災害時における防災関係機関の円滑な連絡等を行うための地域防災無線の整備。 

  ・尉ヶ峰中継局（北区細江町）及び子局 255 台の整備 

  ・天竜区域内中継局の整備 

 

６ 消防庁舎整備事業 76,288 千円 

  老朽化した消防庁舎の整備や大規模災害に備えた自家給油施設の整備。 

  ・浜北消防署赤佐出張所の改修 

  ・北消防署曳馬野出張所への自家給油施設の整備 

 

７ 西消防署大平台出張所建設事業 23,224 千円 

  西区佐鳴湖西岸地域に新たな出張所を建設するための実施設計。 

 

８ 消防団資機材整備事業 108,638 千円（2月補正対応） 

  発電機や投光器などを各避難所等に配備。 

 

９ 交通安全対策事業 122,841 千円 

  交通事故のない社会を目指すための啓発活動など。 

・（新規）東区交通安全対策モデル事業 
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 戦略４ 地球にやさしい持続可能な社会 

 

１ 新エネルギー利用推進助成事業 135,311 千円 

  市民及び事業者における新エネルギーの利用を推進するための経費。 

  ・住宅用太陽光発電システム設置費補助 

・（新規）住宅用太陽熱利用システム設置費補助 

  ・（新規）事業所用新エネルギー導入費補助 

 

２ 次世代環境車社会実験事業 9,000 千円 

  「はままつ次世代環境車社会実験協議会」による次世代環境車に係る社会実験事業。 

  ・走行実験、普及 PR 活動など 

・（臨時）E-KIZUNAサミット・フォーラムの開催 

 

３ 第４清掃工場整備事業 1,400 千円 

  第４清掃工場の建設に向けた候補地の選定。 

 

４ 静ヶ谷リサイクルセンター整備事業 10,000 千円 

  既存施設における、ペットボトル圧縮減容機の老朽化などに伴う、代替施設の整備。 

  ・工場棟の工事発注仕様書等作成 

  ・生活環境影響予測評価、地質調査 

 

５ リサイクル拠点運営事業 10,561 千円 

  集団回収を補完するため、雑がみ等の拠点回収の実施。 

  ・リサイクルステーションの運営 

  ・廃食用油の公共施設等での拠点回収 

  ・雑がみの自治会拠点回収 

  ・（新規）雑がみ分別袋配布事業 

 

６ 環境保全型農業振興事業 7,000 千円 

環境に配慮した土作りと化学肥料や農薬の低減を一体的に行うエコファーマーの育成や、有機

農業推進など環境保全型農業を推進するための経費。 

 ・エコファーマー育成推進奨励金 

・環境保全型農業直接支援事業
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戦略５ 快適が感じられるくらしの満足 

 

１ （新規）創造文化産業振興事業 2,000 千円 

創造文化産業の振興策等について検討する、（仮称）浜松クリエーターズネットワーク構想実

行委員会に対する負担金。 

 

２ セントラルパーク構想推進事業 58,541 千円 

  次の 100 年を見据えた、浜松城を中心とした区域全体の再整備。 

 ・市民フォーラムの開催 

 ・セントラルパーク基本計画の策定 

  （公園再整備、新美術館、文化センター、小中一貫校） 

 ・埋蔵文化財試掘調査 

 

３ 中山間地域生活支援事業 10,105 千円 

  集落支援員、緑のふるさと協力隊、日常生活支援などによる集落機能の維持・活性化。 

  ・集落支援員の設置 

  ・緑のふるさと協力隊の受け入れ 

・乗用モノレール等整備事業費助成 

・（新規）ふじのくに暮らし推進隊の受け入れ 

・（新規）集落再編連携事業 

・（新規）NPO 活動支援事業 

 

４ （新規）中山間地域まちづくり事業 100,070 千円 

  中山間地域密着型 NPO 法人の活動に対する交付金の交付。 

・対象事業 浜松市中山間地域振興計画の対象地域内で実施する同計画の重点方針・施策に 

      合致する公益性の高い事業（ハード事業は対象外） 

  ・事業期間 原則 3年以上 10 年以内 

  ・交付率等 原則 10/10（上限なし） 

 

５ 総合交通計画推進事業 311,778 千円 

  様々な都市活動を支え、安全・安心・快適な交通体系の構築。 

・浜松駅周辺交通円滑化事業 

・天竜川駅北口整備に伴う用地取得 

 

６ バス交通等対策助成事業 326,515 千円 

  交通空白地域住民の移動手段を確保するためのバス路線の維持など、公共交通の活性化。 

・バス路線に対する委託・助成事業 

・（新規）環状路線バス実証運行事業 

・（新規）公共交通活性化事業 
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戦略６ いきがい実感・健康づくり 

 

１ 平口スポーツ施設整備事業 621,757 千円 

  浜北区平口地区に整備するサッカー場などスポーツ施設の整備。 

  ・園路広場、管理施設、グラウンド等の土木工事など 

 

２ アーチェリー場建設事業 35,000 千円 

  江之島水泳場敷地内におけるアーチェリー場の整備。 

  ・規模（計画） 面積 1,632 ㎡、標的 6 個 

  ・平成 25 年度  供用開始 

  

３ 健康づくり企画事業 14,684 千円 

  家庭や地域、学校、職場、健康づくりに係る団体等との連携による、健康づくりの推進。 

  ・健康はままつ 21 次期計画、食育推進計画の策定 

  ・はままつ健康づくりプロジェクトの実施 

 

４ 健康診査事業 1,151,106 千円 

がん、肝炎、骨粗しょう症などの早期発見、早期治療を目的とした各種検診等を実施するため

の経費。 

・がん検診事業（肺、大腸、胃、子宮頸がん、乳がん、前立腺等のがん検診） 

・肝炎ウイルス検査事業、歯周病検診事業 など 

 

５ 子宮頸がん等ワクチン接種事業 749,334 千円 

子宮頸がんの原因となる主なウイルスを予防、ヒブ・肺炎球菌による髄膜炎、肺炎などを予防

するワクチン接種を実施する経費。 

・子宮頸がん予防ワクチン接種 

・ヒブワクチン接種 

・小児用肺炎球菌ワクチン接種 

 

６ 浜松医療センター新病院構想策定事業 20,360 千円 

  浜松医療センターの使命、今後求められる機能や役割などについて検討し、新病院構想を策定。  

 この構想を踏まえ、新病院建設構想の策定に着手。 

・新病院構想（浜松医療センターの使命、求められる機能と役割）H24.9 策定予定 

・新病院建設構想（病院の規模、診療科など）H25.9 策定予定 

 

７ 天竜区看護師等修学資金貸与事業 11,880 千円 

  天竜区内の看護師不足を解決するため修学資金を貸与。 

  ・平成 24 年度より佐久間病院独自の修学資金貸与事業を創設 
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戦略７ 郷土に誇り・活力あふれるまち 

 

１ （新規）みんなのはままつ創造プロジェクト事業 50,453 千円 

「市民協働」の効果的な推進を図ることを目的とした、民間企業や市民活動団体が主体的に実

施する催事に対する助成。 

 

２ （新規）子どもの才能を伸ばす課外 IT 講座開催事業 3,500 千円 

英才教育の手法を取り入れた課外特別講座の産学官の連携による開設により、ＩＴ分野に係る

才能豊かな子どもの育成。 

・対  象  市内在住の小学生（公募） 

  ・講座内容  体験学習ツールによる、ロボットの組み立てやプログラミングの学習など 

 

３ （新規）エンジン０１オープンカレッジ開催事業 35,000 千円 

各分野の第一線で活躍する著名人、文化人と市民の知と文化の交流を通じた、地域文化の活性

化。 

・開催時期  平成 25 年 2 月 

 

４ 浜松国際ピアノコンクール事業 130,000 千円 

  ３年に１度の開催となる、第８回浜松国際ピアノコンクール開催に要する経費。 

  ・ 5 月～  ＤＶＤ予備審査の開始 

  ・11 月上旬  オープニングコンサート、予選開始    

  ・11 月下旬 本選、入賞者披露演奏会 

 

５ こどもミュージカル開催事業 20,000 千円 

  第 4 回こどもミュージカルの開催にかかる負担金。 

 

６ 鴨江別館施設整備事業 19,000 千円 

  文化芸術活動拠点施設（アートセンター）としての鴨江別館の改修整備。 

 

７ 新活動拠点施設整備事業 418,408 千円 

  旧男女共同参画推進センターについて、男女共同参画推進機能と「音楽の都・浜松」を象徴す

る文化支援機能を併せ持つ複合施設として整備。 

   平成 24 年度 建設工事 

   平成 25 年度 開設準備、供用開始 

 

８ 浜名湖観光圏整備推進支援事業 15,000 千円 

圏域が一体となって、誘客・滞在促進の強化などの観光振興を図る「浜名湖観光圏推進整備推

進協議会」に対する負担金。 
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９ （新規）インバウンド自治体職員協力交流事業 3,709 千円 

友好交流都市協定を締結した中国・瀋陽市からの職員招聘。 

・（財）自治体国際化協会の「自治体職員協力交流事業」を活用 

・研修期間 約 6ヶ月 

・研修場所 観光交流課、（財）浜松観光コンベンションビューロー、 

     浜松市観光インフォメーションセンター など 

   

