
10　主 要 事 業 概 要
第五次富士市総合計画に基づく施策別分類

※＝新規事業、☆＝都市活力再生戦略の取組

※☆＝新規の都市活力再生戦略の取組

◎＝地方創生推進交付金対象事業

◇＝ユニバーサル就労推進事業

(単位：千円)

☆

☆

☆

☆

☆

☆

第１章　安全・安心　(安全で暮らしやすいまち) 1,743,952

第１節　市民安全：犯罪や事故のない安心して生活できるまち 158,734

防犯用街路灯事業 45,976 ☆ＬＥＤ防犯灯設置費及び維持管理費の助成　ほか

事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

防犯まちづくり推進事業 15,217
防犯まちづくり講演会、☆防犯思想普及事業費補助金、
☆暴力追放推進事業費補助金　ほか

薬物乱用防止事業 577

わが家の専門家診断事業 14,117 木造住宅の無料耐震診断（250戸）、耐震化の促進

第３節　消防・救急・救助：消防・救急・救助の要請に迅速に対応するまち 428,193

防災無線管理事業 20,684 ＭＣＡ無線、同報無線及び行政無線の管理　ほか

消火栓整備事業 52,633 新設消火栓39基、簡易水道組合消火栓設置助成

交通安全対策事業 49,414
交通安全運動の推進、安全教育、団体育成支援、高齢者運転免許
証返納支援（※市内公共交通共通回数券交付）　ほか

市民相談事業 24,771

消費者対策事業 22,779

消費者啓発・教育、消費生活モニター事業、Radio-fによる広報
活動、食品表示法に基づく食品品質表示適正化、消費生活相談員
4人配置、消費者教育担い手養成講座、消費者教育推進地域協議
会開催、悪質電話対策機器購入費補助金

麻薬・覚せい剤撲滅啓発運動　ほか

市民相談、外国人相談、弁護士・司法書士相談、生活環境緊急整
備事業　ほか

既存建築物耐震性向上事業 28,040
木造住宅の補強計画費補助（一般世帯120戸、高齢者世帯等
80戸）、非木造建築物の耐震診断費補助（5棟）

第２節　危機管理：地震や風水害など緊急事態に速やかに対処できるまち 425,156

田子の浦港津波対策事業 11,599 ※第3波除堤耐津波機能診断、※地域連携ＢＣＰ策定調査　ほか

津波対策事業 508 津波対策標識等整備　ほか

備蓄資機材整備事業 20,671 備蓄用食糧整備、防災用資機材整備　ほか

防災対策事業 38,313

災害啓発、防災訓練、国民保護事業　ほか
災害情報共有システム（※☆被災者生活再建支援システム整
備）、☆津波避難マップ増刷、☆防災啓発番組放送(Radio-f)、
☆土砂災害警戒区域啓発、※トイレトレーラー運営

防災無線整備事業 87,149 同報無線受信局整備（フルデジタル34局）　ほか

自主防災組織育成事業 43,500 自主防災組織に対する防災器材購入費助成及び運営費助成

耐震性貯水槽整備事業 31,362 40 貯水槽4基

消防車両整備事業 123,204
高規格救急自動車2台（※西消防署、※富士川分署）
水槽付消防ポンプ自動車1台（※臨港分署）

ブロック塀等耐震改修促進事業 3,900 ブロック塀等撤去費補助（60件）、緊急改善費補助（2件）

耐震補強事業 156,675

要耐震補強建築物の改修費補助
　木造一般世帯120戸（1戸当たり80万円）
　木造高齢者世帯等60戸（1戸当たり100万円）
  耐震ｼｪﾙﾀｰ（3台）・防災ﾍﾞｯﾄﾞ（3台）設置費補助

- 33 -



事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

ジェネリック医薬品差額通知事業 1,075
ジェネリック医薬品に切り替えた場合に削減できる自己負担額を
国保被保険者へ通知

脳ドック事業 17,546
国保被保険者　　 受診見込数 　370人（H29   420人）
後期高齢被保険者 受診見込数 　160人（H29   160人）

人間ドック事業 49,769
国保被保険者　　 受診見込数 1,550人（H29 1,500人）
後期高齢被保険者 受診見込数 　360人（H29 　330人）

結核健康診断事業 14,937 胸部エックス線検査

がん検診推進事業 296,826
各種がん検診、肝炎ウィルス検診、がんドック検診、女性特有の
がん検診、胃がんリスク検診、※集団検診ウェブ予約システム
ほか

感染症対策事業 3,436 感染症の拡大防止対策

予防接種事業 740,392

ＢＣＧ、２種・４種混合、ポリオ、ＭＲ（風しん・麻しんの混合
ワクチン）、日本脳炎、Ｈｉｂ、小児肺炎球菌、子宮頸がん、水
痘、Ｂ型肝炎、高齢者肺炎球菌、☆高齢者インフルエンザ、☆こ
どもインフルエンザ、☆妊娠希望者等ＭＲの予防接種、☆予防接
種モバイルサイト

健康ふじ21推進事業 14,134
健康ふじ２１計画進行管理、☆ふじさん青春度指数、☆ふじさん
青春マイレージ、生活習慣病重症化予防対策、歯周疾患検診、健
康推進員活動支援、健康まつり　ほか

健康対策運営事業 14,460
健康づくり推進協議会、保健総合情報システム運用、地区活動研
修会　ほか

健康教育・相談事業 3,716
食生活推進員活動支援、骨の健康相談、地区健康講演会、自殺予
防対策、※自殺対策推進会議　ほか

急傾斜地整備事業 22,000 大淵糀窪及び間門急傾斜地崩壊対策

雨水浸透・貯留施設設置助成

第１節　保健・医療：安定した医療体制のもと、健康でいきいきと暮らせるまち 2,672,732

第２章　健康・福祉　(健やかに安心して暮らせるまち) 15,585,501

河川維持事業 249,445

10,254 130基

河川改修事業(単独) 89,800
福泉川（天間北２）、青葉台地区水路、☆清水川、
☆伝法沢川（大淵地区）、松原川（大久保地区）、※☆下堀（川
成島地区）

河川維持補修、河川緑地維持管理、河川工作物維持補修、河川工
作物保守管理

消防団車両整備事業 36,890

河川改修事業(県費) 120,570 松原川（原田地区）

第４節　治山・治水：台風や集中豪雨などの自然災害に強いまち 731,869

富士早川改修事業 55,900 護岸工 L=24ｍ、管理道拡幅工 L=30ｍ、護岸詳細設計、補償一式

四ヶ郷用水路改修事業 31,500 水路工 L=50ｍ、補償一式

田子浦小学校南堀整備事業 56,700 水路工 L=65ｍ、補償一式

消防団資機材整備事業 5,289
防火長靴58足、小型動力ポンプ4台、発電機4台、チェーンソー5
台

下堀(下流部)改修事業 95,700 護岸工 L=36ｍ、整備計画修正

消防ポンプ自動車2台（※第6・14分団）

富士市・富士宮市消防指令センター運営事業 114,231 消防緊急通信指令施設運営管理

消防団詰所維持補修、改修　ほか
※第18分団詰所屋上防水消防団詰所管理事業 5,299

消防団運営管理事業 59,285
消防団員公務災害補償、退職報償金支給、詰所管理、被服貸与、
消防団だより作成　ほか
※機能別消防団員制度導入
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

☆

☆

☆

※☆

☆

☆

※☆

☆

中央病院助産師修学資金貸与事業 3,600 貸与額 月額10万円

ファミリーサポートセンター事業 7,261 仕事と子育ての両立支援、援助活動利用料助成

子ども・子育て支援事業 3,224
子ども・子育て会議開催
☆◇潜在保育士等就職支援事業（市民協働事業提案制度）
※☆子育て支援員研修

こども医療費助成 841,488

小学校就学前　入院1,220件  通院236,379件
小中学生　　　入院  526件　通院256,503件
※16～18歳　　　 25,808件
養育育成医療　    1,336件

