
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、☆＝都市活力再生ビジョンの取組

※☆＝新規の都市活力再生ビジョンの取組

◎＝国の交付金により先行実施する事業

（H26補正予算対応）

(単位：千円)

☆

※☆

☆

消防車両整備事業 37,199 高規格救急自動車(※西消防署南分署)

消防用資機材整備事業 7,345 上下式防火衣20着、防火靴100足、ＡＥＤ更新

消火栓整備事業 38,800 新設消火栓22基、簡易水道組合消火栓設置助成

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 1,786,560

耐震性貯水槽整備事業 33,552 40 貯水槽4基

防災無線管理事業 18,383
ＭＣＡ無線、同報無線及び行政無線の維持管理
※☆職員安否確認メール配信システム整備

防災無線整備事業 82,396
同報無線及び行政無線の整備、同報無線受信局整備(フルデジ
タル34局)、防災ラジオ配布（1,000台）　ほか
※小型デジタル同報無線屋外受信機(1局)整備

防災拠点施設整備事業 126,187 ※防災倉庫新築 S1階建 500㎡

田子の浦港津波対策事業 49,015 富士埠頭周辺津波防潮堤予備設計、富士埠頭周辺用地調査

津波対策事業 81,942 ※津波避難施設建設、※津波警告標識等設置　ほか

自主防災組織育成事業 45,400 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

備蓄資機材整備事業 34,258 備蓄用食糧整備、防災用資機材整備、救護所用資機材整備ほか

防災対策事業 40,706
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拡充、※☆富士山火山防災マップ配
布、☆防災マップ配布、※☆防災啓発番組放送(Radio-f)

耐震補強事業 102,000
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50万円)
木造高齢者世帯等60戸(1戸当たり70万円)

わが家の専門家診断事業 13,594 木造住宅の無料耐震診断(260戸)、耐震化の促進

ブロック塀等耐震改修促進事業 4,500 ブロック塀等撤去費補助(60件)、緊急改善費補助（2件）

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 630,421

既存建築物耐震性向上事業 32,040
木造住宅の補強計画費補助(一般世帯120戸、高齢者世帯
80戸)、非木造建築物の耐震診断費補助(9棟)

消費者対策事業 24,640
消費者啓発、消費生活モニター事業、Radio-ｆによる広報活
動、JAS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(※1人増員)、※消費者教育推進計画策定

市民相談事業 25,771
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

交通安全対策事業 41,758
交通安全運動の推進、安全教育、団体育成指導、高齢者運転免
許証返納支援　ほか

防犯まちづくり推進事業 16,488 防犯まちづくり講演会、地域防犯活動事業助成

事 業 名

防犯用街路灯事業 46,325 防犯灯設置費及び維持管理費の助成　ほか

第１章　安全・安心　(安全で暮らしやすいまち) 3,493,477

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 155,568

予 算 額 事 業 の 概 要

薬物乱用防止事業 586 麻薬･覚せい剤撲滅啓発運動　ほか
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

※

※

母子訪問指導事業 8,458 乳児家庭全戸訪問事業  ほか

乳幼児保健事業 41,263
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

妊産婦保健事業 196,461
☆一般不妊治療費助成金、※☆人工授精治療費助成金、☆特定
(体外・顕微授精)不妊治療費助成金、※☆不育治療費助成金、
妊婦健康診査　ほか

結核健康診断事業 9,417 胸部エックス線検査

がん検診推進事業 262,601
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

感染症対策事業 3,148 感染症の拡大防止対策

予防接種事業 665,321

ＢＣＧ、４種・３種・２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、高齢者肺炎球菌（※定期・任意）、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

保健総合情報システム管理事業 15,719 各種検診、母子管理、保健指導、予防接種情報の管理・運用

健康対策運営事業 1,861 健康づくり推進協議会、健康まつり ほか

思春期保健事業 49 思春期講座　ほか

健康教育・相談事業 3,311
骨の健康相談、市民健康相談、ＣＫＤ(慢性腎臓病)対策、地区
健康講演会、自殺予防対策　ほか

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 2,712,091

健康ふじ21推進事業 15,568
健康ふじ21講演会、食生活推進員活動支援、
歯周疾患検診、健康推進員活動支援　ほか
※ふじさん青春度指数、※ふじさん青春マイレージ

第２章　健康・福祉　(健やかに安心して暮らせるまち) 14,436,144

雨水浸透・貯留施設設置助成 9,063 106基

河川維持事業 214,040 河川維持補修、河川工作物維持補修

河川改修事業(単独) 84,700
福泉川(天間北２)、西木の宮町地区水路、青葉台地区水路、
清水川、伝法沢川(大淵地区)

河川改修事業(県費) 37,240 松原川(原田地区)、鷹岡吉原用水路(伝法地区)

四ヶ郷用水路改修事業 8,000 測量、実施設計L=420ｍ、物件調査

上堀放水路新設事業 326,000
吐口工L=35ｍ、取付水路工L=115ｍ、分水工L=56ｍ、
用地取得A=1,953㎡

田子浦小学校南堀整備事業 17,800 水路工L=245ｍ、下水道移設工L=90ｍ、補償一式

下堀(下流部)改修事業 87,430
護岸工L=35ｍ、下水道移設工L=135ｍ、水路工L=60ｍ、
用地取得A=44㎡、補償一式

富士早川改修事業 129,925
橋梁架替工N=1基、市道付替工L=50ｍ、信号機移設工N=1基、
用地取得A=33㎡、補償一式

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 920,928

大淵糀窪急傾斜地崩壊対策事業 6,730 用地測量、実施設計、物件調査、県事業負担金（委託）

消防団車両整備事業 36,550 消防ポンプ自動車2台(※第12・29分団)