１０ （新規）外国人の子どもの教育支援事業 46,817 千円 

  支援教室の開催などきめ細かな支援の実施や、不就学を生まない仕組みの構築。 

 

１１ （新規）日韓欧多文化共生都市サミット２０１２浜松開催事業 4,500 千円 

  日本・韓国・欧州の各地域において先進的な取り組みを行っている多文化共生都市によるサ

ミット（首長会議）の開催 

  ・日程 平成 24 年 10 月（予定） 

  ・内容 日韓欧実務者会議、日韓欧の首長によるラウンドテーブル など 

 

１２ シティプロモーション事業 53,766 千円 

  政令指定都市・浜松市の知名度や都市イメージの向上及び都市ブランドを確立するため、本

市の魅力を国内外に広く発信するシティプロモーション事業に要する経費。 

  ・戦略的メディアリレーション事業  

  ・市長トップセールス 

  ・大都市圏シティプロモーション（イベント、フリーペーパー） 

  ・（新規）「出世のまち･浜松」プロモーション（ストーリーブック制作、フラグ掲出） 

 

１３ （新規）ご当地ナンバープレート作成事業 4,911 千円 

   浜松の産業や歴史および文化を市内外に広くPRし、郷土浜松の誇りや愛着心を育むために、 

  動く啓発看板としてご当地ナンバープレートをデザイン公募により作成。 
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未来を拓（ひら）く“新・ものづくり” 

①多様な産業の創意と工夫の結集による新産業の創出 

②新たな技術の活用と６次産業化による農林水産業の産地力強化 

③だれもが夢を持って働き、自立した生活を送ることができる 

雇用の創出 

６ 重点戦略の主要事業等                             

 

 

 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、「平成２４年度重点戦略」を推進する主な事業を紹介します。 

 

豊かな心と生きる力をはぐくむ・子どもの未来 

①安心して子どもを生み育てられる環境づくり 

②たくましく生き抜く豊かな心と確かな学力の育成 

③子どもや青少年の健やかな成長を地域で支える社会の形成 

安全と安心を人から人へ・活発な地域力 

①思いやりの心をはぐくむ福祉の地域力づくり 

②防災・減災の地域力づくり 

③防犯と交通安全のまちづくり 

戦略1 

戦略２ 

戦略３ 
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 戦略 

 ６  

地球にやさしい持続可能な社会 

①地球温暖化対策とクリーンエネルギー導入の推進 

②ごみ減量と３Ｒの推進 

③生物多様性の保全と持続可能な利用の推進 

快適が感じられるくらしの満足 

①市民の共感が得られる魅力的な都心の創出 

②「幸せを実感する山里暮らし」の実現 

③地域を結ぶ公共交通ネットワークの充実 

いきがい実感・健康づくり 

①体を動かす機会の創出 

（「１・１・１運動 ～１週間 １回以上 １スポーツ～」の推進） 

②予防に重点をおいた健康づくりの推進 

③地域医療の拡充 

戦略４ 

戦略５ 

戦略６ 

郷土に誇り・活力あふれるまち 

①活力あふれるまちを支える人材の育成 

②“音楽の都”に向けた挑戦と市民主体の文化芸術活動の推進 

③浜名湖を中心とした観光交流 

④多文化共生社会の実現 

⑤世界に発信するシティプロモーションの推進 

戦略７ 
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① 多様な産業の創意と工夫の結集による新産業の創出

予算額(千円) 所管課

1 中小企業向け融資制度利用促進事業 (商工費) 46,604 産業総務課

中小企業者が融資を受けるために要する信用保証料の軽減を (457-2281)

図るための信用保証協会に対する事務費の一部負担

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 77へ

2 制度融資運営費助成事業 (商工費) 55,544 産業総務課

中小企業者への低利融資を実現するための金融機関の資金 (457-2281)

調達に対する助成

3 小規模事業者助成事業 (商工費) 77,279 産業総務課

ビジネスサポート資金（従業員20名以下の中小企業者）の借入に (457-2281)

対する利子補給

・ 融資利率：1.4％以内、利子補給率：0.5％（予定）

4 新規創業者等助成事業 (商工費) 6,323 産業総務課

創業サポート資金の借入に対する利子補給 (457-2281)

・ 融資利率：1.1％以内、利子補給率：0.5％（予定）

5 中小企業緊急経済対策助成事業 (商工費) 69,049 産業総務課

中小企業緊急経済対策特別資金の借入に対する利子補給 (457-2281)

・ 融資利率：1.4％以内、利子補給率：0.5％（予定）

6 中小企業災害対策助成事業 (商工費) 40,141 産業総務課

災害対策資金及び緊急災害対策資金の借入に対する利子補給 (457-2281)

・ 融資利率：1.2％以内、利子補給率：0.4％（予定）

事業名及び事業内容

未来を拓（ひら）く“新・ものづくり”戦略1
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

7 マル経融資償還利子助成事業 (商工費) 12,000 産業総務課

日本政策金融公庫からの借入れに対する利子補給 (457-2281)

・ 利子補給率：1.0％（借入日から１年間に限る）

8 産業イノベーション支援事業 (商工費) 207,135 産業振興課

産業創造センターとテクノポリス推進機構とを統合し、総合的な (457-2044)

産業支援事業を実施

・ 人材育成、創業支援、販路開拓支援事業など

9 地域イノベーション戦略推進事業 (商工費) 24,500 産業振興課

光・電子技術を基盤として新成長分野の基幹産業化をはかる (457-2044)

ための、浜松・東三河地域の産学官金１６機関の連携した事業

10 成長産業創出支援事業 (商工費) 157,339 産業振興課

成長産業における新製品の事業化及び販路開拓の支援など (457-2044)

・ 新たなリーディング産業として位置づけた6つの分野

　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 80へ

11 次世代環境車社会実験事業 (商工費) 9,000 産業振興課

「はままつ次世代環境車社会実験協議会」による次世代環境車に (457-2044)

係る社会実験事業

・ 走行実験、普及ＰＲ活動、充電インフラの維持管理

・ (臨時)E-KIZUNAサミット・フォーラムの開催

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 81へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

12 新産業展示館基本計画策定事業 (商工費) 5,000 産業振興課

浜松地域の産業支援を目的とした、新たな大規模産業展示施設 (457-2044)

建設に係る基本計画の策定

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 82へ

13 企業誘致関連事業 (商工費) 14,878 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など (457-2282)

14 企業立地促進助成事業 (商工費) 1,000,000 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助成 (457-2282)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 83へ

15 都田地区開発事業 (商工費) 7,820 産業振興課

都田地区工場用地における売却までに必要な維持管理等 (457-2282)

<新規>

16 企業用地整備事業 (商工費) 96,281 産業振興課

内陸部に新たな工場用地を確保するための調査等 (457-2282)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 84へ
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② 新たな技術の活用と６次産業化による農林水産業の産地力強化  

予算額(千円) 所管課

1 農商工連携・6次産業化推進事業 (農林水産業費) 1,000 農林水産政策課

農商工の連携による新産業の創出や６次産業化の推進 (457-2333)

・ アグリビジネスセミナーの開催

・ 地域農林水産物のブランド化に対する支援

2 企業の農業参入推進事業 (農林水産業費) 1,000 農林水産政策課

農業・食品関連企業を中心とした大企業等の本市への (457-2333)

農業参入促進

・ 農業参入の希望意向がある企業へ訪問･案内

・ 浜松農業ＰＲチラシの作成

・ 首都圏で開催される農業イベント参加

<新規>

3 農地集約化促進事業 <緊急雇用>　(農林水産業費) 10,000 農林水産政策課

企業の農業参入が見込まれる地区の農地の集約化を促進 (457-2333)

・ 農地集約化推進担当を配置

・ 農地集約化データ整備業務委託

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 69へ

4 農作物被害対策支援事業 (農林水産業費) 33,822 農林業振興課

野生鳥獣による農作物被害や集落における農業従事者等への (457-2311)

生活被害を防止

・ 鳥獣被害防止総合対策事業

・ 農作物被害防除事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 70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 新規就農者育成支援事業 (農林水産業費) 36,166 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)

・ 45歳未満の独立・自立農業者に対する助成

・ 認定農業者の後継者に対する助成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 71へ

6 担い手育成総合支援事業 (農林水産業費) 9,487 農林業振興課

農業の担い手としての認定農業者に対する経営改善等の指導・支援 　 (457-2311)

・ 浜松市担い手育成総合支援協議会に対する負担金

・ 浜松市認定農業者協議会に対する負担金

7 株式会社等農業経営推進事業 (農林水産業費) 916 農林業振興課

　 農地法改正(平成21年)前に農業参入した株式会社等が行う (457-2311)

農業経営への支援

8 農業振興地域制度管理事業 (農林水産業費) 11,788 農林業振興課

浜松農業振興地域整備計画の作成 (457-2311)

・ (臨時)農業振興地域整備計画基礎調査業務委託

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 72へ

9 森林認証推進事業 (農林水産業費) 5,919 農林水産政策課

森林認証を活用した天竜材の啓発や新しいビジネスモデルの創出 (457-2333)

・ ＦＳＣ森林認証机・椅子の小学校への導入事業業務委託

・ ＦＳＣ啓発イベント開催事業業務委託

※ ＦＳＣ森林認証制度･･･適切で持続可能な森林経営が行わ

れている森林又は経営組織などを認証する制度で、認証森

林から生産された木材・木材製品は、認証ラベルを貼り付け

ることが可能

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

10 森林整備地域活動支援事業 (農林水産業費) 63,000 農林業振興課

森林作業を集約的・効率的に行うもの (457-2159)