未熟児養育医療事業 18,954
出生体重が2,000ｇ以下又は生活力が特に薄弱な乳児への入院治
療費助成

母子歯科保健事業 4,454 フッ化物利用推進　ほか

母子訪問指導事業 8,760 乳児家庭全戸訪問事業  ほか

乳幼児保健事業 40,226
4か月児、10か月児、1歳6か月児及び3歳児健康診査、6か月児す
くすく赤ちゃん講座、離乳食講習会　ほか

妊産婦支援事業 199,168
母子健康手帳交付、妊婦健康診査、※産婦健康診査、※新生児聴
覚スクリーニング検査　ほか

思春期保健事業 44 思春期講座　ほか

産後ケア事業 886 宿泊型産後ケア（産科医療機関等委託）

9,379
看護師実務研修、◇看護職員修学資金貸与、民間病院等看護職員
修学資金貸与事業費補助

子育て世代包括支援センター事業 19,439
保健師　3人、保育士　1人、社会福祉士　1人
支援センター運営　ほか

第２節　子育て：子どもを生み育てることを喜びと感じるまち 5,952,119

妊産婦保健事業 78,443
一般不妊治療費補助金、人工授精治療費補助金、特定（体外・顕
微授精）不妊治療費補助金、不育治療費補助金、※プレパパママ
と先輩パパママ交流事業　ほか

看護師就業対策事業

災害時医療対策事業 9,838 医療救護所用資器材等整備

ＡＥＤ整備事業 9,478 公共施設へのＡＥＤ配備191台

救急医療事業 184,394
救急医療センター（指定管理者：(一社)救急医療協会)
私的二次救急医療機関補助金　ほか

看護専門学校管理事業 49,082 看護師養成、校内無線ＬＡＮ整備　ほか

中央病院医療機器等整備事業 315,746
医療機器等の更新
※磁気共鳴診断装置（ＭＲＩ）

中央病院施設改良事業 144,000
※別館空調熱源設備更新、※エスカレーター及び小荷物昇降機改
修

食育推進事業 3,526

第２次富士山おむすび計画推進及び普及啓発、第３次富士山おむ
すび計画策定
食育推進地区事業（元吉原地区）
食育推進校事業（元吉原小学校、元吉原中学校）
小さな子どもへの食育啓発事業（市民協働事業提案制度） ほか

健康被害予防事業 4,909 ぜん息児水泳教室、ぜん息児デイキャンプ　ほか

健康診査事業（後期高齢） 92,939 後期高齢被保険者健康診査の実施

公害保健福祉事業 1,905 呼吸機能訓練教室、家庭訪問指導、予防接種費用助成

公害病補償給付事業 496,431 医療費、障害補償費、遺族補償費　ほか

指定難病等対策事業 30,302
指定難病等患者・小児慢性特定疾病患者に対する療養扶助費 ほ
か

特定健康診査等事業（国保） 160,912
特定健康診査及び特定保健指導の実施
40-74歳の被保険者
受診率向上対策（日曜検診・※未受診者アンケート調査）
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

☆

☆

認定こども園等施設整備助成 9,961 ※たかおかこども園

養護老人ホーム保護措置事業 166,730 4施設　92人

在宅生活安心システム推進事業 720 ふれあいコール（対象 ひとり暮らし高齢者等60人）

シルバーハウジング生活援助員派遣事業 6,199 市営駿河台団地・上堀団地

第３節　公的支援：支援を必要とする人が適切なサービスを受けられるまち 6,677,935

多様な保育推進事業助成 143,152

乳幼児保育 24園、外国人児童保育 1園
ひとり親家庭子育てサポート 13園2施設
年度途中入所サポート 5園
認可外保育施設運営 1施設

保育対策等促進事業 117,397

一時預かり 14園10施設、延長保育 26園5施設、保育体制強化
20園、病児保育 4園1施設、※保育の質向上 26園14施設、※ICT
化推進 8園
※☆保育人材就職支援事業（人材確保のための就職相談会）

母子家庭等医療費助成 55,795 入院129件  通院26,404件

母子家庭等自立支援対策事業 10,676
◇自立支援教育訓練給付金14人、◇高等職業訓練促進給付金9
人、◇高校卒業程度認定試験合格支援給付金1人

母子家庭等入学支援事業 4,452 小・中学校入学祝金　444人

母子生活支援施設等措置事業 10,823 母子生活支援施設　2世帯、助産施設　5人

私立幼稚園就園奨励助成 200,674 対象者　1,705人

私立幼稚園教育振興助成 6,578 私立幼稚園振興助成　8園

幼稚園施設維持補修事業 7,752
☆防犯対策強化事業（防犯カメラ整備）
幼稚園10園の施設維持改修

幼稚園特別教育サポート事業 25,425 特別教育サポート員　16人配置

私立保育園施設整備助成 22,795
待機児童解消加速化事業（企業主導型保育事業所、※（仮称）富
士宮島小規模保育事業所）

私立保育園施設整備費借入金償還助成 23,425
岩松、みどりご、富士見台リズム、中里、松岡、富士わかば、伝
法、すみれ、みのる、松の実、たかおか、富士ふたば、曙

私立保育園運営等助成 12,000 障害児保育　14園

施設型給付・地域型保育給付事業 3,556,437
施設型給付（1号認定子ども：11園、2･3号認定子ども：26園）、
地域型保育給付（家庭的保育事業、小規模保育事業12施設、事業
所内保育事業1施設）

保育園施設維持補修事業 45,268
☆防犯対策強化事業（防犯カメラ整備）
保育園等19園の施設維持改修

放課後児童クラブ運営・施設管理事業 335,842 48クラブ、※運営方針策定、※天間小余裕教室改修

児童館運営・施設管理事業 36,358
広見児童館、ぐるん・ぱ よねのみや、東部児童館、
北西部児童館

保育等相談支援事業 2,751
保育サービス利用者支援
☆子育て家庭相談訪問

家庭支援事業 18,190

家庭相談員　2人、※心理判定員　1人、里親制度普及促進（市民
協働事業提案制度）、児童虐待防止対策（医療的機能強化等事業
ほか）、※子どもの貧困対策（学用品支給、子どもの生活実態調
査　ほか）

少子化対策推進事業 14,079

※子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査
結婚支援事業（結婚相談、高校生ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾐﾅｰ、ふじ結婚支援
ﾈｯﾄﾜｰｸ会議、情報発信、出会い創出）
子育て環境整備事業（移動子育て支援ｾﾝﾀｰ、※子育て支援ネット
ワーク事業（市民協働事業提案制度）　ほか）

子育て支援センター運営管理事業 69,942
カスタネット、トライアングル、ルンルン、タンバリン、広見児
童館、富士見台リズム、中里、松岡、富士わかば、すみれ、みの
る、たかおか、曙、※富士南部圏域（富士ふたば、中里）
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

☆

障害者配食サービス事業 2,463 単身の障害者及び障害者世帯への配食サービス 38人

日常生活用具給付事業 48,085 給付件数 5,093件

日中一時支援事業 30,693 延べ利用件数 6,816件

補装具給付事業 42,000 給付、修理、貸与件数 419件

育成医療事業 7,186 対象件数 420件

更生医療事業 160,555 対象件数 934件

障害児通所事業 944,764 児童発達支援 62人、放課後等デイサービス 510人

訓練等事業 1,293,039
自立訓練 36人、◇就労移行支援 117人、◇就労継続支援A型 122
人、◇就労継続支援B型 360人、共同生活援助（グループホー
ム）141人