消防団資機材整備事業 2,820
チェーンソー5台(第4・9・17・19・22分団)
※デジタル簡易無線機32台

富士市・富士宮市消防指令センター運営事業 15,607 消防緊急通信指令施設運用管理

消防指令センター整備事業 1,614,687
消防指令センター整備、庁舎改修
※消防指令システム及び消防デジタル無線整備
※消防デジタル無線移動局整備

 - 35 -



事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

☆

※

こども医療費助成 814,600
養育育成医療　　　　　　　　     1,160件
小学校就学前　入院2,124件  通院262,589件
小中学生　　　入院  743件　通院250,757件

放課後児童クラブ施設改修事業 7,500
富士一小、須津中余裕教室改修、富士川まちづくりセンター分
館改修

放課後児童クラブ建設事業 90,606 ※広見子どもクラブ　　軽量鉄骨2階建　372.7㎡

放課後児童クラブ運営・施設管理事業 254,044 43クラブ

育児支援資金利子補給事業 367 利子補給(貸付限度額：1,000千円)

児童館運営事業 27,481 広見児童館、ぐるん･ぱ よねのみや、東部児童館

子育て支援センター運営管理事業 66,543
カスタネット、トライアングル、ルンルン、タンバリン、富士
見台リズム、岩松、中里、松岡、富士わかば、すみれ、わか
ば、みのる、たかおか ※曙

ファミリーサポートセンター事業 7,078 仕事と子育ての両立支援、援助活動利用料助成

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 5,636,351

子ども・子育て支援事業 444 子ども・子育て会議開催

訪問看護事業 27,894 在宅患者等に対する訪問看護

看護師就業対策事業 7,170
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

救急医療事業 110,650 救急医療センター(指定管理者：救急医療協会)　ほか

ＡＥＤ整備事業 9,615 公共施設へのＡＥＤ配備145台

看護専門学校管理事業 43,527 看護師養成

中央病院施設改良事業 96,400
※無停電電源装置更新
※空調機熱源装置更新
※医療ガス設備酸素配管更新

中央病院医療機器等整備事業 310,454 医療機器等の更新(※手術室整備分)

食育推進事業 4,138

第２次富士山おむすび計画の進行管理、食育普及啓発事業
※☆食育キャラクター「むすびん」着ぐるみ製作
食育モデル地区事業(※伝法地区)
食育モデル校事業(※鷹岡中学校)　ほか

健康被害予防事業 4,670 ぜん息児水泳教室

公害保健福祉事業 1,834 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 504,200 医療費、障害補償費、遺族補償費　ほか

特定疾患対策事業 37,819 特定疾患患者・小児慢性特定疾患患者に対する療養扶助費ほか

健康診査事業(後期高齢) 73,385 後期高齢被保険者健康診査の実施

特定健康診査等事業(国保) 168,277
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(受診勧奨)

ジェネリック医薬品差額通知事業 1,038
国保被保険者へジェネリック医薬品に切り替えた場合に削減で
きる自己負担額を通知

脳ドック事業 19,935
国保被保険者　　 受診見込数 　450人(H26   450人)
後期高齢被保険者 受診見込数 　150人(H26   140人)

人間ドック事業 46,940
国保被保険者　　 受診見込数 1,500人(H26 1,500人)
後期高齢被保険者 受診見込数 　290人(H26 　270人)

未熟児養育医療事業 16,273
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 4,695 フッ化物利用推進　ほか
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

※

※

※

寝具クリーニングサービス事業 310 寝たきり高齢者等寝具クリーニング 33回

外出支援サービス事業 5,217 在宅の要介護4､5の高齢者の通院等支援　260人

訪問理美容サービス事業 570 延べ285回

軽度生活援助事業 5,643 延べ660回

緊急ショートステイ事業 851 被虐待高齢者等緊急を要する者を一時保護　延べ112日

緊急保護措置事業 3,103 特殊事由による特養入所、短期入所

養護老人ホーム保護措置事業 180,565 4施設　96人

老人及び障害者住宅整備資金貸付事業 26 利子補給

在宅生活安心システム推進事業 792 ふれあいコール(対象 ひとり暮らし高齢者等65人)

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 5,840,646

シルバーハウジング生活援助員派遣事業 6,324 市営駿河台団地・上堀団地

(仮称)富士川第二幼保園建設事業 675,362 鉄筋コンクリート2階建　1,671.03㎡

富士川第一幼稚園移転事業 17,605 富士川一小改修、備品整備　ほか

私立幼稚園就園奨励助成 240,436 対象者　1,756人

私立幼稚園教育振興助成 7,740 私立幼稚園振興助成10園

幼稚園施設維持補修事業 5,000 幼稚園11園の施設維持改修

幼稚園特別教育サポート事業 20,708 特別教育サポート員 16人配置

認定こども園施設整備助成 79,702 ※認定こども園さくら台幼稚園(園舎増築、改修)

私立保育園施設整備費借入金償還助成 24,991
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

多様な保育推進事業助成 121,660
乳幼児保育 19園、外国人児童保育 2園、
ひとり親家庭子育てサポート 19園1施設
※乳幼児保育 3園、※ひとり親家庭子育てｻﾎﾟｰﾄ 3園3施設

保育対策等促進事業助成 74,116

一時預かり 6園、延長保育 19園、
病児・病後児保育 3園1施設
※一時預かり 8園5施設、※病児・病後児保育 1園、
※延長保育 2園3施設

私立保育園運営等助成 75,218
運営円滑化 19園、給与改善 19園、障害児保育 9園、0歳児保
育 13園、認可外保育施設運営 2施設
※運営円滑化 3園、※給与改善 3園、※0歳児保育 1園

施設型給付・地域型保育給付事業 2,760,329

子ども・子育て支援新制度への対応
　施設型給付（1号認定子ども：9園、2･3号認定子ども：24
園）、地域型保育給付（家庭的保育事業、小規模保育事業5施
設、事業所内保育事業1施設）

