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6．都市基盤分野
①日本平公園整備事業

しんせいかい

…

５億８６６１万円

日本平は静岡市のシンボルとして日本一の展望公園を目

②草薙駅周辺整備事業

…

５億７７３７万円

だより

交通拠点であるＪＲ草薙駅施設のバリアフリー化や駅の

指し、山頂部の３３㌶に大規模な芝生広場、駐車場の整備、 円滑なアクセスを促し、駅北地区の利便性を向上させる
展望施設等を整備してい

ため、南北自由通路、橋上駅舎整備、北口駅前広場、南

く。すでに、民間施設であ

口駅前広場の改修

る「日本平ホテル」が改築

など平成２４年度

1 月に開催された国連軍縮会議の様子

けて整備を進め

に発信することが出来た。

る。

③草薙駅南口市街地再開発事業

草薙駅周辺整備事業イメージ

…
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平成 25 年度一般会計当初予算は 2,664 億円 4.4％減

オープンし「国連軍縮会議」 から３０年度にか
が開催され静岡市を国内外
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H25 年度
当初予算

４億６２５０万円

人の集まるまちの推進 防災・減災対策
子育て・教育環境を重点に

草薙駅の南北自由通路、橋上駅舎化の新設が計画される中、駅前の利便性を活かした商業

平成 25 年度一般会計当初予算は 2,664 億円で

の活性化、定住人口の増加による賑わいづくりとして、駅南口に市街地再開発事業として、

境の整備を重点とした予算です。

対前年度比４，４％減となりました。田辺市長

厳しい財政状況の中で、事務事業の評価・見直し、

にとって 2 回目の予算編成であり、第 2 次総合

市職員の削減や市所有土地の売り払いなど、行

計画を着実に推進する中で、地域活性化に向け

財政改革などの推進と各基金を繰り入れた予算

た人の集まるまちの推進、防災・減災対策と地

編成です。

地下１階、地上２７階建ての再開発ビルが計画され、平成２５年９月に着工され、平成２
７年度に完成予定であり、草薙駅の顔づくりが始まる。
草薙駅南口
再開発ビルイメージ

域エネルギー政策の推進、子育て支援と教育環

H24 年度
2 月補正

平成２４年度一般会計の２月補正予算
６４億５，４９９万円を追加

国の緊急
経済対策
への呼応

三保地区避難施設整備や駒越小への外付け階段設置、
秋葉山公園の用地取得等に
清水区三保 ( 三

津波避難施設 保ふれあい広場 )
整備事業
に津波避難施設

草薙駅周辺
整備事業

１基新設

夜間照明施設 袖師小学校、江尻小
等設置事業

学校のグランド夜間

津波避難階段
設置事業

照明施設の改修
秋葉山公園整備事業に係る用地取

公園整備事業

得や忠霊塔公園の避難に活用でき

小・中学校大

る広場の確保・階段の改修のため

規模改修事

の設計予算ほか９公園の整備事業

主な事業は…

１．総論
①海外プロモーション事業
…

１，１０７万円

②新静岡市誕生 10 周年記念式典事業
… ６８０万円

集客交流都市の実現に必要な情報発信、経済交流促進を

新静岡市誕生 10 周年の節目に、市民一体感の更なる醸

図るため、韓国国内向け旅行ブログ運営事業、台湾メディ

成を図るとともに、今後の市の発展のきっかけとなるよ

ア招請事業、タイプロモーショ

う平成 25 年 11 月 23 日、

ン事業等を実施し都市のイ

清水文化会館 ( マリナート )

草薙駅と国道 1

メージの浸透・知名度の向上

において記念式典を実施す

号線を結ぶ北口

を図る。

る。

通線の用地取得

メディア招致事業イメージ

2．健康・福祉分野

駒越小学校の屋上に
避難するための外付

①生活保護事業
…

け階段設置事業

老朽化の著しい高部
小、船越小、清水第
1 中のトイレの改修

現清水斎場

１４３億４，８８５万円

②放課後児童クラブ運営事業
… ４億１，２４４万円

生活に困窮するすべての国民に対し、健康で文化的な

放課後等に小学校 1 年生から 3 年生までの子どもが安

最低限度の生活を保障するとともに、自立を支援する。

心して生活できる場を提

特に、生活保護や住宅手当受給者などに特化したハロー

供し、子育てと仕事の両

ワーク窓口を清水福祉事務所 ( 区役所内 ) 内に設置する

立を支援する。実施場所

など、就職定着まで早期かつ集中的な就労支援を実施

は清水区 24 か所、葵区

する。

30 か所、駿河区 21 か所

③待機児童園の整備・運営事業
… ３，９８１万円

④市立・私立保育園増築事業・認証保育所
開設事業費助成 … ９，５５７万円

年度途中から特に増加する０歳から２歳までの待機児

低年齢児の定員を増加させるため、公立・私立保育所の２

童に対応するため、清水区天神に民間が運営する定員

か所を増築し、定員を３０人増員とするために必要な経費。

４８名の待機児童園

また、既存の認可外保育施設を活用した新たな制度を導入

の整備と運営に助成

し、待機児童の解消を図るため、

する。

認証保育所への移行に必要な施
設改修費の助成や運営費を補助

すでにオープンしている

する。

待機児童園「おひさま」

津波避難施設の
整備計画を作成

4．生活環境分野
①防犯灯ＬＥＤ化事業
…

②津波避難施設整備事業
５，５００万円

防犯灯のＬＥＤ化により、使用電力量の削減 (１
灯当たり約４５％)、ＣＯ２排出量の削減、メンテ
ナンスの負荷軽減等を自治会と行政が連携して取
り組み、省エネ社会の推進を図るため、ＬＥＤ化
切り替え事業や新設事業に助成する。