施設支援事業 354,270 施設入所234人

短期入所サービス事業 63,847 施設短期入所・食事入浴等介助　対象者87人

生活介護サービス事業 1,177,433 身体機能、生活能力向上援助　対象者460人

療養介護サービス事業 103,417 機能訓練、療養看護、医学的管理下の介護等　対象者26人

同行援護サービス事業 13,030 同行援護　対象者32人

居宅介護サービス事業 169,741 身体介護、家事援助、通院介助等　対象者195人

重度心身障害児(者)医療費助成 429,007 116,112件

民間社会福祉施設整備助成 32,933
※（仮称）多機能型事業所ごうでぃんぐ岩世ケ原（生活介護・就
労継続B型・放課後等デイサービス施設）

民間養護老人ホーム支援事業 13,896 するが荘

低所得者利用者負担軽減事業 5,180
社会福祉法人等低所得者利用者負担軽減制度事業
対象法人　22法人
障害者ホームヘルプ利用者負担軽減措置事業　1人

介護人材確保対策事業 1,000 介護職員初任者研修受講費助成　20人

介護施設整備助成 140,037 地域密着型サービス等介護施設整備　5件

介護支援事業 97,530
介護サービス適正化、認知症支援、介護者慰労金支給事業、紙お
むつ支給、食の自立支援事業、高齢者みまもりサービス、成年後
見支援センター運営　ほか

包括的支援事業 299,187
地域包括支援センター9か所（委託型8か所）、高齢者地域支援窓
口（7か所）、運営協議会開催、高齢者虐待防止事業、※在宅医
療・介護連携支援相談窓口　ほか

介護予防・日常生活支援総合事業 658,761
訪問型及び通所型サービス、介護予防教室、ボランティア養成
ほか

介護予防支援事業 150 要支援者の介護予防サービス計画の市外事業所への作成委託

介護予防活動支援事業 37,016 生きがいデイサービス　23か所

成年後見推進事業 2,500 市民後見人養成継続研修　ほか

寝具クリーニングサービス事業 322 寝たきり高齢者等寝具クリーニング　41回

外出支援サービス事業 3,553 在宅の要介護4・5の高齢者の通院等支援　200人

訪問理美容サービス事業 670 延べ335回

軽度生活援助事業 5,581 延べ636回

緊急ショートステイ事業 755 被虐待高齢者等緊急を要する者を一時保護　延べ84日

緊急保護措置事業 2,575 特殊事由による特養入所、短期入所
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

☆

☆◇

第３章　産業　(産業が交流するにぎわいのまち)　　　　　　　　　　　

☆

☆ 観光ボランティア推進事業 550 ◎観光ボランティア養成講座、◎工場夜景ガイド養成講座　ほか

観光推進事業 18,118
◎工場夜景推進事業、◎観光パンフレット作成、◎富士地域観光
振興協議会負担金、※◎デスティネーションキャンペーン誘客事
業　ほか

第１節　産業交流・観光：富士山の恵みや地域の魅力を活かした
　　　　　　　　　　　　産業が交流するまち

233,504

産業交流展示場管理事業 4,720
産業交流展示場（指定管理者：Fﾒｯｾ共同事業体）、施設改修　ほ
か

4,042,198

社会福祉センター運営･施設管理事業 158,160
広見荘、田子浦荘、東部市民プラザ、鷹岡市民プラザ（指定管理
者：社会福祉協議会）、元町・滝川福祉センター、地域交流セン
ターみんなの家の運営、施設維持補修

老人クラブ活動助成 7,583
113クラブ、5,011人
悠容クラブ創設50周年記念式典補助金

福祉啓発事業 4,217 福祉展、社会福祉大会、人権啓発、社会を明るくする運動　ほか

第４節　地域福祉：お互いに支え合い助け合うまち 282,715

敬老事業 112,755 77歳以上 29,803人

民間社会福祉団体推進事業 1,630 ◇保護司活動費補助金　ほか

女性保護相談事業 7,417 女性保護相談員 2人配置

生活困窮者自立支援事業 56,455

生活困窮者に対する包括的自立支援事業の実施
（自立相談支援、住居確保給付、一時生活支援、学習支援、緊急
援護）
学習支援事業（市民協働事業提案制度）

ユニバーサル就労推進事業 43,550

被保護者等就労準備支援、◎就労困難者就労支援、◎協力企業等
開拓、◎協力企業等支援、◎市民ネットワーク推進、◎就労支援
員　1人、優良企業顕彰、◎協議会委員報償、ユニバーサル就労
者　2人　ほか

就労機能パワーアップ事業 3,600 ◇就労支援コーディネーター 2人

障害者就労支援施設自立支援事業 35,911 ◇くすの木学園（自立支援、就労移行、就労継続支援）

日中活動支援事業 294 ピュール借家料助成

共同生活援助事業所運営事業 26,797 あおぞら寮、そびな寮（指定管理者：誠信会）

ライフサポート事業 7,854 ヘルパー派遣、短期入所、デイサービス、児童用補聴器

重度身体障害者等防災対策事業 422 人工呼吸器用外部バッテリー2件、災害情報受信関連機器3件

重度身体障害者タクシー利用助成 4,432 初乗り運賃助成（重度心身・精神障害者）

重度身体障害児(者)紙おむつ支給事業 8,264 186人、290,361枚

生活支援事業 4,471
カルチャー講座、ことばの相談室（指導員1人配置）、福祉機器
リサイクル事業

移動支援事業 24,811
ガイドヘルパー、車いす移送車運行、心身障害当事者団体バス借
上げ事業

コミュニケーション支援事業 5,649 専任手話通訳者1人、手話通訳者 登録12人、要約筆記者 登録6人

社会参加促進事業 5,909
心身障害児(者)ふれあい交流、市民福祉まつり、自動車運転免許
取得・改造助成、奉仕員養成研修　ほか

地域活動支援センター事業 79,538 延べ利用人数　20,780人

相談支援等事業 46,106
◇障害者相談支援事業 一般相談　3事業所、専門相談 4事業所、
◇相談員　54人
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

産業政策管理事業 6,119 ☆工業振興会議開催、※☆中小企業等振興会議開催　ほか

異業種連携促進事業 2,000 富士山麓医療関連機器製造業者等交流会開催

産業支援センター事業 69,342
産業支援センター運営、創業支援施設運営、起業家支援セミナー
等開催、◎販路開拓支援、※全国Ｂｉｚサミット開催　ほか

ものづくり人材育成事業 1,460
企業等ＯＢ人材活用事業、サイエンスショー開催、発明くふう
展、※富士のふもと産業教育交流フェア補助金

地場産業振興事業 15,952
再生家庭紙利用促進、◎富士山紙フェア開催、◎ものづくり力交
流フェア

開業パワーアップ支援資金融資事業 1,862 利子補給方式　融資限度額25,000千円

マル経融資事業 3,100 利子補給方式　融資限度額20,000千円

小規模企業者貸付資金融資事業 2,650 利子補給方式　融資限度額12,500千円

経済変動対策貸付資金融資事業 42,990 利子補給方式　融資限度額50,000千円

短期経営改善資金融資事業 870 利子補給方式　融資限度額7,000千円

小口資金融資事業 3,760 利子補給方式　融資限度額7,000千円

中小企業経営活性化資金貸付事業 155,140 融資枠 20億円　融資限度額50,000千円（組合1億円）

地域ブランド推進事業 133,480
◎地域おこし・特産品振興支援事業、ふるさと納税制度特産品等
配布事業、※ふるさと納税楽天ポータルサイト導入、◎富士ヒノ
キを活用した新産業創出事業　ほか

販路開拓支援事業 4,525
◎はばたき支援事業補助金、◎海外販路開拓支援事業補助金
（中小企業の産業見本市等出展補助）、海外経済視察参加、外国
語版ウェブサイト整備事業補助金

経営革新促進事業 10,362

◎産業財産権取得事業補助金、海外産業財産権取得事業補助金、
事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援、専門家派遣事業、新産業セミ
ナー開催、産学連携ものづくりチャレンジ補助金、生産現場改善
リーダー養成事業、※◎経営革新事業補助金