保育等相談支援事業 2,711
保育サービス利用者支援
☆子育て家庭訪問相談

保育園施設維持補修事業 28,527 保育園19園の施設維持改修

子育て世帯臨時特例給付金給付事業 157,200 支給対象者　22,000人、支給対象児童　36,000人

母子家庭等医療費助成 60,157 入院158件  通院27,314件

母子家庭等自立支援対策事業 1,972 自立支援教育訓練給付金5人、高等職業訓練促進給付金2人

母子家庭等入学支援事業 4,742 小・中学校入学祝金　473人

母子生活支援施設等措置事業 9,512 2世帯
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

※

生活支援事業 4,325
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 29,462 ガイドヘルパー、車いす移送車運行、福祉バス運行

コミュニケーション支援事業 5,027
専任手話通訳者1人、手話通訳者 登録12人、要約筆記奉仕員
登録8人

社会参加促進事業 5,886
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、バリアフリーマップ更新　ほか

地域活動支援センター事業 77,366 延べ利用人数　22,368人

相談支援等事業 40,486
障害者相談支援事業 4事業所、相談支援機能強化事業 4事業所
※相談支援機能強化事業 1事業所

障害者配食サービス事業 2,387 単身の障害者及び障害者世帯への配食サービス 39人

日常生活用具給付事業 43,647 給付件数 4,542件

日中一時支援事業 48,300 延べ利用件数 13,368件

補装具給付事業 41,600 給付、修理件数 411件

育成医療事業 9,991 対象件数 361件

更生医療事業 115,615 対象件数 689件

障害児通所事業 355,554 児童発達支援 69人、放課後等デイサービス 236人

訓練等事業 969,592
自立訓練 23人、就労移行支援 88人、就労継続支援A型 110
人、就労継続支援B型 292人、共同生活援助(グループホーム)
139人

施設支援事業 373,900 施設入所229人

短期入所サービス事業 63,478 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 1,037,236 身体機能、生活能力向上援助　対象者408人

療養介護サービス事業 124,544 機能訓練、療養看護、医学的管理下の介護等　対象者31人

同行援護サービス事業 12,230 同行援護　対象者35人

居宅介護サービス事業 152,059 身体介護、家事援助、通院介助等　対象者188人

重度心身障害児(者)医療費助成 426,507 104,492件

民間社会福祉施設整備助成 32,624 ※（仮称）伝法生活介護事業所（生活介護施設）

老人医療費助成 1,680 228件

民間養護老人ホーム整備助成 649,265 （仮称）するが荘

低所得者利用者負担軽減事業 5,176
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 18法人
障害者ホームヘルプ利用者負担軽減措置事業　1人

介護施設整備助成 83,824 地域密着型サービス等介護施設整備3件

介護支援事業 94,785
介護ｻｰﾋﾞｽ適正化、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ﾋﾞｽ、成年後
見支援センター運営　ほか

包括的支援事業 232,811
地域包括支援センター8か所(委託型7か所)、運営協議会開催、
高齢者虐待防止事業　ほか

介護予防事業 54,543
要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象とした介護予
防事業、二次予防事業対象者把握事業　ほか

介護予防支援事業 195 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 62,096 生きがいデイサービス 25か所(※うち新規1か所)

地域たすけあい活動支援事業 395 見守り支援ネットワーク事業
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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 340 観光ボランティア養成講座　ほか

富士川歴史街道活用事業 480 ※富士川歴史街道主要観光スポット紹介リーフレット作成

まちの駅活用事業 891 まちの駅ネットワーク事業補助金　ほか

岩本山・雁堤活用事業 1,700 絶景富士山まるごと岩本山開催　ほか

富士山百景推進事業 4,123 富士山百景写真コンテスト開催

観光基本計画推進事業 124 観光基本計画推進会議開催

観光推進事業 21,506
観光パンフレット作成、各種観光団体負担金　ほか
※☆◎富士川楽座地場産品等活用事業
※◎コンベンション開催支援補助金　ほか

富士山活用推進事業 12,667

(仮称)富士山登山ルート3776策定　ほか
※◎登山ルート案内板設置、※◎富士山世界遺産登録記念事
業、※◎富士山の古めぐり、※◎ふじさんてらすミエルラ活用
イベント開催

シティプロモーション推進事業 12,511

高速バスラッピング事業、SNS活用シティプロモーション事
業、工場夜景活用事業　ほか
※岳南電車活用シティプロモーション、◎「富士山と、」運動
推進事業　ほか

5,224,816

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

216,952

産業交流展示場施設管理・運営事業 9,855
産業交流展示場(指定管理者：Fﾒｯｾ共同事業体)、富士のふもと
の大博覧会開催 ほか

社会福祉センター運営･施設管理事業 129,568
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

老人クラブ活動助成 7,491 127クラブ、6,081人

福祉啓発事業 1,783 福祉展、社会福祉大会　ほか

第４節　地域福祉：お互いに支え合い助け合うまち 247,056

敬老事業 108,214 77歳以上 26,601人

臨時福祉給付金給付事業 340,000 給付対象者　45,000人

生活困窮者自立支援事業 51,735
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、住宅確保給付、就労準備支援、一時生活支
援、学習支援）

福祉総合情報システム運用事業 27,683 各種福祉業務システム運用

女性保護相談事業 7,000 女性保護相談員 2人配置

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人配置

日中活動支援事業 3,152
ひかりの丘、吉原つくし、ポプリ、なんくる吉原、ピュール等
借地・借家料助成　ほか

共同生活援助事業所運営事業 27,439 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 6,693 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 602 人工呼吸器用外部バッテリー3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 4,455 初乗り運賃助成(重度身体障害者、精神障害者)

重度身体障害児(者)紙おむつ支給事業 8,300 157人、278,300枚
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

チャレンジショップ推進事業 720 空き店舗を活用したチャレンジショップ運営(吉商本舗)

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 414,220

ＴＭＯ支援事業 5,208
富士健康印商店会ＴＭＯ事業補助、タウンマネージメント吉原
ＴＭＯ事業補助、あなたも商店主事業補助金 ほか
※富士駅北口ペデストリアンデッキ掲示板設置