・ 森林経営計画作成促進

・ 施業集約化の促進

・ 作業道の改良活動

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 74へ

11 利用間伐促進助成事業(補助金) (農林水産業費) 106,000 農林業振興課

森林整備に対する支援 (457-2159)

・ 間伐、搬出、作業道等森林整備に対する支援

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 75へ

12 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住宅施工者に対する助成 (457-2159)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 76へ

13 林業機械・施設緊急整備助成事業(補助金) (農林水産業費) 9,947 農林業振興課

高性能林業機械の導入に対する助成 (457-2159)

14 低コスト林業推進助成事業(補助金) (農林水産業費) 56,000 農林業振興課

作業道等の整備に対する助成 (457-2159)

・ 作業道、策道の開設に対する助成
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③ だれもが夢を持って働き、自立した生活を送ることができる雇用の創出

予算額(千円) 所管課

1 就労支援事業 (労働費) 12,252 産業総務課

若年者や再就職を希望する女性の就労支援 (457-2115)

・ 各種セミナー開催、労働相談、高校生職場体験など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 67へ

2 障害者雇用促進事業 (労働費) 9,850 産業総務課

障害者の就労支援及び就職後の職場定着支援 (457-2115)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 67へ

3 大学等新卒予定者就労支援事業 <緊急雇用> (労働費) 28,000 産業総務課

地元中小企業の求人の掘り起こし及び企業と学生のマッチングなど (457-2115)

求職者を雇用して実施

・ 雇用期間　平成24年7月～平成25年3月(9ヶ月間)

・ 新規雇用者数　6人

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 67へ

4 求職者応援事業 (労働費) 1,877 産業総務課

市内事業所の求人確保及び求職者への求人情報の提供 (457-2115)

5 パーソナル・サポート・サービスモデル事業 (労働費) 95,000 産業総務課

安定的な自立生活を営むことを希望する者の課題解決を図るため、 (457-2339)

制度横断的かつ継続的な支援を当事者に寄り添ってコーディネート

・ 事業期間　平成24年4月～平成25年3月

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 68へ

6 ユニバーサル農業推進事業 (農林水産業費) 1,187 農林水産政策課

障害者の農業参画機会の創出による農業の多様な担い手を育成 (457-2333)

・ 浜松市ユニバーサル農業研究会の開催

・ 障害者農業参画促進のためのビジネスモデルを構築

事業名及び事業内容
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①　安心して子どもを生み育てられる環境づくり

予算額(千円) 所管課

1 障害児自立支援給付事業 (民生費) 732,463 障害福祉課

児童発達支援、ホームヘルプなどの自立支援サービスの給付 (457-2034)

2 障害児施設整備費助成事業 (民生費) 39,600 障害福祉課

障害児通所支援事業所(児童デイサービスⅠ型)整備に対する (457-2034)

補助金

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 35へ

3 放課後児童会施設整備事業 (民生費) 151,620 次世代育成課

放課後児童会の施設整備 (457-2795)

・ 芳川北小、舞阪小、伎倍小放課後児童会の施設整備

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 49へ

4 放課後児童会運営支援事業 (民生費) 396,077 次世代育成課

放課後児童会107か所の運営 (457-2795)

5 浜松こども館運営事業 (民生費) 107,513 次世代育成課

遊びを通じた多様な社会・文化体験と交流体験を行う浜松 (457-2795)

こども館の管理運営

6 なかよし館・児童館運営事業 (民生費) 84,837 次世代育成課

子育て中の保護者のコミュニケーションの場やイベントを提供する (457-2795)

ためになかよし館１５館の運営及び児童に健全な遊びを与え情操

を豊かにするため児童館４館の運営

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 48へ

事業名及び事業内容

豊かな心と生きる力をはぐくむ・子どもの未来戦略2
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

7 私立幼稚園就園奨励助成事業 (民生費) 943,317 次世代育成課

幼稚園児を持つ保護者の所得状況に応じた入園料・保育料の (457-2795)

減免分に対する助成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 50へ

8 市立保育所管理運営事業 (民生費) 886,965 保育課

市立保育所22園(定員2,150人)の管理運営、延長保育・一時 (457-2118)

預かり・保育園親子ひろば等の特別保育の実施など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 48へ

9 保育ママ事業 (民生費) 12,075 保育課

保育ママとして認定された保育士が自宅等の適切な場所で (457-2118)

保育に欠ける児童を保育

・ 対象地域　　佐久間、水窪、龍山、春野、天竜

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 56へ

10 民間保育所運営事業 (民生費) 6,804,037 保育課

民間保育所65園の管理運営 (457-2118)

・ H24定員6,640人(H23 6,490人)

11 民間保育所事業費助成事業 (民生費) 649,896 保育課

多様化する保護者のニーズに対応するため、民間保育所における (457-2118)

特別保育にかかる事業費を助成

延長保育・一時預かり・保育園親子ひろばなど

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 48へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

12 認証保育所利用者助成事業 (民生費) 131,172 保育課

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

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  

・ 対象　   認証保育所に入所する３歳未満の児童の保護者

・ 助成額　1人月額2万円(限度額)

13 民間保育所施設整備助成事業(補助金) (民生費) 406,514 保育課

待機児童を解消するための民間保育所の整備に対する助成  (457-2118)

・ 保育所3園の増改築(初生保育園、住吉保育園、葵ヶ丘保育園)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 59へ

14 発達障害者支援センター運営事業 (民生費) 45,490 子育て支援課

発達障がいのある者とその家族へ早期に適切な支援を行う発達 (457-2792)

障害者支援センターの運営

<新規>

15 発達障害者支援人材育成事業 (民生費) 2,500 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を支援するための (457-2792)

保育者に対する研修

・対象　：　公立・私立の保育園・幼稚園の保育者

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 52へ

16 発達支援広場事業 (民生費) 44,171 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(H23　7か所)

・ 施設型　　　 3か所(H23　2か所)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 53へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

17 発達障害者支援体制整備事業 (民生費) 4,116 子育て支援課

発達障がいのある者の就園、就学、就労の一連の流れの中で、 (457-2792)

福祉・保健・教育・医療などの関係機関における一貫した支援体制

の充実を図るため、サポートファイルを配布

18 小・中学生医療費助成事業 (民生費) 1,203,777 子育て支援課

小・中学生の入院・通院医療費(保険診療に係る医療費の自己 　 (457-2792)

負担分)の助成

<新規>

19 子どものための手当支給事業 (民生費) 11,990,495 子育て支援課

子ども手当に代わり、平成24年4月より中学校修了前までの児童を (457-2792)

対象に支給

・ 3歳未満 15,000円

・ 3歳以上小学校修了前(第1子・2子) 10,000円

　　　　　　　　　　　　　　 (第3子以降) 15,000円

・ 中学生 10,000円

・ 所得制限世帯 　5,000円

(夫婦と子ども2人世帯で年収960万円以上)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 54へ

20 児童福祉施設整備助成事業(補助金) (民生費) 15,750 子育て支援課

浜松乳児院の拡張工事に対する助成 (457-2792)

・ 心理療法室、親子生活訓練室の設置

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 51へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

21 子育て支援ひろば事業 (民生費) 94,730 子育て支援課

子育て中の親と子どもの集い・相互交流の場の子育て支援ひろば (457-2792)

を常設　　

・ 市内17か所(H23　16か所)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 48へ

22 地域子育て推進事業 (民生費) 5,412 子育て支援課

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 (457-2792)

事業等の地域で子ども・子育てを支えていく環境づくりの推進

23 子育て情報センター管理運営事業 (民生費) 39,460 子育て支援課

子育て関連情報の提供、人材育成、子育て教室等を行う子育て (457-2792)

情報センターの管理運営

24 スクールソーシャルワーク事業 (教育費) 9,000 指導課

問題を抱えた児童生徒を支援するため、教育に加え、社会福祉等 (457-2411)

の専門知識を持つスクールソーシャルワーカーの配置

・ 配置校　7中学校区

・ 要請に合わせ配置校以外への派遣についても対応

25 スクールカウンセリング事業 (教育費) 69,876 指導課

児童生徒のいじめや不登校、問題行動等に対応するため、 (457-2411)

スクールカウンセラーを小中学校及び市立高校に配置

・ 配置人数　49人

26 教育相談推進事業 (教育費) 11,695 指導課

教育相談支援センターにおいて、多様化する教育相談に対応 (457-2411)

・ 24時間いじめ電話相談の実施

夜間や休日におけるいじめ相談にも対応
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

27 不登校児支援推進事業 (教育費) 26,945 指導課

不登校児を支援するための適応指導教室の運営 (457-2411)

・ ふれあい教室(中区)　　　　　　　会場：青少年の家

・ かやの木教室(浜北区)　　　　　会場：浜北勤労青少年ホーム

・ すぎのこクラブ(天竜区)　　　　　会場：旧下阿多古中学校

・ オレンジ教室(北区) 　　　　　　　会場：教育会館

・ とびうお教室(西区)　 　　　　　　会場：舞阪文化センター

28 発達支援教育推進事業 (教育費) 6,018 指導課

健常児と障害児との交流事業、就学指導委員会の運営、 (457-2411)