工業振興基盤整備事業(道路) 41,000 五貫島地神１号線、依田橋芝添３号線

企業立地推進事業 62,682
企業支援・誘致推進員の配置、※新工業団地基本設計、※オフィ
ス需要実態調査　ほか

工業振興基盤整備事業(河川) 38,000 今泉地区水路、大野新田地区水路、今泉耕地１号水路

企業立地促進制度 1,001,780 企業立地促進奨励金（用地取得・雇用奨励金　ほか）

富士川楽座施設管理・運営事業 24,683
富士川楽座（指定管理者：富士川まちづくり㈱）
施設改修（※ＬＰガスバルク貯蔵槽取替、※空調機改修）　ほか

第２節　工業：地場産業の振興や新産業の創出により躍動するまち 1,651,055

新富士駅都市施設管理・運営事業 29,777
新富士駅都市施設（指定管理者：(一社)富士山観光交流ビュー
ロー）、※昇降機更新　ほか

観光施設管理事業 35,049 観光案内看板保守点検、道の駅富士施設改修　ほか

おもてなし推進事業 7,839
まちの駅ネットワーク事業補助金
コンベンション等開催事業補助金　ほか

富士山観光交流ビューロー助成 60,000 ビューロー活動補助（観光案内所運営、観光誘客促進　ほか）

観光助成 39,660
富士まつり補助金、あっぱれ富士開催補助金、かりがね祭り開催
補助金、ふじかわ夏まつり開催補助金　ほか

富士山活用推進事業 3,780
◎富士山登山ルート3776推進事業、※◎登山アプリマップ作成
ほか

歴史・自然活用事業 2,737
◎絶景富士山まるごと岩本山開催、※富士川地区旧東海道案内表
示設置、※須津川渓谷案内看板設置　ほか

富士山百景推進事業 6,591
◎富士山百景写真コンテスト開催、◎大淵笹場保全活用事業、富
士山眺望点設置、※笹場、今宮地区警備業務委託　ほか
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

☆

☆

☆

☆

☆

☆

農業施設管理事業 24,992 新幹線側道（舗装工 N=2か所）、新東名跨道橋維持管理　ほか

農用地地域共同活動事業 27,829
農地、農業用水の保全管理を行う地域共同活動組織への補助金
ほか

農林漁業資金償還助成 132,271 各土地改良区が借入れた農林債償還補助

水利施設整備事業助成 10,000 富士東部土地改良区の行う水利施設改修事業への補助

農業施設管理助成 21,760 富士川用水共用施設の管理費補助

土地改良事業(県営事業負担金) 65,298

農道保全対策事業（富士川、浮島）、農村災害対策事業（沼川水
系）、河川応急事業（沼田新田）、基幹水利施設ストックマネジ
メント事業（浮島）、富士南麓地域農業拠点整備事業、農業農村
整備調査事業（伝法・※浮島ほ場）

土地改良事業(県単農業農村整備事業） 13,865 伝法中桁（排水路工　L=130m）

農業アカデミー事業 557 農業経営及び経理支援、生産指導、◇新規就農支援　ほか

土地改良事業（団体営農業基盤整備事業） 35,060 中川（排水路工　L=78m)

ファミリー農園事業 514 農園用農地借上 8か所　149区画

農林水産業功労者表彰事業 180 農林水産業功労者表彰

地産地消推進事業 120 学校給食地場産品導入事業補助金

茶業推進事業 6,478
☆◎富士のお茶販路拡大・魅力発信、☆◎茶園被覆資材支援事業
補助金、富士のお茶振興推進事業補助金、茶園集積推進事業補助
金、世界緑茶協会負担金　ほか

水田営農振興事業 991 確認野帳管理　ほか

農業団体支援事業 12,999
※鳥獣被害対策実施隊の設置、農業振興活動費補助金、※新嘗祭
献穀事業補助金、鳥獣被害防止総合対策事業補助金、わな猟免許
取得費補助金、県グリーンツーリズム協会負担金　ほか

農業経営支援事業 5,693

農業近代化資金利子補給金、環境保全型農業直接支援対策事業費
補助金、☆６次産業化促進支援事業補助金、経営体育成支援事業
補助金、☆茶園転換支援事業補助金、かんきつ類苗木購入費補助
金　ほか

農業振興地域整備計画事業 1,404 農用地管理システム保守・データ更新

第４節　農林水産業：富士山から駿河湾まで、豊かな自然の恵みを活かしたまち 729,275

田子の浦港整備県事業負担金 173,667 田子の浦港の港湾改修、維持浚渫等

港湾振興事業 8,778
田子の浦ポートフェスタ開催、◎水陸両用バス体験事業、
※ふじのくにクルーズ客船誘致連絡協議会　ほか

商業振興助成 3,450 産業まつり商工フェア補助金、商業振興費補助金

地域特産品推進事業 6,497
富士のふもとの大博覧会開催、ご当地グルメシティセールス事業
補助金　ほか

第３節　商業・流通：人とモノが行き交う、にぎわいと魅力あふれるまち 205,222

中心市街地活性化支援事業 12,830

空き店舗等活用促進事業、※まちなか活用事業、富士健康印商店
会ＴＭＯ事業補助金、タウンマネージメント吉原ＴＭＯ事業補助
金、あなたも商店主事業補助金、※吉原まるごとマルシェ事業補
助金　ほか

産業支援機関連携促進事業 26,186
商工振興活動費補助金、富士中小企業相談所補助金、市商工会補
助金　ほか

ＣＮＦ実用化推進事業 27,795

◎ＣＮＦ研究会開催、※◎ＣＮＦ関連産業推進構想策定、◎産学
連携ＣＮＦチャレンジ補助金、◎ＣＮＦトライアル事業補助金、
※◎研究開発用ＣＮＦ製造設備整備費補助金、※ＣＮＦ活用実習
ほか
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

☆

☆

☆

☆

第４章　環境　(人と自然が共生し環境負荷の少ないまち)

森林被害木対策事業 34,934
松くい虫防除、松くい虫及び塩害被害木除去、海岸松林補植、保
安林管理道支障木除去　ほか

山林保護対策事業 1,585 山林監視員3人、保安林保護、有害鳥獣駆除事業補助金　ほか

富士ヒノキの家建築助成事業 23,478 富士地域材を利用した木造住宅の建築助成　300千円／棟

造林育成事業 79,923
主伐、新植、補植、下刈、間伐、保育間伐、地拵、作業路開設、
シカ防護柵設置、富士川地区市有林境界確定、※大型ドローンに
よる森林レーザー計測　ほか

森林ふれあい事業 108 木工教室

県営林道整備事業負担金 34,370 吉津金丸線（拡幅改良　L=430m　ほか）

県単林道整備事業 28,610 愛鷹線舗装、黒坂線用地測量、中里線改良

林道維持管理事業

担い手育成総合支援事業 12,512 青年就農支援補助金、農業再生協議会負担金　ほか

水産業振興事業 92,210

水産振興推進補助金、漁業近代化資金利子補給補助金、※☆製氷
貯氷施設整備支援補助金、※☆漁協食堂環境整備事業補助金、※
☆田子の浦しらすＰＲ、※☆漁港卸売場防風シートゲート設置、
マダイ稚魚放流事業負担金　ほか

耕作放棄地再生利用対策事業 1,600 荒廃農地等利活用促進事業費補助金

農地中間管理事業 7,793 地域における農地集積のとりまとめ及び協力金の交付

第５節　労働・雇用：仕事と生活が調和し、人々がいきいきと働くまち 1,223,142

林業振興事業 14,751
間伐事業補助金、林業再生プロジェクト補助金（間伐、簡易作業
路）、森林整備地域活動支援事業、未利用間伐材活用（市民協働
事業提案制度）、◎富士ヒノキ販路開拓支援　ほか