工業振興基盤整備事業(道路) 42,000 五貫島地神１号線、依田橋下三條２号線

工業振興基盤整備事業(河川) 20,000 今泉地区水路、大野新田地区水路

ものづくり人材育成事業 1,473
企業等ＯＢ人材活用事業、☆発明くふう展
※☆サイエンスショー開催

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

地場産業振興事業 5,755
再生家庭紙利用促進
☆富士山紙フェア開催

環境保全資金融資事業 401 利子補給方式

開業パワーアップ支援資金融資事業 4,152 利子補給方式　融資限度額25,000千円

マル経融資事業 5,000 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 5,578 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 118,721 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 1,510 利子補給方式　融資限度額7,000千円

小口資金融資事業 8,470 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 216,062 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 4,000
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　ほか

産業支援機関連携促進事業 26,026
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

産業支援センター事業 68,225
産業支援センター運営、創業支援施設運営、販路開拓遊撃チー
ム運営
※◎女性企業家支援事業、※◎若手起業家支援事業

販路開拓支援事業 10,500
◎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)

経営革新促進事業 5,494

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

企業立地促進奨励金 935,211
企業立地促進制度(設置・用地取得・雇用奨励金)
立地工場等事業継続強化制度(用地取得・雇用補助金)

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 1,486,811

企業立地推進事業 6,233 企業支援・誘致推進員の配置　ほか

富士川楽座施設管理・運営事業 51,764
富士川楽座(指定管理者：富士川まちづくり㈱)
施設改修

新富士駅都市施設管理・運営事業 6,140
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)

観光施設管理・整備事業 4,474
富士山眺望ポイント整備　ほか
※☆大淵笹場保全活用事業(市民協働事業提案制度)

富士山観光交流ビューロー助成 58,117
ビューロー活動補助(観光案内所運営、観光誘客促進、コンベ
ンション開催支援　ほか)

観光助成 32,260
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、富士川花火大会開催補助金、フイルムコミッション
事業補助金　ほか
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

※◎

※☆

造林育成事業 31,358 主伐、新植、枝打、間伐、南松野地区市有林境界確定　ほか

森林被害木対策事業 18,619
松くい虫防除　ほか
※塩害被害木除去

山林保護対策事業 2,992 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

農業施設管理事業 4,090
新幹線側道(舗装工　L=77ｍ)
※前田送水管(工法検討）

農用地地域共同活動事業 27,417
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 161,522 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 8,000 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 16,153 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) 22,637
農道保全対策事業(富士川)、農村災害対策事業（沼川水系）
ほか
※河川応急事業(沼田新田）

耕作放棄地再生利用対策事業 1,000 耕作放棄地再生利用対策事業補助金

農業アカデミー事業 214 アカデミー農地借上 2か所　15区画

ファミリー農園事業 772 農園農地借上 9か所　167区画

農林水産業功労者表彰事業 176 功労者表彰

地産地消推進事業 350
富士川っ子エコクラブ土・食・農自然体験楽校補助金、農産物
加工品事業補助金　ほか
※学校給食地場産品導入事業補助金

茶業推進事業 3,106
富士のお茶振興推進事業補助金　ほか
※献上茶謹製事業補助金

水田営農振興事業 770 水田営農推進事業費補助金　ほか

農業団体支援事業 8,005
農業振興活動費補助金、鳥獣被害防止総合対策事業費補助金、
わな猟免許取得費補助金 ほか

農地中間管理事業 11,570 地域における農地集積のとりまとめ及び協力金の交付

農業経営支援事業 13,179

農業近代化資金利子補給金、環境保全型農業直接支援事業補助
金、経営体育成支援事業補助金　ほか
☆６次産業化促進支援事業補助金
※◎茶園転換支援事業補助金

担い手育成総合支援事業 9,459
農業再生協議会負担金
青年就農支援補助金 ほか

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 503,756

農業振興地域整備計画事業 7,632
農用地管理システム保守・データ更新
農業振興地域整備計画定期変更

田子の浦港整備県事業負担金 196,200 田子の浦港の港湾改修、維持浚渫等

港湾振興事業 8,979
☆◎田子の浦ポートフェスタ開催、
☆◎田子の浦港・駿河湾洋上セミナー開催　ほか

市場施設管理事業 36,590
※市場進入道路アスファルト撤去工
※岳南電車踏切撤去負担金　ほか

地元消費促進事業 145,000
地元消費促進事業補助金
(プレミアム付き商品券の販売)

商業振興助成 17,865

産業まつり商工フェア補助金、吉原商店街振興組合パワー
アップ事業補助金　ほか
※◎吉原まちおこしイベント支援補助金
※☆まちなか映画上映支援補助金

地域特産品推進事業 3,658
なんでも富士山開催
☆ご当地グルメシティセールス事業補助金
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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)

☆

☆

環境マネジメントシステム推進事業 419 市独自システムによる運用、外部監査の実施

家庭版環境マネジメント事業 262
低炭素型生活10ヶ条の普及、エコチャレンジ(子ども版環境家
計簿)実施

地球環境問題啓発事業 5,925
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　ほか

中小企業者温暖化対策事業 30,000 中小企業者温暖化対策事業費補助　60件

市民温暖化対策事業 3,650 市民温暖化対策事業費補助　115件

新・省エネルギー普及事業 15,290
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、※☆未利用間伐材搬出実証試
験、※☆木質バイオマス・地下水熱利活用調査

環境基本計画等推進事業 1,184
環境基本計画及び温暖化対策実行計画進行管理
※市有施設省エネ推進(電力需要 適化事業)

7,121,279

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 57,648

就労総合支援センター事業 17,523 福祉と就業生活支援窓口の連携強化(緊急雇用創出事業)

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 88,742 ラ・ホール富士(指定管理者：(公財)振興公社)　ほか