「ことばの教室」の開催など発達支援教育の推進

・ 共生・共育推進事業(推進校5校)

　健常児と障害児との交流・共同学習

・ ことばの教室(9教室)

　追分小、佐藤小、双葉小、葵が丘小、可美小、積志小、

　北浜小、気賀小、二俣小

29 発達支援教育指導員等配置事業(小・中学校) (教育費) 97,060 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)

① スクールヘルパー  ＜緊急雇用含む＞

② 発達支援教育指導員57人（H23：52人）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 108へ

30 発達支援教育就学奨励事業(小・中学校) (教育費) 30,281 教育総務課

発達支援学級又は通級指導教室に通っている児童生徒の保護者 (457-2401)

の経済的負担を軽減

・ 支給対象：通学費、給食費、修学旅行費など

31 幼稚園教育指導支援員配置事業 (教育費) 95,015 教職員課

幼稚園のきめ細やかな教育実施のため補助員を配置 (457-2408)

① 多人数学級サポーター

② 障害児在籍学級サポーター　＜緊急雇用含む＞

③ 複式学級サポーター

④ 預かり保育サポーター

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 108へ
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② たくましく生き抜く豊かな心と確かな学力の育成

予算額(千円) 所管課

1 認証保育所助成事業(地方裁量型認定こども園) (民生費) 33,631 保育課

保育園・幼稚園の相互連携を推進するため、地方裁量型認定 (457-2118)

こども園に対し助成

※ 地方裁量型認定こども園…幼稚園、保育園いずれの認可も

持たないが、認定こども園として必要な機能を有する認可外

保育施設

2 動物愛護教育センター整備事業 (衛生費) 29,967 生活衛生課

動物を通じ愛情や優しさを持った豊かな心を育成 (453-6113)

・ 動物愛護教育センター設計費用など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 47へ

3 動物園いのちの教育事業 (土木費) 3,467 動物園

映像と解説によりいのちの大切さを伝える教育事業 (487-1122)

4 学校規模適正化推進事業 (教育費) 2,222 教育総務課

地域、保護者、学校と連携を図り、学校規模適正化を推進 (457-2401)

・ 引佐北部地区小中一貫校の設置(平成24年4月開校)

・ 庄内地区小中一貫校開校準備(平成26年4月開校予定)

5 市立教職員研修事業 (教育費) 10,053 教育センター

市立幼稚園、小・中学校教職員の研修実施 (448-1131)

・ 浜松教師塾の開催等

6 教職員共同研修事業 (教育費) 9,966 教育センター

当市及び湖西市教職員の研修実施 (448-1131)

・ 理科、情報教育、総合的な学習の時間、外国語活動等の研修

を実施

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

7 教科指導事業 (教育費) 7,960 指導課

学習内容定着度調査や教育研究の奨励など、教育充実の推進 (457-2411)

・ 社会科副読本「のびゆく浜松」印刷(小学校版改訂)

8 学校経営改善、教員指導力向上事業 (教育費) 3,449 指導課

 特色ある学校づくりや教員指導力向上のための指定校研究発表会 (457-2411)

開催など

9 はままつ人づくり教育推進事業 (教育費) 18,259 指導課

「心の耕し」を軸とした教育活動の推進 (457-2411)

・ マナー読本などの啓発資料の配布

・ 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

10 生きた英語力育成事業 (教育費) 199,442 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) 6,000 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) 16,949 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　　配置校：35校

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 109へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

13 小学校建設事業 (教育費) 392,624 学校施設課

小学校の校舎・体育館の増改築など (457-2403)

・ 内野小学校(校舎増築工事)

・ 井伊谷小学校(校舎改築基本設計)

・ 入野小学校(校舎大規模改造実施設計)

・ 和地小学校(校舎増築実施設計)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 110へ

14 規模適正化校舎建設・施設整備事業(小学校) (教育費) 555,751 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)

・ 庄内地区小中一貫校 (校舎等建設工事)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 110へ

15 学校施設整備事業(小学校) (教育費) 319,000 学校施設課

小学校104校の施設整備 (457-2403)

・ 気田小学校給水設備改修工事

・ 鴨江小学校給水管改修工事

・ 豊岡小学校雑庫改修工事 ほか

16 中学校建設事業 (教育費) 184,805 学校施設課

中学校の校舎・体育館の増改築など (457-2403)

・ 浜北北部中学校（校舎大規模改造工事実施設計）

・ 引佐北部中学校（校舎解体工事）

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 110へ

<2月補正で対応>

・ 北部中学校（校舎改築工事）

・ 細江中学校（校舎大規模改造工事）
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

17 学校施設整備事業(中学校) (教育費) 133,700 学校施設課

中学校48校の施設整備 (457-2403)

・ 積志中学校第１・２理科室改修工事

・ 与進中学校調理室改修工事

・ 湖東中学校調理室改修工事 ほか

18 学校施設整備事業(市立高校) (教育費) 12,000 市立高校

市立高校の施設整備 (453-1105)

・ 電話交換機及び電話機更新工事

・ プールサイド防水修繕工事 ほか

19 幼稚園施設整備事業 (教育費) 35,500 学校施設課

幼稚園63園の施設整備 (457-2403)

・ 豊岡幼稚園変圧機取替え工事　ほか
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③ 子どもや青少年の健やかな成長を地域で支える社会の形成

予算額(千円) 所管課

1 青少年健全育成事業 (民生費) 14,885 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)

を図り、青少年の健全育成を目的とした、声掛け運動・校区指導・

地域交流などの事業

・ 単位育成会(48か所)・連絡協議会に委託

2 青少年支援体験活動事業 (民生費) 2,457 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、コーディネーター (457-2795)

による職業体験活動や社会奉仕活動等を実施

・ 体験活動コーディネーター　2名

3 青少年の家管理運営事業 (民生費) 42,700 次世代育成課

創造的な体験・交流活動による青少年の健全な育成を図るための (457-2795)

浜松市立青少年の家の管理運営

4 子ども・若者サポート事業 (民生費) 449 次世代育成課

平成22年4月に施行された子ども・若者育成支援推進法に基づく (457-2795)

子ども・若者計画の印刷制本

事業名及び事業内容
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① 思いやりの心をはぐくむ福祉の地域力づくり

予算額(千円) 所管課

1 社会福祉活動推進事業 (民生費) 7,836 福祉総務課

地域福祉を推進するための春野ふれあいタクシーの運行委託など (457-2326)

2 日常生活自立支援助成事業 (民生費) 27,000 福祉総務課

認知症高齢者など判断能力が十分でない人を対象とし、自立した (457-2326)

地域生活が送れることを目的とした事業に対する助成

3 障害者自立支援給付事業 (民生費) 8,390,151 障害福祉課

障害者に対する自立支援サービスの給付 (457-2034)

・ ホームヘルプ、通所サービスなどの介護等給付

・ 自立支援医療　など

4 障害者相談支援事業 (民生費) 136,722 障害福祉課

障がいのある人やその保護者等からの相談に応じ、福祉サービスの (457-2034)

利用援助及び情報提供などを委託により実施

5 地域交流スペース整備費助成事業 (民生費) 26,191 障害福祉課

障害者就労支援施設における施設利用者と地域住民や企業 (457-2034)

等の日常的な交流が可能な場所の整備費に対する助成

6 福祉人材バンク運営事業 (民生費) 16,500 高齢者福祉課

福祉・介護分野における職業紹介事業の実施 (457-2789)

事業名及び事業内容

安全と安心を人から人へ・活発な地域力戦略3
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

7 地域高齢者見守り・支援事業 (民生費) 14,808 高齢者福祉課

65歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯の民生委員に (457-2789)

よる実態調査など

・ (新規)緊急宿泊事業　

・ (臨時)介護保険情報連携に伴うプログラム作成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 36へ

8 老人福祉施設整備費助成事業 (民生費) 902,775 高齢者福祉課

老人福祉施設の整備費に対する助成 (457-2789)

・ 特別養護老人ホーム185床、短期20床増床

・ 養護老人ホーム50床改築

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 37へ

9 地域密着型サービス等提供基盤整備費助成事業 (民生費) 435,200 介護保険課

地域密着型介護サービス提供施設の整備費等に対する助成 (457-2374)

・ 小規模多機能型居宅介護サービス提供施設など12施設

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 40へ

10 生活保護扶助事業 (民生費) 12,258,408 福祉総務課

生活保護法に基づく生活扶助など扶助費の支給 (457-2326)

被保護者の自立を図るため、就労支援を強化

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 38へ

11 公共建築物ユニバーサルデザイン推進事業 (土木費) 35,000 公共建築課

公共建築物のユニバーサルデザイン化を図るための経費 (457-2461)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 89へ
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② 防災・減災の地域力づくり

予算額(千円) 所管課

1 狭い道路拡幅整備事業 (土木費) 220,382 建築行政課

幅員4ｍ未満の狭い道路を拡幅整備し、災害に強いまちづくり (457-2471)

の推進

2 地震対策推進事業 (土木費) 203,530 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

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 87へ

3 公共建築物長寿命化推進事業 (土木費) 600,650 公共建築課

公共施設の保全工事費、改修工事費を一元化し、計画的 (457-2461)

な修繕、改修による施設の長寿命化の推進など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 88へ

4 公共建築物緊急耐震化推進事業 (土木費) 169,500 公共建築課

公共建築物の緊急耐震化を図るための補強工事など (457-2461)