…

３億円

高台や津波避難ビルへ短時間で避難することが困難な区域へ津波
避難施設を整備する。県の第４次被害想定を踏まえ、整備計画を
作成し津波
避難施設を
順次整備し
ていく。

（駿河区登呂）

イメージ図（階段のみ）

イメージ図（スロープ付）
イメージ図（スロープ付き）

⑤急病センター・こころの健康センター運営事業
… ３億２９６４万円

③津波避難ビル整備事業助成
… ６，０００万円

東静岡地区に市域全体の初期救急医療を担う『急病センター』とこころの健康づ

津波避難ビル指定の

住宅・建築物の耐震対策を支援し、地

くりの中心となる「こころの健康センター」を４月１日より開設する。

ために外付け階段設

震発生時における人的・物的被害の減

≪救急センター≫

診療科目

：

内科、小児科、外科

置事業や安全向上の

少を図るため、わが家の耐震診断の無

診療時間

：

午後７時〜１０時まで

ための屋上フェンス

料実施 ( 予定件数３００件 )、木造住宅

設置事業に対し助成

耐震補強事業の助成 ( 一般住宅９３件、

する。補助額の上限

高齢者・障害者世帯９３件を予定 )、

≪こころの健康センター≫

病集団認知療法、うつ病ディケア事業、電話相談
4 月 1 日にオープンする「こころの健康センター」

3．文化・学習分野

は１，０００万円。

①高等学校応援団フェスティバル開催事業
… ２００万円

②久能山総合調査事業
… １、６１５万円

応援技術の向上や学校同士の交流を通じて、応援団の

国宝指定された久能山東照宮には、

伝統文化の継承や地域活力の向上と市内外からの参加

建造物のほか歴史資料、美術工芸

者の交流を促進するた

品等多様な文化財が保存されてい

め、フェスティバルに

る。家康没後４００年に向け、久

対し助成する。平成２

能山の価値を全国的にアピールす

５年６月２３日、グラ

るために、総合的に調査研究し、
「久

ンシップ大ホールで開

能山史」の刊行と史跡久能山の保

催する。

存管理計画を作成する。

昨年の応援団フェスティバルの様子

③こころの教育支援事業
…

５，３５５万円

建築物耐震補強事業の助成 (２件を予
定)

②徳川家康公顕彰４００年
記念事業 … ８００万円

市内への企業の進出・市内における企業の定着を促進

平成２７年、徳川家康公没後４００年と

し、地域産業の高度化、活性化及び雇用機会の拡大を

いう記念の年に、家康公に関連する資源

図るため、用地取得費・設備投資費、新規雇用などに

を再創造し、市内はもとより全国・世界

対する助成、事務所の賃貸に対する助成、中小企業の

に向けて情報発信する。家康公に関する

事業高度化機械設備設置の対して助成する。

魅力と功績を未来に継承し、将来にわたって、まちづくりに

③ファームビジット事業
８，１７０万円

いじめや不登校、問題行動など、子ども

教職経験豊富な非常勤講師やパート看護師を配置し、

たちの心の問題に対応するため、スクー

児童生徒一人ひとりの心の安定と学習の充実を図る。

ルカウンセラーを小学校６９校、中学校

徳川家康公顕彰４００年記念事業の一貫として、静岡駿府マラソンを
フルマラソン化し、全国からの参加者等を迎えることにより、全国に
向けて静岡市の魅力を発信する。参加者数１２，００0 人を予定。

１３０万円

たな農ビジネス、生産意欲の向上を図るため、市が農
業者と旅客輸送事業者、旅
行業者のパイプ役となり、
相互連携により、観光客が
市内の農産物等の生産・加

員を中学校３４校に配置する。

４，０００万円

…

農産物の販路拡大、農家の商品開発・観光を通した新

３８校、高校２校に配置する。教育相談

…

耐震補強の例

①企業立地促進事業費助成
… ４億２０００万円

重要文化財「洋時計」

④スクールカウンセリング事業
…

⑤静岡駿府マラソン開催費助成

屋上フェンス設置例

5．産業経済分野

小中学校のいじめや不登校への対応を強化するため、

フルマラソン
を開催

④住宅・建築物耐震対策事業
… １億９７０５万円

工・販売現場を巡るツアー
ツアーの様子

商品を構築する。

⑤海づり公園代替施設基本計画策定事業
… ２００万円
清水港海づり公園 ( メガフロート ) の廃止に伴い、海づ
り公園の代替施設の整備にむけた基本計画を策定する。

反映するため、静岡市、浜松市、岡崎市、静岡県、各商工会
議所などで組織する「徳川家康公顕彰４００年記念事業推進
委員会」を設置。

④ふるさと農力チャレンジ事業費助成
… ２５０万円
地域資源を活用した新たな事業にチャレンジする農業者等
に対し助成する。
①６次産業化に対する支援 ( 農産物加工販売用機械・器具の
購入、イベント出店等による販路拡大、新農産物・新技
術の導入 )
②朝市の開催
③市民農園の開設等に助成す
る。
6 次産業化による新商品の開発