勤労者くらしの資金貸付事業 42,238 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 224,628 利子補給方式　融資限度額 　3,000千円

勤労者住宅建設資金貸付事業 2,172,269 利子補給方式　融資限度額　10,000千円

マイスター事業 783 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

技能振興事業 1,750 技能者表彰、技能フェスティバル　ほか

勤労者福利厚生事業 19,219 勤労者福祉サービスセンター事業費補助金　ほか

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 2,603,077

労働対策事業 9,925

広報紙｢ゆとり｣発行、内職相談、各種セミナー開催、富士地区
合同企業ガイダンス開催補助金、職業体験事業｢キッズジョブ
2015｣開催　ほか
※☆◎ＵＪＩターン促進事業補助金
☆◎合同企業面接会開催

水産業振興事業 2,577
水産振興推進補助金、漁業近代化資金利子補給補助金、富士川
稚鮎放流、マダイ稚魚放流事業負担金　ほか

県営林道整備事業負担金 1,830
大渕線(用地測量　L=30ｍ)
吉津金丸線(測量設計　L=1,000ｍ)

県単林道整備事業 53,859
愛鷹線舗装、猪之平線用地測量、黒坂線開設、中里線改良
※下峰山線用地調査

国庫補助林道整備事業 4,400 飯森線用地測量、鶴芝線用地測量

林道維持管理事業 28,236 砂利道路面整正、林道草刈　ほか

森林ふれあい事業 856 森づくり体験学習、木工教室　ほか

富士ヒノキの家建築助成事業 12,296 富士地域材を利用した木造住宅の建築助成　300千円/棟

林業振興事業 50,681
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、林業機械、※富士山世界文化遺産森林景観整備）、森林
整備地域活動支援事業　ほか
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

☆

配水管改良事業 234,057 送配水管布設替　L=2,315ｍ　ほか

水源地、配水池等改良事業 184,225 水道施設改良、水中ポンプ入替　ほか

簡易水道統合整備事業 42,500 配水管布設　L=640ｍ

八代町配水池施設整備事業 160,000 配水池及びポンプ棟杭基礎工、場内整備工

水源転換事業 56,660
北松野配水区域基本計画策定、
吉津配水区域送水管布設　L=400ｍ

水道施設整備事業 271,870 富士本２号水源地さく井、配水管管網整備　L=2,875ｍ　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 4,986,127

水道事業広報啓発事業 4,804 ｢富士市の水｣ペットボトル配布　ほか

不法投棄対策事業 4,880 不法投棄監視パトロール隊(8ﾌﾞﾛｯｸ21人)、環境美化啓発事業

新環境クリーンセンター建設関連事業 200,326

中央図書館図書貸出・返却対応(青葉台まちづくりセンター)、
(仮称)一色広場整備、道路・水路等改良等(広見一色線歩道、
青葉台小南地区ほか)
※中央図書館青葉台分室ニーズ調査等

新環境クリーンセンター建設事業 130,442
総合評価発注方式による公募手続き、アクセス道路等測量設
計、上水道配水管布設　ほか
☆余熱利用施設事業化検討　ほか

廃棄物収集処理 1,351,236 可燃ごみの収集、焼却・処分　ほか

資源化促進事業 255,193
資源物収集・処理業務(かん・金属・びん・古着・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

生ごみ堆肥化推進事業 5,081
家庭用生ごみ処理機器購入費助成　70台、オリジナルダンボー
ルコンポスト広域販売　ほか

ごみ減量化推進事業 1,538
地域ごみマイスター出前講座、ごみ減量キャンペーン、『ごみ
へらしタイムズ』発行

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 1,957,215

ごみ処理計画推進事業 8,519 ごみの分け方便利帳、分別カレンダー　ほか

墓園運営管理事業 27,108 森林墓園管理運営

防疫事業 5,296 脱皮阻害剤配布、夏期防疫

騒音振動対策事業 2,618 幹線道路騒音調査　ほか

悪臭対策事業 1,263 悪臭の防止、苦情に伴う調査

大気汚染対策事業 36,293
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 21,370 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 4,673 ブナ等苗木の植樹(参加者：500人)、防護柵修繕　ほか

野田山健康緑地公園整備事業 2,700 野田山健康緑地公園駐車場整備

保健休養林運営管理事業 18,880
丸火自然公園、須津山休養林、野田山健康緑地公園、はたご池
公園　ほか

自然環境マップ整備事業 70 自然環境マップ啓発

富士・愛鷹山麓地域環境管理計画推進事業 18 管理計画進行管理

公用低公害車整備事業 918 車両購入1台

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 120,289
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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)

小中学校非構造部材耐震化事業 157,312
屋内運動場天井落下対策：※中学校4校
武道場天井落下対策：※中学校4校

小中学校バリアフリー施設設置事業 11,000 小中学校のバリアフリー化改修

小中学校施設維持補修事業 266,121 小中学校の施設維持改修

給食用生ごみ処理事業 18,792
生ごみ処理機：小学校2台、中学校1台、老人ホーム駿河荘1台
生ごみ処理委託：小学校23校、中学校13校、学校給食センター

学校給食事業 1,042,976
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 49,959
元吉原小給食室床等改修に伴う備品整備、給食センター備品整
備　ほか

学校ＯＡ化推進事業 156,282 校務用パソコン借上 1,200台

育英奨学事業 12,000 対象者：高校生等 100人

特別支援教育活動事業 8,976 中央病院内教室･国際教室

特別支援教育サポート事業 71,061
特別支援学級サポート員 27人配置
特別支援教育サポート員 37人配置

教育指導管理事業 13,169 学校訪問指導

学校図書館教育推進事業 58,284
小中学校に司書配置 43人
学校図書システム借上

英語教育推進事業 58,366
☆小中学校 スーパーバイザー 1人、ＡＬＴ 12人
市立高校 ＡＬＴ 1人

生き方支援事業 31,705
生徒指導支援員3人、生徒指導サポート員11人、スクールソー
シャルワーカー1人、ＱＵ検査、知能検査　ほか
☆放課後学習支援ボランティア事業（※11校増）