5 道路防災事業 (土木費) 304,000 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 (457-2375)

・ (国)152号大川(天竜)、(国)152号釜沢(龍山)など

6 橋りょう耐震補強事業 (土木費) 823,000 道路課

落橋防止工事などの橋りょう耐震補強 (457-2375)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 98へ

事業名及び事業内容

- 42 -



予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

7 ポンプ場等維持管理事業 (土木費) 145,059 河川課

ポンプ場及び樋門等の維持管理 (457-2451)

・ (臨時)河川管理施設長寿命化事業

・ (臨時)河川管理施設耐震化事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 99へ

8 都市下水路整備事業 (土木費) 50,404 河川課

市街地の浸水被害対策となる都市下水路を整備 (457-2451)

9 公園整備事業 (土木費) 1,682,104 公園課

災害時には避難地となる防災公園等の整備 (457-2353)

10 消防庁舎整備事業 (消防費) 76,288 消防総務課

老朽化した消防庁舎の整備 (475-7524)

・ 浜北消防署赤佐出張所の改修工事など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 103へ

大規模災害に備えた自家給油施設の整備

・ 北消防署曳馬野出張所へ整備

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 104へ

11 西消防署大平台出張所建設事業 (消防費) 23,224 消防総務課

西区佐鳴湖西岸地域に新たな出張所を建設するための実施設計 　 (475-7524)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 105へ

12 消防車両購入事業 (消防費) 286,683 警防課

常備消防車両の更新 (475-7531)

・ タンク車、はしご車、救助工作車の更新

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 106へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

13 救急高度化推進整備事業 (消防費) 68,757 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)

・ 東消防署、曳馬野出張所の高規格救急自動車の更新

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 106へ

・ 救急救命士の養成　3名

<2月補正で対応>

14 消防団資機材整備事業 (消防費) 108,638 消防総務課

消防団への災害時活動用資機材の配備 (475-7524)

・ 水災用資機材

　救命胴衣、ボート、トランシーバーなどの購入

・ 夜間活動用資機材

　投光器、発電機、携行缶などの購入

15 消防団車両購入事業 (消防費) 31,000 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

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 106へ

16 地域防災計画整備事業 (消防費) 28,000 危機管理課

防災計画の見直しなど (457-2537)

・ 地域防災計画の見直し

・ 区版避難行動計画の策定

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 9へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

17 津波対策事業 (消防費) 320,000 危機管理課

津波対策の検討 (457-2537)

・ 津波対策委員会を開催し、避難施設・避難方法等を検討

津波避難施設の整備

・ 区役所、小・中学校、市営住宅等へ屋上避難階段及びフェン

スを設置

・ 津波避難用盛土、タワーの調査・設計

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 10へ

18 地域防災無線整備事業 (消防費) 356,163 危機管理課

地域防災無線のデジタル化に伴う整備 (457-2537)

・ 尉ヶ峰(じょうがみね)中継局整備

・ 天竜区域内の中継局等の用地取得、用地整備等

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 11へ

19 防災施設・資機材維持管理事業 (消防費) 130,068 危機管理課

大規模災害の発生に備え整備した備蓄食料、医療品等の更新や (457-2537)

防災倉庫、無線等の防災施設、資機材の維持管理

20 防災施設・資機材整備事業 (消防費) 54,718 危機管理課

大規模災害の発生に備え、発電機等の資機材の更新・整備 (457-2537)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 12へ

21 可搬ポンプ整備事業 (消防費) 7,048 危機管理課

新設の自主防災隊への可搬ポンプの配備、ポンプ収納庫の更新・ 　 (457-2537)

新設及び可搬ポンプ用消火ホースの購入

22 自主防災隊資機材等整備費助成事業 (消防費) 58,737 危機管理課

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 (457-2537)

助成
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③ 防犯と交通安全のまちづくり

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) 2,024 市民生活課

地域自主防犯組織「地区安全会議」の設立及び支援 (457-2231)

2 中心市街地防犯センター支援事業 (総務費) 1,300 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

3 交通安全施設等整備・修繕事業 (土木費) 2,823,000 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 (457-2375)

4 交通安全対策事業 (土木費) 122,841 道路課

交通安全に対する啓発活動など (457-2375)

・ (新規)東区交通安全対策モデル事業

5 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 (教育費) 7,824 保健給食課

スクールガードリーダーによる市内小学校巡回活動 (457-2422)

事業名及び事業内容
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① 地球温暖化対策とクリーンエネルギー導入の推進

予算額(千円) 所管課

1 庁舎省エネルギー事業 (総務費) 75,729 資産経営課

本庁舎の省エネルギーを図るためのESCO事業等への取り組み (457-2533)

<新規>

2 新エネルギー推進事業 (総務費) 8,251 企画課

本市における新エネルギーの導入・促進のための調査などを実施 (457-2241)

・ 分散型電源設置に関する調査研究委託

・ 民間の新エネルギー事業の推進　など

3 地球温暖化対策事業 (衛生費) 7,511 環境政策課

市域の地球温暖化対策の推進 (453-6146)

・ 「みんなで節電！市民会議」による節電プロモーション

・ 新エネ・省エネトップランナーの認定

・ 地球温暖化防止活動推進センター運営委託

4 新エネルギー利用推進助成事業 (衛生費) 135,311 環境政策課

新エネルギー利用の推進に対する助成 (453-6146)

・ 住宅用太陽光発電システム設置費補助金

・ (新規)住宅用太陽熱利用システム設置費補助金

・ (新規)事業所用新エネルギー導入費補助金

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 66へ

事業名及び事業内容

地球にやさしい持続可能な社会戦略4
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

5 省エネルギー計画等企画推進事業 (衛生費) 2,187 環境政策課

市役所の温暖化対策の推進及び省エネ法に基づく国への (453-6146)

定期報告

※省エネ法…大幅にエネルギー消費量が増加しているオフィスや

　店舗などの省エネルギー対策強化を目的に平成20年度に改正

6 木質バイオマス利用促進助成事業(補助金) (農林水産業費) 3,000 農林水産政策課

家庭用等のペレットストーブの導入、設置費用に対する助成 　 (457-2333)

※ ペレットストーブ…間伐材や製材屑などを圧縮成型した小粒の

固形燃料である木質ペレットを燃料としたストーブ

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 73へ

7 商店街街路灯LED化助成事業 (商工費) 15,000 商業政策課

商店街等が管理する街路灯やアーケード照明灯のLED化に対する (457-2285)

助成

8 次世代環境車社会実験事業【再掲】 (商工費) 9,000 産業振興課

「はままつ次世代環境車社会実験協議会」による次世代環境車に (457-2044)

係る社会実験事業

・ 走行実験、普及ＰＲ活動、充電インフラの維持管理

・ (臨時)E-KIZUNAサミット・フォーラムの開催

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 81へ

9 樹木交付事業 (土木費) 8,348 緑政課

屋上・壁面緑化や緑のカーテンに使用する植物、資材の交付等 (457-2565)

10 緑地保全事業 (土木費) 33,138 緑政課

保存樹木・樹林の支援、名松保存に対する助成や貴重な緑地の (457-2565)

保全等

・ 地域制緑地の指定事業
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② ごみ減量と３Rの推進

予算額(千円) 所管課

1 第４清掃工場整備事業 (衛生費) 1,400 廃棄物処理施設管理課

第４清掃工場の建設に向けた候補地の選定 (453-6141)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 61へ

2 静ヶ谷リサイクルセンター整備事業 (衛生費) 10,000 廃棄物処理施設管理課

びん、ペットボトルなどの中間処理を行うリサイクルセンターの整備 (453-6141)

・ 工場棟工事発注仕様書作成業務委託など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 62へ

3 生ごみ堆肥化助成事業 (衛生費) 9,567 資源廃棄物政策課

・ 生ごみ堆肥化容器(コンポスト、密封発酵容器)の配布 (453-6192)

・ 一般家庭における生ごみ処理機の購入に対する補助

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 63へ

4 資源物集団回収団体活動促進事業 (衛生費) 122,148 資源廃棄物政策課

子ども会等による雑がみ等の集団回収活動の促進 (453-6192)

・ 集団回収活動に対する協力金

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 63へ

5 リサイクル拠点運営事業 (衛生費) 10,561 資源廃棄物政策課

集団回収を補完するため、雑がみ等の拠点回収の実施 (453-6192)

・ リサイクルステーションの運営委託

・ 雑がみの自治会拠点回収

・ 廃食用油の公共施設等での拠点回収

・ (新規)雑がみ分別袋の作成及び配布

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 64へ

6 みどりのリサイクル推進事業 (衛生費) 9,526 資源廃棄物政策課

剪定枝の拠点回収及び再資源化の推進 (453-6192)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 63へ

事業名及び事業内容
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③ 生物多様性の保全と持続可能な利用の推進

予算額(千円) 所管課

1 浄化槽助成事業 (衛生費) 423,559 お客さまサービス課

下水道及び農業集落排水施設の区域外における合併処理浄化槽 (474-7912)

の設置者に対する助成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 102へ

2 環境教育・環境学習推進事業 (衛生費) 2,974 環境政策課

移動環境教室の開催や、環境学習指導員の活動支援など環境 (453-6146)

教育・環境学習の推進

3 生物多様性保全事業 (衛生費) 5,111 環境政策課

貴重動植物種の保護及び生物多様性の保全 (453-6146)