就労総合支援センター事業 17,523
◎◇若者キャリアサポート支援事業
福祉と就業生活支援窓口の連携強化

労働対策事業 9,893

広報紙「ゆとり」発行、◇内職相談、各種セミナー開催、職業体
験事業「キッズジョブ2018」開催、賃金実態調査
☆◇富士・富士宮地区合同企業ガイダンス開催補助金、☆◎◇Ｕ
ＪＩターン促進協議会補助金、※☆高校生Ｉターン促進事業、☆
◎◇一般求職者及び新卒学生向け合同企業面接会開催

勤労者福利厚生事業 18,950 勤労者福祉サービスセンター事業費補助金　ほか

技能振興事業 1,181 技能者表彰、技能フェスティバル開催事業補助金　ほか

勤労者住宅建設資金貸付事業 1,007,437 利子補給方式　融資限度額　10,000千円

マイスター事業 303 ふじマイスター「匠人」認定、マイスターものづくり教室開催

勤労者くらしの資金貸付事業 3,011 利子補給方式　融資限度額　 2,000千円

勤労者教育資金貸付事業 58,979 利子補給方式　融資限度額 　3,000千円

高齢者就労支援事業 26,000 ◇シルバー人材センター事業費補助金　ほか

勤労者総合福祉センター施設管理・運営事業 79,865 ラ・ホール富士（指定管理者：(公財)振興公社）　ほか

10,898,944

第１節　地球環境：地球にやさしい暮らしにみんなで取り組むまち 63,207

環境基本計画等推進事業 4,764
環境基本計画及び温暖化対策実行計画進行管理、マナー条例啓
発、美化活動推進　ほか

国庫補助林道整備事業 鶴芝線用地測量3,500

33,890 砂利道路面整正、林道草刈　ほか
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

☆

☆

☆

※

☆

上下水道事業広報啓発事業 4,465
※ＰＲ用リーフレット作製、※ＰＲ用飲料水ペットボトル作製
ほか

第４節　水循環：富士山の恵みを活かし、良好な水環境を育むまち 4,962,416

不法投棄対策事業 4,891
不法投棄監視パトロール隊（8ブロック21人）
不法投棄物・放置自動車等処理

新環境クリーンセンター建設事業 4,156,380
施設建設工（造成・工場棟）、※周辺道路工 L=400ｍ、下水道管
路新設工 L=298ｍ、環境影響評価事後調査、用地取得 A=1,176㎡
ほか

廃棄物収集処理 1,289,012 可燃ごみの収集、焼却・処分　ほか

資源化促進事業 267,373
資源物収集・処理業務（かん・金属・びん・衣類・布団類・ペッ
トボトル・埋立ごみ・剪定枝・プラスチック製容器包装等）、協
働型古紙回収事業、布団類固形燃料（ＲＰＦ）化

生ごみ堆肥化推進事業 987
家庭用生ごみ処理機器購入費助成　40台、オリジナルダンボール
コンポスト販売　ほか

第３節　循環型社会：資源を有効に活用する、ごみのないまち 5,723,764

墓園運営管理事業 28,166 森林墓園管理運営

ごみ減量化推進事業 2,400
『ごみへらしタイムズ』発行、地域ごみマイスター活動、生ごみ
水切りキャンペーン、※食品廃棄物削減事業　ほか

ごみ処理計画推進事業 2,721 分別カレンダー　ほか

防疫事業 3,974 脱皮阻害剤配布、夏期防疫　ほか

騒音振動対策事業 3,134 幹線道路騒音調査　ほか

悪臭対策事業 1,225 悪臭の防止・苦情に伴う調査

大気汚染対策事業 37,412
大気汚染常時監視、有害物質測定、工場立入検査及び指導、空間
放射線量常時監視　ほか

水質汚濁対策事業 20,059 公共用水域の水質調査及び監視　ほか

富士山麓ブナ林創造事業 11,960
ブナ等苗木の植樹（参加者：500人）、植栽維持、防護柵設置・
修繕　ほか

樹林樹木保護事業 3,270 里山体験講座、保護樹林樹木管理補助金

丸火自然公園整備事業 16,000 ※丸火自然館解体、公園内看板改修　ほか

保健休養林運営管理事業 19,605
丸火自然公園（指定管理者：ＮＰＯ法人ﾎｰﾙｱｰｽ研究所）、須津山
休養林、野田山健康緑地公園、はたご池公園　ほか

第２節　自然・生活環境：多様な自然と生活環境が調和するまち 149,557

公用低公害車整備事業 17,459 車両購入8台

生物多様性地域戦略事業 3,935 生物多様性地域戦略策定、自然環境マップ活用啓発

富士・愛鷹山麓地域環境管理計画推進事業 817 管理計画進行管理

環境マネジメントシステム推進事業 1,194
市独自システムによる運用、外部監査、環境法令職員研修実施、
事業所対象支援セミナー開催

地球環境問題啓発事業 16,125
クールチョイス２２普及啓発、環境フェア開催、こどもエコクラ
ブ事業、環境アドバイザー派遣、「エコチャレンジ（子ども版環
境家計簿）」普及推進　ほか

中小企業者温暖化対策事業 12,000 中小企業者温暖化対策事業費補助　24件

市民温暖化対策事業 10,000
市民温暖化対策事業費補助
ゼロエネルギー住宅  45件

新・省エネルギー普及事業 1,665
新エネルギー・省エネルギーの普及活動　ほか
分散型エネルギー利用研究、スマートシティ化検討、※ロゼシア
ターESCO導入支援
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

第５章　教育・文化　(魅力ある教育を実現するまち)

処理場地震対策事業 76,000 東部浄化センター耐震診断

処理場更新改築事業 73,100 東部・西部浄化センター下水道施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画策定

管路地震対策事業 50,800 東部・西部処理区人孔浮上防止工　N=27箇所　ほか

老朽管布設替事業 44,500 東部処理区管路布設替工　L=174ｍ　ほか

老朽管更生事業 198,480 東部・西部処理区管路更生工　L=1,403ｍ　ほか

管路整備事業(東部処理区) 608,600 管路布設工　L=3,345ｍ　ほか

管路整備事業(西部処理区) 758,400 管路布設工　L=3,474ｍ　ほか

簡易水道統合整備事業 70,289 配水管布設工 L=820ｍ　ほか

水源地、配水池等改良事業 146,571 水道施設改良、水中ポンプ入替　ほか

水道施設整備事業 40,930
配水管管網整備 L=445ｍ
※富士団４号水源地用地取得

水源転換事業 70,473 木島送水場整備、吉津配水区送配水管布設 L=710ｍ　ほか

水道事業経営戦略プラン策定事業 24,300 投資・財政計画策定　ほか

水道施設耐震化事業 480,350 配水管布設替 L=3,440ｍ、水源地可とう管設置 3基　ほか

教育指導管理事業 14,170 学校指導訪問

学校図書館教育推進事業 62,426
小中学校に司書配置　43人
学校図書システム更新　43校

英語教育推進事業 88,186
☆小中学校 スーパーバイザー 1人、ＡＬＴ 18人（※4人）
市立高校 ＡＬＴ 1人

生き方支援事業 36,000

いじめ問題対策連絡協議会運営、いじめ問題対策推進委員会運
営、生徒指導支援員3人、生徒指導サポート員12人(※1人)、ス
クールソーシャルワーカー3人、ＱＵ検査、知能検査、☆放課後
学習支援ボランティア事業(※中学校1校)　ほか