教育研究・教育研究助成事業 12,994 ｢特色ある教育｣ほか義務教育に関する各種課題の研究

私立学校等教育振興助成 409 外国人学校振興助成　ほか

6,393,517

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 4,814,375

西部浄化センター地震対策事業 36,000 水処理棟耐震補強工事

西部浄化センター整備事業 514,000 水処理設備増設工事

管路地震対策事業 53,650
東部処理区人孔浮上防止工事 ほか
※可搬式エンジンポンプ　5台

老朽管布設替事業 4,600 東部処理区管路布設替工　L=30ｍ

老朽管更生事業 191,124 東部・西部処理区管路更生工　L=1,277ｍ　ほか

管路整備事業(西部処理区) 776,600 管路布設工　L=4,670ｍ　ほか

管路整備事業(東部処理区) 566,650 管路布設工　L=4,742ｍ　ほか

終末処理場管理運転事業 1,018,433 運転管理・機械保守点検・汚泥処分　ほか

中野台下水処理施設管理運転事業 42,354 運転管理業務

浄化槽維持管理助成 94,486 10人槽以下5,200基、集中浄化槽3基

浄化槽設置助成 195,774 275基

クリーンセンターききょう運営管理事業 297,318 施設管理

地下水等保全事業 1,469 湧水量調査、岳南地域地下水利用対策協議会補助金ほか

水道施設耐震化事業 239,553
東海道本線踏切横断送配水管布設、
送配水管布設替　L=515ｍ　ほか
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

※

※

※

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

文化会館施設改修事業 3,600 ※火災報知設備改修実施設計

第３節　市民文化：こころ豊かな市民文化を創造するまち　 990,794

文化会館運営管理事業 301,922 文化会館(指定管理者：(公財)文化振興財団)

図書館施設改修事業 18,360 ※本館中央監視装置改修

図書館資料購入事業 76,321
図書 36,020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 5,185 ブックスタートふじ、セカンドブックふじ

少年自然の家事業 3,801 ししどて学級、体験学習

青年教養講座事業 2,444 各種講座 31講座

学校サポートチーム事業 2,511 学校サポートチーム支援員 2人配置

青少年対策事業 20,678 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 3,965 子ども会活動事業助成　ほか

地区生涯学習活動推進事業 31,823 各種主催講座　465講座

放課後子ども教室推進事業 1,122
地域の教育力を活用した子どもの健全育成と放課後の安全な居
場所づくり

青少年体験交流事業 9,540
「キズナ無限∞の島」 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 963 雫石町の小学校5･6年生36人受入れ、交流体験　ほか

青少年リーダー育成事業 921 ジュニアリーダー養成講習会、青少年指導者養成講座

成人式典事業 3,049 対象人数 約2,800人

子ども・若者育成支援事業 5,510
子ども・若者支援協議会開催
ユースアドバイザー養成講習会開催　ほか
※☆若者相談窓口運営、※自然体験活動実施、※相談会開催

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 190,982

市民大学事業 4,789
前期 1講座×9回、6講座×6回
後期 講演会 6回(募集人員700人)

高等学校教育推進事業 5,406
新入生特別研修、教員研修、生徒による授業評価、教材整備
ほか

高等学校ＩＣＴ教育推進事業 14,705
システム保守 239台
※総合実践室ICTシステム借上

みどりの学校・健康教室事業 12,188 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 11,173 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 99,727 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 268,568
パソコン借上(小学校1,655台､中学校898台)
情報教育指導員2人、情報教育サポート員2人

ふれあい協力員事業 2,420 地域の登録ボランティアによる小中学校の支援　ほか

吉原東中学校屋内運動場改築事業 203,400 S2階建 1,876㎡、既存屋内運動場解体

吉原第二中学校屋内運動場改築事業 235,330 S1階建 2,293㎡、既存屋内運動場解体

富士川第一小学校屋内運動場改築事業 369,670 S1階建 1,275㎡、外構・備品整備、既存屋内運動場解体

岩松小学校校舎改築事業 1,621,824 RC3階建 6,468㎡、外構・備品整備

小学校コミュニティスクール推進事業 558 学校運営協議会運営（富士川第二小）
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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)

☆

新富士駅周辺Ｂ地区整備推進事業 141,165
柳島広町８号線　道路工L=216m、用地取得A=394㎡　ほか
※新富士駅北口駅前広場再配置検討

第二東名ＩＣ周辺地区土地区画整理事業 1,222,477 造成工、街路築造、建物移転補償　ほか

地籍調査事業 26,065
宮下２、柳島１、田子浦１、松岡２、田子浦２　計5調査区
予備調査(横割２、前田１)

事前都市復興推進事業 9,918
事前都市復興計画(※プロセス編・マニュアル編)策定
※復興まちづくり訓練

都市計画基本的諸調査事業 12,354
旧富士川町域山間部都市計画区域編入
※岳南都市圏総合都市交通体系調査負担金
※都市計画基礎調査（建物用途別現況図作成）

地区計画導入事業 3,217 岩松北小学校周辺地区計画策定

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

2,463,856

都市計画基本図等整備事業 2,951 都市計画ＧＩＳデータ修正　ほか

6,429,879

(仮称)総合体育館建設事業 62 庁内建設検討委員会開催

小中学校屋外運動場夜間照明施設改修事業 23,010 ※富士川第一中

スポーツ施設改修事業 33,860
砂山公園プール修繕
※富士川体育館床面補修、※総合運動公園庭球場Ｂコート改
修、※富士川河川敷憩いの広場トイレ設置

体育施設管理事業 296,099
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 18,730
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
ティメット大会開催補助金、全日本少年春季軟式野球大会開催
補助金　ほか