・ 「(仮称)生物多様性はままつ戦略」の策定

(平成23年度～平成24年度策定：平成25年度から約10年間)

4 環境保全型農業振興事業 (農林水産業費) 7,000 農林業振興課

環境に配慮した新鮮で安全な農産物の生産振興 (457-2311)

・ エコファーマー育成推進奨励金

・ 環境保全型農業直接支援事業

5 市有林管理事業 (農林水産業費) 1,797 農林業振興課

浜松市が所有する市有林の管理 (457-2159)

6 森林整備地域活動支援事業 (農林水産業費) 63,000 農林業振興課

森林経営計画の作成、作業道の改良活動等を行う 　 (457-2159)

森林所有者への交付金

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 74へ

事業名及び事業内容
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① 市民の共感が得られる魅力的な都心の創出

予算額(千円) 所管課

1 商店街魅力アップ支援事業 (商工費) 24,000 商業政策課

商業者等が自ら考え、取組む商店街の活性化事業に対する助成 (457-2285)

・ 空き店舗等を活用した集客施設の整備

・ 日常的な賑わいづくりイベント

・ 人材育成事業　など

2 エリアマネジメント支援事業 (商工費) 3,000 商業政策課

「浜松まちなかにぎわい協議会」が実施するエリアマネジメント推進 (457-2285)

事業に対する負担金

3 都心業務機能集積促進助成事業 (商工費) 2,000 商業政策課

中心市街地へ新たに事務所等を開設する事業者に対する賃料 (457-2285)

や新規雇用に対する助成

4 ギャラリーモール運営事業 (商工費) 28,110 商業政策課

都心のにぎわい創出と歩行者通路の確保を目的に設置した (457-2285)

ギャラリーモールの維持管理及び施設の効果的な運営業務

※ 平成24年4月より指定管理者制度導入

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 78へ

<新規>

5 創造文化産業振興事業 (商工費) 2,000 商業政策課

創造文化産業の振興策等について検討する(仮称）浜松クリエー (457-2285)

ターズネットワーク構想実行委員会に対する負担金

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 79へ

事業名及び事業内容

快適が感じられるくらしの満足戦略5
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

6 循環まちバス運行助成事業 (商工費) 35,300 商業政策課

中心市街地における「来街・回遊システムづくり」を図る (457-2285)

循環まちバス「く・る・る」の運行に対する助成

7 花壇等拠点整備事業 (土木費) 43,209 緑政課

中心市街地や市役所前の花壇・フラワーポットの整備や維持管理 (457-2565)

8 セントラルパーク構想推進事業 (土木費) 58,541 緑政課

次の100年を見据えた、浜松城を中心とした区域全体の再整備 (457-2565)

・ 基本計画の策定

・ 市民フォーラムの開催　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 94へ

9 浜松城公園整備事業 (土木費) 42,000 公園課

浜松城公園の歴史的価値を高めることを目的とした整備 (457-2353)

・ 天守門整備　※H24-25の2ヵ年(債務負担設定)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 95へ
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② 「幸せを実感する山里暮らし」の実現

予算額(千円) 所管課

1 交流居住事業 (総務費) 13,156 市民協働・

中山間地域への移住や交流の情報提供や、交流体験ツアー開催 地域政策課

などによる、交流定住の促進 (457-2094)

・ ウェブサイトの管理、運営

・ 田舎暮らしお試し住宅事業

・ 中山間地域ボランティア交流事業

・ 移住促進空き家活用事業費助成

2 中山間地域生活支援事業 (総務費) 10,105 市民協働・

集落機能の維持・活性化を図るための日常生活支援など 地域政策課

・ 集落支援員の設置 (457-2094)

・ 緑のふるさと協力隊の受け入れ

・ 乗用モノレール等整備事業費助成

・ (新規)ふじのくに暮らし推進隊の受け入れ

・ (新規)集落再編連携事業

・ (新規)ＮＰＯ活動支援事業

<新規>

3 中山間地域まちづくり事業 (総務費) 100,070 市民協働・

中山間地域密着型ＮＰＯ法人の活動に対し交付金を交付 地域政策課

・ 対象事業：浜松市中山間地域振興計画の対象地域内で実施 (457-2094)

　　　　　　　する、同計画の重点方針・施策に合致する公益性

　　　　　　　の高いソフト事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 22へ

4 過疎地域自立促進事業基金積立金 (総務費) 144,599 市民協働・

過疎自立促進計画に予定するソフト事業の財源とするため 地域政策課

創設された基金への積立金 (457-2094)

事業名及び事業内容
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③ 地域を結ぶ公共交通ネットワークの充実

予算額(千円) 所管課

1 スマートインターチェンジ推進事業 (土木費) 10,000 道路課

浜松SAへのスマートICの設置後調査及び新たなスマートIC設置 (457-2375)

に向けた調査

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 97へ

2 市道整備事業 (土木費) 1,874,693 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 (457-2375)

補完する補助幹線道路の整備など

3 国県道整備事業 (土木費) 1,495,690 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 (457-2375)

4 三遠南信自動車道関連道路整備事業 (土木費) 78,000 道路課

三遠南信自動車道の建設に伴う付替え工事、関連道路の整備 (457-2375)

5 過疎対策道路整備事業 (土木費) 55,000 道路課

過疎地域自立促進計画に基づき、過疎地域を対象とした道路整備 (457-2375)

6 西鹿島駅周辺まちづくり計画策定事業 (土木費) 2,855 都市計画課

市民との協働による西鹿島駅周辺まちづくり計画の策定 (457-2363)

・ 駅前広場基本計画案作成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 90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 総合交通計画推進事業 (土木費) 311,778 交通政策課

様々な都市活動を支え、安全・安心・快適な交通体系の構築 (457-2441)

・ 天竜川駅北口整備に伴う用地取得

・ 浜松駅周辺交通円滑化事業

　駅南地下駐車場改良概略設計、実施設計

　南口駅前広場改良概略設計

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 91へ

8 バス交通等対策助成事業 (土木費) 325,577 交通政策課

地域公共交通の活性化及び再生の推進に要する経費 (457-2441)

・ (新規)環状路線バスの実証運行事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 92へ

・ 公共交通空白地域における地域バス実証運行事業

・ バス路線維持のための不採算路線に対する補助金 　

・ 過疎地有償運送に対する助成　など

9 都市鉄道高架化事業 (土木費) 1,850,000 道路課

遠州鉄道鉄道線の助信駅から馬込川左岸までの3.3km区間の (457-2375)

連続立体交差事業

・ 平成24年10月　新軌道での運行開始予定

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 100へ

10 天竜川駅周辺整備事業 (土木費) 110,000 道路課

交通結節点としての天竜川駅周辺整備 (457-2375)

・ 埋蔵文化財調査

・ 仮駐輪場設置

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 101へ

- 55 -



① 体を動かす機会の創出(「１・１・１運動　～１週間　１回以上　１スポーツ」の推進)

予算額(千円) 所管課

1 スポーツ普及・活性化事業 (総務費) 4,270 スポーツ振興課

浜松市スポーツ振興基本計画に基づく、「するスポーツ」 (457-2421)

「みるスポーツ」「ささえるスポーツ」の普及

・ スポーツ施設マップの印刷　など 　

2 浜松シティマラソン開催事業 (総務費) 12,000 スポーツ振興課

第９回浜松シティマラソン開催負担金 (457-2421)

3 地域スポーツ大会開催事業 (総務費) 6,310 スポーツ振興課

市民スポーツ祭の開催 (457-2421)

4 体育振興会等地域スポーツ普及事業 (総務費) 17,000 スポーツ振興課

65校区の体育振興会及び体育協会各支部へのスポーツ振興事業 (457-2421)

の委託

5 小中学校スポーツ施設開放事業 (総務費) 43,098 スポーツ振興課

小中学校のグラウンドなどの一般開放及び夏期プールの (457-2421)

児童への開放

6 小中学校スポーツ施設夜間照明等整備事業 (総務費) 21,205 スポーツ振興課

小中学校スポーツ施設の夜間照明設置修繕など (457-2421)

・ 城北小学校グラウンド夜間照明改修工事

事業名及び事業内容

いきがい実感・健康づくり戦略6
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

7 平口スポーツ施設整備事業 (総務費) 621,757 スポーツ振興課

浜北区平口地区に整備するサッカー場などスポーツ施設の整備 (457-2421)

・ 園路広場、管理施設、グラウンド等の土木工事など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 27へ

8 アーチェリー場建設事業 (総務費) 35,000 スポーツ振興課

江之島水泳場敷地内に整備するアーチェリー場の土木工事 (457-2421)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 28へ

9 広域利用型スポーツ施設の管理運営 (総務費) 797,655 スポーツ振興課

浜松アリーナ、浜松市総合水泳場など広域利用型スポーツ (457-2421)

施設の管理運営

10 身近なスポーツ施設の管理運営 (総務費) 257,604 スポーツ振興課

新橋体育センター、浜松市武道館、明神池運動公園庭球場など (457-2421)

身近なスポーツ施設の管理運営

11 スポーツ施設整備事業 (総務費) 103,334 スポーツ振興課

広域利用型スポーツ施設及び身近なスポーツ施設の整備修繕 (457-2421)