4,199,495

第１節　学校教育：豊かな心・確かな学力・健やかな体を育むまち 2,908,955

教育政策推進事業 288 小中連携・一貫教育の推進（※基本方針概要版作成）

教育研究・教育研究助成事業 15,724

「特色ある教育」ほか義務教育に関する各種課題の研究
☆英語検定料負担金
教育研究教員海外派遣　2人(※1人)
※道徳教育推進事業

私学等教育振興助成 410 外国人学校振興助成　ほか

処理場管理運転事業 1,111,877
運転管理・機械保守点検・汚泥処分
下水汚泥有効活用事業導入業務　ほか

中野台下水処理施設管理運転事業 40,385 施設管理運転業務（包括的民間委託）　ほか

浄化槽維持管理助成 101,942 10人槽以下5,500基、集中浄化槽3基

浄化槽設置助成 231,385 345基（内、希望ヶ丘団地 145基）

地下水等保全事業 1,439 湧水量調査、岳南地域地下水利用対策協議会負担金　ほか

浄化槽対策事業 24,507
浄化槽の適正管理推進
※市設置型浄化槽整備実施方針等策定

クリーンセンターききょう運営管理事業 338,502
施設管理運転業務（包括的民間委託）　ほか
※長寿命化総合計画策定

老朽管対策事業 465,121 配水管布設替工 L=4,280ｍ、検針時漏水調査業務　ほか
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

☆

※☆

☆

※

※☆

☆

須津小学校校舎改修事業 42,640 ※北校舎改修（屋上・外壁・ベランダ防水）

※東校舎改修（屋上・外壁防水）

元吉原小学校校舎改修事業 39,352 東校舎改修（屋上・外壁・ベランダ防水）

富士川第二小学校校舎改築事業 3,202 基本設計

富士川第二中学校校舎改修事業 37,798

成人式典事業 2,954 該当者 約2,900人

子ども・若者育成支援事業 11,293 ◇子ども・若者支援協議会開催、◇若者相談窓口運営　ほか

図書館資料購入事業 71,391
図書 33,346冊、新聞・雑誌　ほか
☆ビジネスコーナー図書の充実　150冊

子ども読書活動推進事業 5,084 ブックスタートふじ、セカンドブックふじ

高等学校教育推進事業 3,389
学校運営協議会運営、教員研修及び授業評価、ラジオ番組制作・
放送　ほか

地区生涯学習活動推進事業 28,509 各種主催講座　427講座

高等学校ＩＣＴ教育推進事業 30,539
職員室・情報処理室機器借上
総合実践室ＩＣＴシステム借上　ほか

第２節　社会教育・青少年健全育成：市民の学びと青少年健全育成を推進するまち 220,908

市民大学事業 4,493
前期 6講座×6回、1講座×9回
後期 講演会 6回（募集定員700人）

高等学校施設管理事業 26,469
※水源井戸調査、※旧錬成館解体基本設計、※視聴覚ホール空調
設備更新

小中学校コミュニティスクール推進事業 3,531
学校運営協議会運営（吉原小、伝法小、富士第二小、富士川第二
小、吉原第一中、富士川第二中）

小中学校屋内運動場リニューアル事業 258,599 屋内運動場改修（※須津小、※天間小、※今泉小、※吉原北中）

中学校屋内運動場耐力度調査事業 3,672 屋内運動場の耐力度調査実施（吉原第一中、岳陽中）

小中学校バリアフリー施設設置事業 38,692 小中学校のバリアフリー化、トイレ洋式化改修

小中学校施設維持補修事業 390,134
小中学校の施設維持改修
※大淵第一小学校プール槽塗装・プールサイド修繕

みどりの学校・健康教室事業 9,907 小学校5年生、中学校1年生

小中学校特別支援学級就学奨励事業 10,646 特別支援学級児童生徒に対する学用品費等援助

小中学校就学援助事業 106,688 要保護・準要保護児童生徒に対する学用品費・給食費等援助

小中学校パソコン情報教育推進事業 299,258

学習用パソコン：電子黒板、タブレット端末等更新
（小学校2,036台､中学校1,284台）
校内ＬＡＮ更新（小学校27校､中学校16校）
情報教育指導員2人、情報教育サポート員2人

小中学校ふれあい協力員事業 2,321 地域の登録ボランティアによる小中学校の支援　ほか

給食生ごみ処理事業 17,029 生ごみ処理委託：小学校25校、中学校14校、学校給食センター

学校給食事業 1,027,835
自校方式：小中学校 39校
給食センター方式：小中学校 4校

学校給食備品整備事業 68,584
富士南中学校給食室床等改修に伴う備品整備、小中学校・給食セ
ンター備品更新　ほか

学校ＯＡ化推進事業 166,473
校務用パソコン借上 1,280台
インターネット接続管理

育英奨学事業 10,560 対象者：高校生等 88人

特別支援教育活動事業 12,907 中央病院内教室･国際教室（吉原小、※富士見台小）

特別支援教育サポート事業 81,526
特別支援教育サポート員       42人配置(※3人)
特別支援学級サポート員　　   30人配置(※3人)
特別支援学級(肢体)サポート員  3人配置
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

※☆

☆

東京オリンピック・パラリンピック関連事業 6,178
オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致・視察受入、静岡招
待スプリント選手権水泳競技大会（水泳教室、共催者負担金）

総合体育館建設事業 15,006 庁内建設検討委員会開催、基本計画策定

スポーツ施設改修事業 97,496
※富士体育館外装タイル・樋修繕、※総合運動公園庭球場Ａコー
ト全面芝張替、砂山公園プール修繕　ほか

体育施設管理事業 298,590
富士体育館・砂山公園プール等18体育施設
（指定管理者：(公財)振興公社）

スポーツ振興助成 17,230
スポーツ競技会出場賞賜金、地区体育祭補助金、体育協会事業補
助金、市町対抗駅伝競走大会参加補助金、アルティメット大会支
援事業補助金、スポーツ競技会開催補助金　ほか

スポーツ振興事業 21,019

市民エンジョイスポーツデー、学校開放、☆ウルトラトレイル・
マウントフジ開会式負担金、☆ふじかわキウイマラソン大会開催
補助金、☆富士山女子駅伝（プレイベント開催、実行委員会共催
者負担金）　ほか

第４節　生涯スポーツ：だれもが、いつでも、いつまでもスポーツに親しめるまち 463,555

スポーツ普及啓発事業 8,036
ニュースポーツ教室、さわやか健康体操教室、障害者スポーツ事
業（市民協働事業提案制度）、※一万歩コース新設

博物館各種講座等教育普及事業 2,601
博物館まつり、和紙関連連続講座、出前講座、体験学習、稲垣家
茅葺屋根維持管理、※稲葉家活用事業　ほか

博物館企画展事業 3,204
企画展「富士が見守る交流の道―古代東海道と富士山ジャンク
ション（仮）」開催　ほか

六所家総合調査事業 3,905 六所家旧蔵資料調査　ほか

文化財発掘調査事業 44,058 埋蔵文化財発掘調査、調査報告書作成　ほか

文化財保護事業 18,592

文化財の保護管理、文化財保存事業費補助金、※千人塚古墳保存
活用計画策定、※近代産業遺産調査、ふるさと芸能祭、古谿荘庭
園公開、※稲葉家駐車場舗装・フェンス修繕、※稲葉家修繕報告
書作成　ほか

文化振興助成 9,030 市民の芸術文化活動・地区文化祭に対する助成金

文化振興事業 27,138
教育文化スポーツ奨励賞の授与、市展、ふじ市民文芸の発刊、
☆◎紙のアートフェスティバル、※アートマネジメント講座、
☆◎ふじ・紙のアートミュージアム運営委託　ほか

文化会館自主事業助成 154,000
文化振興財団が自主事業として実施する鑑賞事業・普及育成事業
などに対する補助

第３節　市民文化：こころ豊かな市民文化を創造するまち　 606,077

少年自然の家運営管理事業 47,980 少年自然の家（指定管理者：ＮＰＯ法人ﾎｰﾙｱｰｽ研究所）

文化会館施設改修事業 40,419 トイレ改修、※消防設備借上

文化会館運営管理事業 303,130 文化会館（指定管理者：(公財)文化振興財団）

青年教養講座事業 2,265 各種講座 42講座

学校サポートチーム事業 2,540 学校サポート支援員 2人配置

青少年対策事業 27,152 不登校･非行等に係る面接相談、電話相談　ほか

青少年活動助成･団体助成 3,980 子ども会活動助成　ほか

放課後子ども教室推進事業 920 地域の教育力を活用した放課後の安全な居場所づくり

青少年体験交流事業 9,994 研修生136人　研修先：宮城県気仙沼市大島

雫石町少年交流事業 1,668 雫石町訪問（小学校5･6年生36人）、交流体験　ほか

青少年リーダー育成事業 685 ジュニアリーダー養成講習会、青少年指導者養成講座　ほか
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