スポーツ振興事業 20,634

市民エンジョイスポーツデー、学校開放、ふじかわキウイマラ
ソン大会開催補助金　ほか
☆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)、☆ウルトラトレイル・マウントフジ負担金

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 397,366

スポーツ普及啓発事業 4,971 ニュースポーツ教室、さわやか健康体操教室　ほか

博物館各種講座等教育普及事業 3,162
稲垣家茅葺農家体感事業、手すき和紙体験、出前講座、体験学
習　ほか
※「富士山とかぐや姫」シンポジウム

博物館企画展事業 1,727 ※オープン展準備、※出前展示

博物館耐震・リニューアル事業 426,507
展示リニューアル
※本館耐震補強

六所家総合調査事業 4,573 六所家旧蔵資料調査　ほか

文化財発掘調査事業 59,822
埋蔵文化財発掘調査、調査報告書作成　ほか
※天間沢遺跡本発掘調査

民俗文化財調査事業 720 岩淵鳥居講調査、石造文化財調査報告書作成

文化財保護事業 19,790
文化財の保護管理、発掘展、文化財保存活動補助金、古谿荘庭
園公開　ほか
※旧東泉院宝蔵修繕・耐震診断

文化振興助成 8,071 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 6,900
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、
紙のアートミュージアム整備検討　ほか
☆紙のアートフェスティバル

国土利用計画策定事業 3,250 第4次計画策定
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

☆

※

☆

☆

☆

☆

◎

私道舗装側溝整備助成 1,500 標準工事費の1／2補助

歩道整備事業 135,500
宮島五貫島線、宝町高島線、本町二丁目３号線、☆富士駅周辺
地区バリアフリー、川成島美土原１号線

橋梁維持事業 57,100
十王子神社三ツ石線、土手上横沢線、入山瀬地内暗渠、伝法西
平９号線、岩本滝戸４号線、松岡柳川９号線

橋梁耐震補強事業 5,800 源平橋耐震補強詳細設計N=1橋

橋梁長寿命化修繕事業 132,370 橋梁修繕工N=2橋、橋梁修繕設計N=1橋、道路橋定期点検N=26橋

道路維持事業 774,031
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

狭あい道路拡幅整備事業 111,635 狭あい道路(4ｍ未満)の拡幅整備

県営道路整備事業 5,646 鷹岡柚木線等(県営事業負担金)

生活道路橋梁新設改良事業 39,400 桑崎千束線（御所船橋）

生活道路整備事業 111,700
滝戸旭町線、中里大棚滝線、今宮東村２号線、中里鬼ケ島４号
線、比奈西鴻ノ巣１号線、五貫島世帯割２号線、伝法厚原線

公共交通活性化協働推進事業 3,403
ワンコインタクシー実験運行(6月～12月)、新富士駅・富士駅
間ワンコインタクシー運行事業助成金

公共交通支援事業 120,817
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

新交通システム推進事業 328 新たな公共交通基軸に関する関係機関ヒアリング

コミュニティバス等運行事業 50,794
拠点間アクセスコミュニティバス運行3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4地区4
路線、実証運行3地区3路線（※やまぼうし、なのはな）

公共交通振興事業 2,491
市民モビリティ･マネジメント、公共交通マップ作成、公共交
通協議会開催 ほか

放置自転車対策事業 15,902
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

幹線道路事業関連道路整備事業 47,374 新々富士川橋関連道路

柏原江尾線改良事業 25,300 補償一式、道路詳細設計L=400ｍ、県農道保全対策事業負担金

津田蓼原線(田子浦伝法線交差点)改良事業 34,000 道路改良工L=200ｍ、信号柱移設一式

一色小沢３号線新設事業 16,000 道路新設工L=20ｍ、補償一式

新富士インター城山線新設事業 313,145 道路新設工L=380ｍ、用地取得A=4,627㎡、補償一式

県営街路整備事業 69,592 本市場大渕線(県営事業負担金)

街路事業関連道路整備事業 67,870
藤間前田線、☆本市場大渕線(上中町中桁線交差点、弥生線交
差点)

漁港富士川口線整備事業 3,000 予備設計L=580ｍ

左富士臨港線(青葉台工区)整備事業 156,160 街路築造工L=160ｍ、用地取得A=1,142㎡、補償一式

五味島岩本線(岩松工区)整備事業 230,400 街路築造工L=125ｍ、用地取得A=738㎡、補償一式

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 2,748,168

本市場大渕線(傘木上工区)整備事業 216,910 用地取得A=3,277㎡、補償一式、道路詳細設計L=570ｍ

市街地再開発促進事業 144,196
再開発事業化支援(☆富士駅周辺地区)
☆富士駅南口地区優良建築物等整備事業補助

神戸土地区画整理事業 110,444 神戸土地区画整理事業補助

新富士駅南地区土地区画整理事業 787,819 物件調査、街路築造、宅地造成、建物移転補償　ほか
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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

※

市民活動センター運営事業 21,055 市民活動センター(指定管理者：ＮＰＯ法人東海道・吉原宿)

市民憲章推進事業 584 市民憲章の普及推進

地区委員活用事業 49,731 広報紙等配布依頼

コミュニティづくり推進事業 24,877
まちづくり推進事業補助金、地域コミュニティづくり補助金
(2か所)、地区人材育成事業、新しい公共の担い手づくり事
業、まちづくり活動推進条例検討会議開催

公会堂設置助成 33,176 改築3件、修繕、土地購入、備品購入

自治振興助成 19,887 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 4,739 26まちづくりセンターにおける諸証明交付サービス