・ 浜松アリーナバスケットボールコートのデザイン変更工事

・ 可美公園ホール照明設備取替工事　など

12 公園整備事業【再掲】 (土木費) 1,682,104 公園課

身近な場所で安全に運動できる公園の整備 (457-2353)
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② 予防に重点をおいた健康づくりの推進

予算額(千円) 所管課

1 こころの健康づくり推進事業 (民生費) 11,478 保健予防課

精神障がい者等のこころの相談や地域での生活を支援する事業を (453-6118)

実施

・ 精神保健福祉相談事業、精神障害者地域移行支援事業など

2 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) 549,968 国保年金課

疾病の早期発見や生活習慣病等の予防のために実施する (457-2637)

特定健康診査の実施

受診率向上のため、平成24年度より「がん検診」と受診券を一体化

3 妊婦乳幼児健康診査事業 (衛生費) 767,157 健康増進課

安全な妊娠、分娩、出産にかかる経済的な不安解消を図るため、 (453-6119)

公費での健診を実施

・ 妊婦健康診査、妊婦歯科健康診査、乳幼児健康診査　など

4 母子予防接種事業 (衛生費) 1,031,441 健康増進課

子どもを対象とする予防接種を実施 (453-6119)

・ 三種混合、麻しん･風しん、日本脳炎等の予防接種

5 子宮頸がん予防ワクチン接種事業 (衛生費) 165,498 健康増進課

中学1年生から高校2年生を対象に、子宮頸がんを予防する (453-6119)

ワクチンの接種

※臨時でH24のみ高校1年時に接種を受けた高校2年生も対象

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 45へ

6 ヒブワクチン接種事業 (衛生費) 257,689 健康増進課

0歳児から4歳児を対象に、インフルエンザ菌b型による肺炎、 (453-6119)

髄膜炎等を予防するワクチンの接種

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 45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 小児用肺炎球菌ワクチン接種事業 (衛生費) 326,147 健康増進課

0歳児～4歳児を対象に、肺炎球菌による肺炎、髄膜炎等を (453-6119)

予防するワクチンの接種

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 45へ

8 健康教育事業 (衛生費) 4,180 健康増進課

健康維持、健康増進を図ることを目的に各種健康教育事業を実施 (453-6119)

・ 生活習慣病予防教育、健康はままつ21講演会など

9 健康診査事業 (衛生費) 1,151,106 健康増進課

がん等の早期発見、早期治療に寄与するため、がん検診等を実施 (453-6119)

・ 胃がん、結核･肺がん、大腸がん、子宮頸がん等の検診事業

・ 歯周病検診　など

10 予防接種事業 (衛生費) 433,437 健康増進課

高齢者等のインフルエンザ予防接種を実施 (453-6119)

・ 65歳以上(自己負担1千円、生活保護者は無料)など

11 健康づくり企画事業 (衛生費) 14,684 健康増進課

市民一人ひとりが健康への意識を高めるための事業 (453-6119)

・ 健康はままつ21推進事業

・ 健康づくり推進事業など

12 特定不妊治療費支援事業 (衛生費) 174,473 健康増進課

特定不妊治療を受けた夫婦に対して助成を実施 (453-6119)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 44へ
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

13 元気はつらつ教室事業 (介護保険事業特別会計) 362,471 高齢者福祉課

認知症予防支援等が必要な方に対する、老人福祉センター等 (457-2789)

における生活指導及び日常動作訓練等の実施

14 運動器の機能向上トレーニング教室事業 (介護保険事業特別会計) 43,817 高齢者福祉課

介護認定されていない虚弱高齢者等を対象とした運動機能向上 (457-2789)

のための筋力トレーニング等の実施

15 地域介護予防活動支援事業 (介護保険事業特別会計) 5,407 健康増進課

地域におけるヘルスボランティアの育成及び活動支援 (453-6119)
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③ 地域医療の拡充

予算額(千円) 所管課

1 浜松市リハビリテーション病院施設改良事業 (病院事業会計) 1,423,488 病院管理課

浜松市リハビリテーション病院の建替えにかかる工事費など (451-2772)

・ 平成24年度本体工事着工、平成26年3月供用開始

2 浜松医療センター新病院構想策定事業 (衛生費) 20,360 病院管理課

浜松医療センターの新病院構想及び、新病院建設構想の策定 (451-2772)

・ 新病院構想

　　平成24年3月中間報告、平成24年9月新病院構想策定

・ 新病院建設構想

　　平成25年3月中間報告、平成25年9月新病院建設構想策定

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 46へ

3 天竜区看護師等修学資金貸与事業 (衛生費、病院事業会計) 11,880 健康医療課

天竜区内の看護師不足を解決するため修学資金を貸与 (453-6178)

平成24年度より佐久間病院独自の修学資金貸与事業を創設 佐久間病院

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 43へ (965-0054)

事業名及び事業内容
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① 活力あふれるまちを支える人材の育成

予算額(千円) 所管課

<新規>

1 みんなのはままつ創造プロジェクト事業 (総務費) 50,453 企画課

民間企業や市民活動団体が主体的に実施する催事に対する助成 (457-2241)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 15へ

<新規>

2 子どもの才能を伸ばす課外IT講座開催事業 (総務費) 3,500 企画課

英才教育の手法を取り入れた課外特別講座を、産学官の連携に (457-2241)

より開設、ＩＴ分野に係る才能豊かな子どもを育成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 16へ

<新規>

3 エンジン０１オープンカレッジ開催事業 (総務費) 35,000 企画課

エンジン０１オープンカレッジin浜松実行委員会に対する負担金 (457-2241)

・ 開催時期：平成25年2月の3日間

・ 開催場所：アクトシティ周辺

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 17へ

4 市民協働推進事業 (総務費) 7,000 市民協働・

市民、市民活動団体、事業者及び行政が協働して、市民主体の 地域政策課

まちづくりを推進 (457-2094)

・ 「市民協働たねからみのり」の実施

・ 浜松地域人づくり大学事業　など

5 市民協働センター管理運営事業 (総務費) 39,485 市民協働・

市民協働を推進する拠点として、平成22年度より開設された 地域政策課

「市民協働センター」の管理運営 (457-2094)

事業名及び事業内容

郷土に誇り・活力あふれるまち戦略7
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

6 新活動拠点施設整備事業 (総務費) 418,408 文化政策課

旧男女共同参画推進センターを、新たに男女共同参画の推進 (457-2417)

拠点と文化芸術活動拠点の複合施設として整備

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 26へ

7 学習成果活用支援事業 (総務費) 3,151 生涯学習課

市民自ら生涯学習施設の講座を企画、開催する支援 (457-2413)

8 公民館施設整備事業 (総務費) 191,375 生涯学習課

公民館、附設体育館の施設整備 (457-2413)

・ 入野公民館機能修復事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 30へ

・ 東部公民館改築事業

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 31へ

・ 白脇公民館体育館床再生工事　など

9 北部地域図書館建設事業 (総務費) 1,000 中央図書館

北部地域への図書館建設に向けた準備 (456-0234)

・ 基本構想の策定

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 32へ

10 新美術館構想策定調査事業 (総務費) 1,000 美術館

市民文化の創造拠点となる新美術館の建設に向けた準備 (454-6801)

・ 新美術館構想の策定
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② “音楽の都”に向けた挑戦と市民主体の文化芸術活動の推進

予算額(千円) 所管課

1 ユネスコ創造都市ネットワーク交流事業 (総務費) 4,500 企画課

創造都市推進プログラムの策定や、音楽創造都市ＤＶＤ作成など (457-2241)

2 浜松国際ピアノコンクール開催事業 (総務費) 130,000 文化政策課

第8回浜松国際ピアノコンクールの開催にかかる負担金 (457-2417)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 23へ

3 静岡国際オペラコンクール共催事業 (総務費) 2,000 文化政策課

静岡県共催事業。オペラを通じた国際交流の推進とともに (457-2417)

「音楽の都・浜松」を世界に発信

4 さくま国際交流コンサート等開催事業 (総務費) 3,985 文化政策課

ウイーン・フィルのカール・ヤイトラー氏を招聘した音楽指導と国際 (457-2417)

交流

5 音楽文化都市交流事業 (総務費) 3,000 文化政策課

札幌市との音楽文化交流に要する経費 (457-2417)

6 まちなかコンサート開催事業 (総務費) 13,500 文化政策課

キタラ、浜北区、北区等でプロムナードコンサートなどを実施 (457-2417)

7 アクトシティ音楽院事業 (総務費) 42,000 文化政策課

・ アカデミーコース…演奏者を養成するコースとして世界で活躍 　 (457-2417)

できる人材を育成

・ コミュニティコース…演奏者の養成や市民が気軽に参加できる

講座などの実施

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

8 浜松国際ピアノアカデミー事業 (総務費) 35,000 文化政策課

世界的に著名な講師により、世界で活躍するコンサートピアニストの (457-2417)

育成を目指す事業

9 青少年音楽団体育成事業 (総務費) 22,500 文化政策課

青少年音楽団体の育成 (457-2417)

・ ジュニアオーケストラ浜松

・ ジュニアクワイア浜松

・ さくまジュニア吹奏楽講座

10 こども音楽鑑賞教室開催事業 (総務費) 8,800 文化政策課

市内の小学5年生全員を対象に、プロオーケストラによる鑑賞教室 (457-2417)