第６章　都市基盤　(人にやさしい便利で快適なまち)

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

※☆

☆

☆

☆

☆

一色小沢３号線新設事業 20,800 植栽工 L=380ｍ、橋梁修正設計

市街地再開発促進事業 22,564
※富士駅北口周辺地区再開発事業化検討
※◎交通需要調査、※◎都市計画図書作成

新富士駅南地区土地区画整理事業 1,025,034 物件調査、街路築造、宅地造成、物件移転補償　ほか

歩道整備事業 74,500
宝町高島線、☆富士駅周辺地区バリアフリー、川成島美土原１号
線、今井三丁目３号線、※踏切安全対策検討

狭あい道路拡幅整備事業 112,484 狭あい道路（4ｍ未満）の拡幅整備

放置自転車対策事業 13,046 放置禁止区域内及び境界周辺巡回、放置自転車撤去・保管・返還

新富士駅周辺Ｂ地区整備推進事業 278,602
柳島広町８号線　道路工 L=155m
新富士駅富士山口駅前広場　改良工 A=8,000㎡

事前都市復興推進事業 148 復興まちづくり訓練

第二東名ＩＣ周辺地区土地区画整理事業 630,198 造成工、街路築造、物件移転補償　ほか

都市計画基本的諸調査事業 5,291 ※☆市街化調整区域における土地利用方針策定

地区計画導入事業 45
地区計画の導入推進
☆新富士駅南地区における土地利用検討

都市計画マスタープラン推進事業 9,451
都市計画マスタープランの推進
※立地適正化計画策定

25,000 道路予備設計 L=420ｍ

私道舗装側溝整備助成 1,200 市積算工事費の1／2補助

県営道路整備事業 9,393 富士裾野線ほか（県営事業負担金）

生活道路整備事業 109,050
滝戸旭町線、中里大棚滝線、比奈西鴻ノ巣１号線、五貫島世帯割
２号線、三ツ沢地内道路

県営街路整備事業 10,650 本市場大渕線（県営事業負担金）

青葉台小学校南地区計画・地区施設整備事業 28,600 道路工 L=34m、補償一式

幹線道路事業関連道路整備事業 49,510 新々富士川橋関連道路、富士川スマートＩＣ周辺道路

街路事業関連道路整備事業 122,500 本市場大渕線（弥生線交差点、中野東三ツ倉14号線）

富士駅南口田子浦線整備事業 28,500 用地取得 A=102㎡、補償一式、物件調査

五味島岩本線(四ツ家工区)整備事業

左富士臨港線(青葉台東工区)整備事業 30,720 用地取得 A=473㎡、物件調査

左富士臨港線(青葉台工区)整備事業 22,900 道路詳細設計 L=100ｍ、用地取得、補償一式、物件調査

五味島岩本線(岩松工区)整備事業 161,760 街路築造工 L=200ｍ、用地取得 A=554㎡、補償一式、物件調査

中島林町線整備事業 2,500 道路詳細設計 L=210ｍ

第２節　道路・交通：だれもが、どこへでも、自由に移動できるまち 2,273,436

本市場大渕線(傘木上工区)整備事業 152,600 街路築造工 L=100ｍ、用地取得 A=656㎡、補償一式、物件調査

地籍調査事業 32,800
田子浦３、水戸島６、鈴川２、鈴川１東、前田１、前田２　計６
調査区

神戸土地区画整理事業 17,449 神戸土地区画整理事業補助

5,772,525

第１節　市街地整備：まちなかと地域の生活拠点が互いに結びつき支え合う
　　　　　　　　　　コンパクトなまち

2,024,266

都市計画基本図等整備事業 2,684 都市計画ＧＩＳデータ修正、都市計画図修正　ほか
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

☆

☆

☆

☆

☆

☆ 若い世代定住促進支援事業 122,710 若者世帯定住支援奨励金、若者世帯まちなか居住支援奨励金

住宅一般管理事業 3,167 ※市営住宅再編計画基礎調査

空家等対策推進事業 589
空き家に関する相談窓口
※危険空家緊急対応、※空き家バンク創設

建築物吹付アスベスト対策事業 1,700 除去費等補助（2件）、分析調査補助（2件）

地域・家庭緑化事業 15,466
草花苗・種子等配布、生け垣作り補助金、オープンガーデン講演
会、地域支障樹木除去事業補助金　ほか
※新富士駅前ハンギングバスケット設置

緑化推進活動事業 7,357
緑化団体補助金（富士市花の会、富士ばら会、みどりいっぱい富
士市民の会）、バラ苗配布、富士ばらまつり開催　ほか

公園緑地維持管理事業 406,480 公園維持管理、遊具等維持補修

富士川左岸緑地整備事業 45,560 用地調査　ほか

富士川右岸緑地整備事業 127,475 園路広場整備、野球場設備設置　ほか

富士西公園整備事業 274,808
修正実施設計
環境再生保全機構譲受施設の割賦金支払

街区公園再整備事業 9,200 公園施設のバリアフリー改修　ほか

（仮称）吉添公園整備事業 40,107 園路広場整備、遊戯施設設置、植栽工　ほか

（仮称）富士南公園整備事業 55,000 園路広場整備、遊戯施設設置、植栽工　ほか

（仮称）神戸２号公園整備事業 23,000 園路広場整備、遊戯施設設置、植栽工　ほか

南町公園整備事業 40,000 園路広場整備、植栽工　ほか

比奈公園整備事業 40,898 用地取得　A=1,100㎡　ほか

公共交通支援事業 139,416

屋外広告物管理事業 356 屋外広告物に関する審査・指導・啓発

景観形成事業 1,495
景観形成に関する啓発
不用煙突の撤去費補助（1本）
※広告景観賞創設

公共交通網再構築推進事業 5,584 まちなか循環バス運行

コミュニティバス等運行事業 31,348

拠点間アクセスコミュニティバス運行2路線、各地区コミュニ
ティバス運行3地区3路線、各地区デマンドタクシー運行7地区7路
線
天間地区コミュニティ交通実証運行
※松野地区コミュニティ交通導入検討

橋梁維持事業 61,500 土手上横沢線、松岡柳川９号線、田子浦鷹岡線、丹所天間線

第３節　景観・公園・住宅：富士山が映える景観のもと、ゆとりと安らぎのある
　　　　　　　　　　　　　住環境のまち

1,474,823

橋梁耐震補強事業 20,900 西富士道路跨道橋耐震補強詳細設計

橋梁長寿命化修繕事業 233,937
芙蓉橋修繕工　外2件、斉藤橋修繕設計　外1件、
道路橋定期点検　N=34橋

生活交通地域路線維持費補助金、生活交通基幹路線維持費補助
金、循環バスひまわり運行事業補助金、地方鉄道事業運営費補助
金
※バスロケーションシステム導入事業補助金

道路維持事業 802,353
側溝等維持修繕、路肩改良、舗装補修、安全施設維持修繕、道路
舗装改良、歩道等維持修繕、反射鏡等維持修繕、道路照明灯維持
修繕　ほか

公共交通振興事業 2,685
モビリティ・マネジメント、バスの日イベント、公共交通協議会
開催　ほか
◎ワンデイ・トリップチャレンジャー
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