富士駅南まちづくりセンター建設事業 208,465 既設建物一部解体、増築 RC2階建(一部S造) 445.34㎡

富士駅北まちづくりセンター建設事業 35,478 既設建物解体、駐車場整備

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 611,266

まちづくりセンター維持補修事業 21,712 センター維持補修、屋上防水改修、受変電設備改修　ほか

2,891,570

田子浦団地再生事業 27,144 仮移転住戸改修、移転補償、電波障害事前調査　ほか

市営住宅施設管理事業 262,663
施設維持管理、修繕、入浴設備設置　ほか
※吉添団地解体、※市営住宅長寿命化計画策定、※保全システ
ム運用・保守

若い世代定住促進支援事業 41,412 若者世帯定住支援事業奨励金

空家等対策推進事業 7,000 空家実態調査

建築物吹付アスベスト対策事業 1,200 除去費等補助(1件)

地域・家庭緑化事業 11,040
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

緑化団体支援事業 3,526
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、富士市オープンガーデン)、バラ苗配布、富士
ばらまつり　ほか

公園緑地維持管理事業 406,842 公園維持管理、遊具等維持補修

公園調査計画事業 7,394 緑の基本計画策定

富士川左岸緑地整備事業 8,000 測量、実施設計

富士西公園整備事業 281,114 環境再生保全機構譲受施設の割賦金支払

水場・湧水池整備事業 1,994 水質調査、水飲み場整備

砂山公園再整備事業 20,000 駐車場整備、ベンチ・遊具設置　ほか

吉原公園再整備事業 27,012 トイレ設置、植栽工　ほか

原田公園整備事業 42,500 植栽工、擁壁工　ほか

比奈公園整備事業 68,110 用地取得A=1,347㎡、駐車場整備　ほか

屋外広告物管理事業 632 屋外広告物に関する審査・指導・啓発

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

1,217,855

景観形成事業 272 景観形成に関する啓発
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

※

※

※

平和都市推進事業 1,322 平和都市啓発、※核兵器廃絶平和都市宣言３０周年記念事業

コールセンター事業 22,928
コールセンター(おしえてコールふじ℡53-1111)による市民か
らの電話問合せ対応業務

広聴事業 11,552 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 13,229 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 49,380
広報ふじ､市政ｶﾚﾝﾀﾞｰ､市政記録写真・映像ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成　ほか
※市制５０周年記念映像制作

ワンストップ総合窓口事業 22,077
庁内電子申請システム運用、住基カードの多目的利用、住民票
等自動交付機の管理　ほか

個人番号カード交付事業 98,905 個人番号カード交付等に係る業務

旅券交付事業 5,905 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 15,000 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 697 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 23,795 戸籍総合システムによる戸籍管理業務

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 2,054,239

戸籍住民基本台帳事務事業 53,865 戸籍法及び住民基本台帳法に係る各種届出業務　ほか

ファシリティマネジメント推進事業 16,298 公共施設再編計画策定

第３節　健全財政：将来を見据えた財政が健全なまち 31,878

電話催告センター事業 15,580
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

職員研修事業 12,904
基本研修、専門研修、派遣研修、自主研修　ほか
※女性職員登用研修、※研修委員会企画講座

青春大賞事業 2,589 中押しイベント及び発表会開催　ほか

戦略的施策推進事業 697 特命事項の初動対応及び調整

広域行政推進事業 996 広域ネットワーク研修　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 30,058

企画調査事業 12,872
総合計画審議会開催、※市制５０周年事前啓発　ほか
◎まち・ひと・しごと創生総合戦略策定

地域国際化事業 4,398
地域国際化の推進、国際交流フェア、ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ運営　ほか
※多文化共生推進プラン策定

国際交流ラウンジ事業 10,447 生活相談、翻訳、日本語教室　ほか

海外都市交流事業 4,549
嘉興市訪問団派遣及び受入れ、各種訪問団受入、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

女性の社会参加自立支援事業 5,668 女性のための相談、男女共同参画学級開設　ほか

男女共同参画センター事業 938 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 629 女性のﾁｬﾚﾝｼﾞｾﾐﾅｰ、啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・情報誌の発行　ほか

男女共同参画推進事業 8,875
地区推進員活動、女性の再就職セミナー、男女共同参画ﾌﾟﾗﾝ推
進講演会、小中学校男女共同参画授業

市民活動総合保険事業 3,789 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 5,289
市民協働推進審議会運営、いきがいセカンドライフ相談室運
営、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 146,980
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)
富士川ふれあいホール空調設備改修工
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事 業 名 予 算 額 事 業 の 概 要

※

※

※

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )うち国の交付金により先行実施する事業分 20 件 227,904

う ち 新 規 事 業 分 33 件 356,518

うち都市活力再生ビジョン取組分 3,829,644

う ち 新 規 事 業 分 107 件 8,287,684

総 計 452 件 45,990,682

90 件

農業委員会委員選挙事業 5,540 任期満了(平成27年10月31日)に伴う選挙

富士市議会議員選挙事業 106,945 任期満了(平成27年4月30日)に伴う選挙

静岡県議会議員選挙事業 37,516 任期満了(平成27年4月29日)に伴う選挙

第５節　情報公開：公平で公正な市政運営のまち 164,129

市史編さん事業 14,128 ｢(仮称)富士市五十年史｣編さん

共同電算化推進事業 1,206,594
富士・富士宮共同電算システムの運用管理　ほか
※社会保障・税番号制度対応システム改修

電子自治体推進事業 23,118
共同利用型電子申請ｼｽﾃﾑ、公共施設予約ｼｽﾃﾑの導入　ほか
※社会保障・税番号制度中間サーバー・プラットフォーム負担
金

情報セキュリティ対策事業 11,394
情報セキュリティレベルの向上(セキュリティの診断やＷｅｂ
フィルタリングシステムの導入ほか)

財務会計・文書管理システム運用事業 43,618
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

市民向け地図情報システム運用事業 2,093
公共施設、福祉マップ、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 8,636 統合型地理情報システムの運用

行政高度情報化推進事業 293,369 総合的な庁内ＯＡ化推進(高度ネットワーク化)

行政情報管理事業 146,762 汎用コンピュータによる行政情報の管理
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