を実施

11 こどもミュージカル開催事業 (総務費) 20,000 文化政策課

第4回こどもミュージカルの開催にかかる負担金 (457-2417)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 24へ

12 小中学校吹奏楽楽器活用事業 (総務費) 5,000 文化政策課

小中学校の音楽活動を活発にし、音楽文化人材を育成するため、 (457-2417)

特殊管弦楽器や打楽器を購入し、小中学校へ貸し出し

13 文化施設の管理運営 (総務費) 995,558 文化政策課

アクトシティ浜松、楽器博物館、文芸館、茶室など文化施設の (457-2417)

管理運営

14 アクトシティ浜松施設整備事業 (総務費) 197,000 文化政策課

アクトシティ浜松大ホール等の防災システム更新工事や、 (457-2417)

ユニバーサルデザイン対応サインの設置工事など
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

15 鴨江別館施設整備事業 (総務費) 19,000 文化政策課

アートの拠点として活用するための整備工事 (457-2417)

16 賀茂真淵記念館維持管理事業 (総務費) 21,500 文化財課

賀茂真淵記念館の管理運営 (457-2466)

17 秋野不矩美術館運営事業 (総務費) 23,790 秋野不矩美術館

美術品の収集、修復、保存及び施設の管理運営 (922-0315)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 33へ
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③ 浜名湖を中心とした観光交流

予算額(千円) 所管課

1 浜松まつり事業 (商工費) 46,180 観光交流課

浜松まつりの開催 (457-2295)

・ 浜松まつり組織委員会への開催負担金　など

※　運営主体を、浜松まつり本部(会長：浜松市長)から

     浜松まつり組織委員会(委員長：互選による)へ変更

2 産業観光推進事業 (商工費) 1,500 観光交流課

産業観光受け入れ施設の開拓、産業観光の情報整理と発信など (457-2295)

産業観光の振興

3 浜名湖観光圏整備推進支援事業 (商工費) 15,000 観光交流課

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 (457-2295)

整備推進協議会」への負担金

4 インバウンド推進事業 (商工費) 23,276 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や多 (457-2295)

言語版観光ガイドブック作成など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 85へ

<新規>

5 インバウンド自治体職員協力交流事業 (商工費) 3,709 観光交流課

友好交流都市協定を締結した中国・瀋陽市からの職員招聘 (457-2295)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 86へ

6 観光案内推進事業 (商工費) 32,992 観光交流課

観光インフォメーションセンター(浜松駅構内)の維持管理や観光 (457-2295)

ホームページの運営に対する負担金など

7 観光振興助成事業 (商工費) 30,546 観光交流課

各観光協会が実施する観光誘客宣伝事業などに対する助成 (457-2295)

8 フィルムコミッション推進事業 (商工費) 859 観光交流課

映画やテレビなどのロケ地誘致による、本市のPR、イメージの向上 (457-2295)

事業名及び事業内容
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④ 多文化共生社会の実現

予算額(千円) 所管課

1 地域共生推進事業 (総務費) 6,472 国際課

地域における日本人市民と外国人市民との共生の推進 (457-2359)

・ 地域共生会議や外国人市民カウンセリングの開催

・ 在住外国人向けﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの運用　など

・ (新規)多文化共生推進協議会の設立

2 多文化共生センター運営事業 (総務費) 54,446 国際課

外国人市民の定住化に対応した様々な支援の積極的な展開 (457-2359)

のため、多文化共生センターを運営

・ 外国人市民のための生活相談

・ ソーシャルワーカー育成講座

・ 地域共生モデル事業　など

3 外国人学習支援センター運営事業 (総務費) 36,561 国際課

外国人市民学習支援の拠点施設として学習支援センターを運営 　 (457-2359)

・ 外国人を対象とした日本語学習の支援

・ 多文化体験(外国人、日本人対象)講座開催　など

<新規>

4 外国人の子どもの教育支援事業 <緊急雇用> (総務費) 46,817 国際課

支援教室の開催などきめ細かな支援の実施や、不就学を生まない (457-2359)

仕組みの構築

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 18へ

5 外国人学校支援事業 (総務費) 22,520 国際課

外国人学校に対する助成、外国人学校児童生徒教科書購入費 (457-2359)

に対する助成及び外国人学校への日本語教師派遣

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 国際交流・協力推進事業 (総務費) 7,000 国際課

市民レベルの国際交流や多文化共生に関する活動に対する (457-2359)

支援

7 外国青年招致事業 (総務費) 5,044 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 (457-2359)

など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

<新規>

8 日韓欧多文化共生都市サミット２０１２浜松開催事業 (総務費) 4,500 国際課

日韓欧の多文化共生都市の首長によるサミットを開催し、国内外の (457-2359)

多文化共生都市間の連携を促進

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 19へ

9 生きた英語力育成事業 (教育費) 199,224 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）
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⑤ 世界に発信するシティプロモーションの推進

予算額(千円) 所管課

1 シティプロモーション事業 (総務費) 53,766 広聴広報課

浜松市の知名度やイメージの向上、都市ブランドの確立のため、 (457-2021)

本市の魅力を国内外に広く発信

・ (新規)「出世のまち・浜松」プロモーション事業

「(仮称)はままつ出世ストーリーブック」の制作や「(仮称)

はままつ出世街道」命名(表示フラッグの制作・掲出)などを

通じて、全国のビジネスマンに、「出世のまち・浜松」をPR

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 13へ

2 国際機関への参加と都市間連携事業 (総務費) 6,178 国際課

都市・自治体連合(UCLG)への参加を通じて海外諸都市と連携 (457-2359)

を図るとともに、UCLGの取り組みについて国内外へ情報発信

3 外国語版ホームページ管理運営事業 (総務費) 400 国際課

本市の概要や観光、ビジネス、音楽文化などの情報を世界に向けて 　 (457-2359)

発信する外国語版ホームページの管理運営

4 多文化共生のまち発信事業 (総務費) 4,500 国際課

全国からサンバチームを募集しコンテストを開催することで、 (457-2359)

「多文化共生都市・浜松」を発信

5 文化財調査・普及事業 (総務費) 2,243 文化財課

文化財の専門調査・情報収集・普及啓発・活用事業の実施 (457-2466)

6 無形民俗文化財活性化事業 (総務費) 700 文化財課

市内に伝承されている無形民俗文化財の活性化のため、各団体の (457-2466)

主体的な取組みを支援

・ 無形民俗文化財伝承団体の連絡会立上げ

・ 三遠南信ふるさと歌舞伎交流会大鹿大会への参加支援

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 ご当地ナンバープレート作成事業 (総務費) 4,911 市民税課

浜松の産業や歴史および文化を市内外に広くPRし、郷土浜松の (457-2077)

誇りや愛着心を育むために、動く啓発看板としてご当地ナンバー

プレートをデザイン公募により作成

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 20へ

<新規>

8 浜松出世城まつり事業 (商工費) 4,500 観光交流課

徳川家康公及び家康公が築城し「出世城」とうたわれる浜松城を (457-2295)

活用したシティプロモーション

・ 浜松出世城まつりの開催

・ 「家康の散歩道」を題材とした携帯電話用アプリケーションを

更新し、家康公ゆかりの歴史的遺構や山城などの案内を追加

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 13へ

9 普及・啓発事業 (土木費) 16,700 緑政課

「花と緑のまち・浜松」の普及・啓発事業 (457-2565)

・ (臨時)フェンロー国際園芸博覧会への出展

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 93へ
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予算額(千円) 所管課

<新規>

1 区制検討事業 (総務費) 13,910 企画課

行政運営の効率化及び市民サービスの維持向上のため、現行の (457-2241)

区制度について検討

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 14へ

<新規>

2 固定資産税評価地理情報システム業務 (総務費) 193,130 資産税課

合併前の旧市町村単位で、土地評価業務手法が異なっていた (457-2157)

ものを、地理情報システム(ＧＩＳ)を導入して統一、土地評価課税

業務を効率化・合理化

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 21へ

<新規>

3 南区役所調整池整備事業 (総務費) 18,200 南区区振興課

南区役所の調整池機能の改善工事 (425-1120)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 112へ

<新規>

4 龍山協働センター建設事業 (総務費) 31,200 天竜区区振興課

地域の拠点として龍山協働センターを建設 (922-0011)

・ 龍山協働センター建設(設計)

・ 龍山地域自治センター解体工事(設計・工事)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 113へ

事業名及び事業内容

その他の主な事業
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予算額(千円) 所管課事業名及び事業内容

5 舞阪文化センター機能移転改修事業 (総務費) 4,496 生涯学習課

舞阪地域自治センターへの機能移転に伴う工事設計 (457-2413)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 29へ

6 鎮玉診療所移転事業 (衛生費) 9,015 健康医療課

老朽化が進む鎮玉診療所の移転改築に伴う設計費用 (453-6178)

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 41へ

7 天竜区船明地区墓地整備事業 (衛生費) 567,630 市民生活課

天竜区船明地区へ墓地を整備する工事など (457-2026)

・ 平成24年4月より整備済の区画を貸付開始

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 34へ

8 市営住宅ストック総合改善事業 (土木費) 205,059 住宅課

既存ストックの長寿命化や居住性向上のための改修工事 (457-2456)

・ 湖東団地C1棟個別改善工事

・ 中田島団地給水施設改修工事

・ 田組西団地給水管改修工事　など

詳しい説明は「主要事業」 ⇒P 96へ
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