※☆

第７章　都市経営：市民と創る新たなまち

※

☆

市営住宅施設管理事業 247,672
施設維持管理・修繕、入浴設備設置、富士見台団地給水施設改
修、二子団地外壁防水改善　ほか

岩松まちづくりセンター建設事業 6,020 基本・実施設計（H30、31）

移住・定住推進事業 11,783
◎移住・定住ポータルサイト作成、首都圏での移住相談会、◎移
住体験ツアー開催、中小企業等奨学金返還支援補助金、中小企業
等修学資金貸与補助金　ほか

地域国際化事業 6,841
地域国際化の推進、国際交流フェア、サポートセンター運営、や
さしい日本語講座、☆◇外国人のための日本語講座、※多言語対
応用タブレット端末活用　ほか

女性の社会参加自立支援事業 5,822 女性のための相談、男女共同参画学級開設　ほか

国際交流ラウンジ事業 10,327 生活相談、翻訳、日本語教室　ほか

海外都市交流事業 5,940
嘉興市訪問団受入れ、少年親善使節団派遣、国際交流事業費補
助、オーシャンサイド市交流事業（市民協働事業提案制度）　ほ
か

男女共同参画センター事業 690 センター運営管理、センター利用団体活動支援　ほか

男女共同参画普及啓発事業 566
啓発パンフレット・情報誌の発行、※☆ワークライフバランスセ
ミナー　ほか

男女共同参画推進事業 8,206
男女共同参画審議会運営、地区推進員活動、男女共同参画プラン
推進講演会、☆女性のチャレンジセミナー、☆小中学校男女共同
参画授業、※子育て世代への防災セミナー　ほか

市民活動総合保険事業 2,384 市民の自主的・公益的な活動に対する保険への加入

市民活動支援事業 3,703
市民協働推進審議会運営、セカンドライフ相談室運営、市民協働
スタートアップ補助金、アダプション・プログラム事業、特定非
営利活動法人認証事務　ほか

市民交流施設運営事業 96,461
交流プラザ及び富士川ふれあいホール
（指定管理者：(公財)振興公社）
※交流プラザ空調設備中央監視装置修繕

市民活動センター運営事業 22,479 市民活動センター（指定管理）

市民憲章推進事業 542 市民憲章の普及推進

コミュニティづくり推進事業 28,378
まちづくり推進事業補助金、まちづくり協議会活性化補助金、地
域コミュニティづくり補助金（2か所）、まちづくり協議会活性
化事業、人材育成事業

地区委員活用事業 50,217 広報紙等配布依頼

公会堂設置等助成 21,930 改築1件、修繕、土地購入、備品購入

自治振興助成 19,710 町内会連合会活動事業補助金、町内会長交付金　ほか

市民サービスコーナー事業 5,060 26まちづくりセンターにおける諸証明交付サービス

神戸まちづくりセンター建設事業 33,029 外構整備工事

青葉台まちづくりセンター建設事業 167,672 多目的室増築及び既存施設改修（H30、31）

富士南まちづくりセンター建設事業 212,929 改築　RC2階建　1,196.07㎡（倉庫等含む）（H29、H30）

2,832,935

第１節　市民主役都市：市民力、地域力を活かした市民主体のまち 761,385

まちづくりセンター維持補修事業 52,479
センター維持補修、※富士川まちづくりセンター分館浄化槽更新
工事　ほか
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

※

☆

☆

☆

富士市・富士川町合併１０周年事業 908 合併10周年記念シンポジウム開催　ほか

広聴事業 8,880 市政モニター、公共施設めぐり、世論調査　ほか

コミュニティＦＭ事業 12,654 地域情報や緊急情報などラジオ放送の活用（Radio-f）

広報事業 50,450 広報ふじ､市政カレンダー、市ウェブサイト運営管理　ほか

共同電算事業 1,004,868
富士・富士宮共同電算システムの運用管理、社会保障・税番号制
度対応情報連携　ほか

情報化計画推進事業 20,187
共同利用型電子申請システム、公共施設案内・予約システムの運
用　ほか

情報セキュリティ対策事業 34,969
情報セキュリティレベルの向上（セキュリティ対策機器運用、セ
キュリティの外部監査、セキュリティホール検査　ほか）

財務会計・文書管理システム運用事業 196,002
財務会計システム及び財務帳票、各種文書の電子決裁、電子文書
管理システムの運用、※新システムの設計構築

市民向け地図情報システム運用事業 2,525
施設情報マップ、防災マップ、観光マップなどの市民向け地図情
報システムの運用

全庁型地理情報システム運用事業 8,062 統合型地理情報システムの運用管理

行政高度情報化推進事業 415,491
総合的な庁内ＯＡ化推進（高度ネットワーク化、インターネット
分離環境化）

ワンストップ総合窓口事業 39,643 庁内電子申請システム運用、証明書のコンビニ交付　ほか

個人番号カード交付事業 51,399 個人番号カード交付等に係る業務

旅券交付事業 6,361 旅券の交付等の申請受付及び交付等に係る業務

住民基本台帳ネットワークシステム事業 6,432 住民基本台帳ネットワークシステム運用

広域圏証明相互交付事業 169 富士宮市との戸籍等証明相互交付

戸籍総合システム運営事業 25,752 戸籍総合システムによる戸籍管理業務

戸籍住民基本台帳事務事業 59,160 戸籍法及び住民基本台帳法に係る各種届出業務　ほか

青春市民推進事業 2,388 富士青春市民ミーティング、ウェブサイト制作　ほか

第４節　市民満足：市民の視点に立った質の高い行政サービスのまち 1,983,941

資産経営事業 5,387 公共建築物保全管理システムの運用管理 ほか

ブランドメッセージ推進事業 5,871
出張ワークショップ開催（市内、首都圏）、メディア活用シティ
プロモーション、※ふじ応援部活用、※ブランドメッセージソン
グ活用、※ブランドメッセージソングダンス創作　ほか

シティプロモーション推進事業 9,151
◎トラックボディプリント、◎岳南電車活用シティプロモーショ
ン、フイルムコミッション事業補助金　ほか

電話催告センター事業 14,334
電話催告センター（ふじし納税お知らせセンター）による初期滞
納者に対する納税勧奨業務

予算執行管理事業 3,476 統一的な基準による財務書類整備事業

第３節　健全財政：将来を見据えた財政が健全なまち 23,197

人材育成事業 18,830 職員基本研修、専門研修、派遣研修、自主研修　ほか

戦略的施策推進事業 928 特命事項の初動対応及び調整、官民連携プロジェクトの推進

広域行政推進事業 1,562
広域ネットワーク研修　ほか
※☆公用車図柄入り富士山ナンバープレート導入、☆富士山ネッ
トワーク会議負担金　ほか

第２節　行政運営：自主・自立による簡素で効率的な行政運営のまち 29,592

企画調査事業 7,364
※第六次富士市総合計画策定、☆まち・ひと・しごと創生総合戦
略進行管理、新規政策及び特命事項の調査研究
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

※

※

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

平和都市啓発

コールセンター事業 22,615
コールセンター（おしえてコールふじ℡53-1111）による市民か
らの電話問い合わせ対応業務

総 計 452 件 45,075,550

静岡県議会議員選挙準備事業 14,443 任期満了（平成31年4月29日）に伴う選挙

市史編さん事業 4,086 ※（仮称）市史だより発行　ほか

う ち 新 規 事 業 分 73 件 929,725

うち都市活力再 生戦 略取 組分 176 件 12,608,882

う ち 新 規 事 業 分 141 件 1,846,604

第５節　情報公開：公平で公正な市政運営のまち 34,820

う ち ユ ニ バ ー サ ル 就 労 推 進 事 業 42 件 1,252,064

う ち 地 方 創 生 推 進 交 付 金 対 象 事 業 47 件 182,705

平和都市推進事業 912

富士市議会議員選挙準備事業 16,291 任期満了（平成31年4月30日）に伴う選挙
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