
安心な暮らしづくりと

活力あふれる“まち”の実現

静岡県藤枝市

令和元年度９月補正予算案の概要
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９月補正予算編成 基本方針

◆ 安全で安心な暮らしを創る

◆ 快適で安心な暮らしを創る

Ⅰ 安心で健全なまちを創る

◆ 健やかな暮らしと子どもを育み、
次世代を創る

◆ 力強い地域産業を創る

Ⅱ 未来に向けたまちを創る

2藤枝市はイタリア柔道・ライフル射撃チームの事前合宿地です。



一般会計 5億7,000万円

区 分 既定予算
９月補正

予算額

補正後

予算額

一般会計 531億9,600万円 5億7,000万円 537億6,600万円

特別会計 315億4,900万円 4億1,230万円 319億6,130万円

企業会計 240億9,000万円 － 240億9,000万円

合 計 1,088億3,500万円 9億8,230万円 1,098億1,730万円

■補正予算の規模

全 会 計

※特別会計･･･国民健康保険事業・介護保険（国県等返還金、基金積立等）
土地取得（附帯施設用地取得）
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4藤枝市はイタリア柔道・ライフル射撃チームの事前合宿地です。

区 分 H19 H20 H25 H26 H27 H28 H29 H30

実質公債費比率 16.8 15.7 12.3 11.8 11.1 10.7 9.8 9.3

将来負担比率 144.4 113.6 53.6 45.9 32.6 11.0 2.6 -

■財政状況 健全な財政運営を行っています！

①財政指標 ⇒ 健全化判断比率は確実に改善

区 分 20年度末 21年度末 26年度末 27年度末 28年度末 29年度末 30年度末

全 会 計 1,033.5 1,012.4 866.5 827.7 791.4 762.7 732.6

臨財債等除く合計 872.1 841.7 639.6 611.9 555.9 527.4 497.0

②起債残高 ⇒ 起債残高は確実に減少
総合計画目標（R2年度末残高500億円）を２年前倒しで達成！

区 分 20年度末 21年度末 26年度末 27年度末 28年度末 29年度末 30年度末

全 基 金 113.8 114.2 144.7 143.9 170.3 187.6 186.2

③基金残高 ⇒ 基金を確実に確保

（単位：億円）

（単位：億円）

将来負担比率の

算出なし(-)を達成

１０年間で

270億円以上の削減を達成

１０年間で

72億円以上を確保

※H30の数値は見込
※

※
※



■補正予算のポイント

★ 「安全で安心なまち創り」の加速化

① 近年相次ぐ自然災害を受けて防災対策を強化
【大型仮設テントを整備、防災拠点施設の特定天井を改修】

② 市民の快適で安心な暮らしの環境を強化
【ふれあい広場、総合運動公園、賑わい施設の環境を整備】

★ 「未来に向けたまち創り」の加速化

③ 地域産業の支援を強化
【茶園基盤整備の推進】
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安全で安心な暮らしを創る

Ⅰ．安心で健全なまちを創る
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■ 災害対策の推進

藤枝市はイタリア柔道・ライフル射撃チームの事前合宿地です。

600万円【新】防災資機材整備事業費
地震・津波対策等減災交付金 〔県交付金1/3〕

防災拠点の機能強化のための大型仮設テントを導入

災害時や緊急時に多様な用途に活用可能なエアー

テントを整備

・大型仮設テント １基

外寸 幅１９ｍ×高さ６ｍ×奥行１０．９５ｍ

内部面積 １６４㎡

収容人数 約５４名（１名あたり３㎡で算出）

設置場所 屋内施設を有しない指定避難場所等

へ設置予定

仮設テント設置の様子



7藤枝市はイタリア柔道・ライフル射撃チームの事前合宿地です。

1,470万円【新】防災拠点施設の安全対策
地震・津波対策等減災交付金 〔県交付金1/3〕ほか

防災拠点施設の安全確保のための特定天井落下対策を実施

・特定天井改修工事設計業務委託

対象施設 市民体育館

市民ホールおかべ

生涯学習センター

保健センター

・実施時期 設計：令和元年度 工事：令和２年度～

市民体育館
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■ 生活基盤整備の推進

6,000万円【拡】 くらしの道緊急修繕事業費

安全な道路環境を維持

・道路パトロールや自治会、町内会等からの情報提供（危険箇所等）

への対応

6,000万円【拡】 道路新設改良事業費
緊急性の高い地元要望に対応し、安全な道路環境を整備

・市道青島焼津線（小石川町）舗装改良工事

・市道６地区３０６号線外（音羽町五丁目）舗装改良工事

・天王町三丁目地内道路整備工事 等

2,000万円【拡】 市単土地改良事業工事費
地元要望による緊急対応箇所に対応し、安全な農業施設を整備
・青葉町一丁目地内用水路改良工事

・上薮田地内畦畔補修工事 等

舗装のひび割れ修繕

藤枝市はイタリア柔道・ライフル射撃チームの事前合宿地です。
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4,000万円【拡】 河川・水路改良費

水路の改修工事を行い、安全な河川環境を整備

・横内地内水路改修工事 ・入野地内水路改修工事 ・郡地内水路改修工事 等

藤枝市はイタリア柔道・ライフル射撃チームの事前合宿地です。

快適で安心な暮らしを創る

1,000万円【新】 憩いの環境の整備

市民が憩いの場として快適で安心して利用できる

空間とするために、ふれあい広場を整備

・トイレ改修工事

・フェンス改修工事

・スラブ設置工事

・照明ＬＥＤ化工事 等

■ 憩いの環境の整備

ふれあい広場
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1,000万円【新】 スポーツ環境の整備

市民のスポーツ活動を支援するため、スポーツ施設を整備

・市民テニス場 コート人工芝張替工事

・総合運動公園 衛生施設改修工事

5,990万円【拡】 総合運動公園サッカー場設備の充実

サッカー場の照明ＬＥＤ化、各種大会に対応するための

諸室（ドーピングコントロール室）を設置

・照明設備改修工事

・諸室改修工事

■ スポーツ環境の整備

市民テニス場

総合運動公園サッカー場

藤枝市はイタリア柔道・ライフル射撃チームの事前合宿地です。
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1,000万円【新】 賑わいの環境の整備

歴史・文化に触れる賑わい施設の環境を整備

・田中城下屋敷

冠木門改修工事

本丸櫓塗装工事

田中城下屋敷

藤枝市はイタリア柔道・ライフル射撃チームの事前合宿地です。

■ 賑わいの環境の整備



Ⅱ．未来に向けたまちを創る
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健やかな暮らしと子どもを育み、次世代を創る

141万円【拡】 地域子育て支援拠点事業費〔国交付金1/3、県交付金1/3〕

地域子育て支援拠点事業の基準額変更

・対象施設 民間地域子育て支援センター ７か所

藤枝市はイタリア柔道・ライフル射撃チームの事前合宿地です。

375万円【推】 県営土地改良事業費負担金

瀬戸谷地区の茶園基盤整備事業

・事業内容

瀬戸谷地区の農道整備、区画整理

実施期間：令和元年度～４年度

農道整備：500m 区画整理：8ha

力強い地域産業を創る

整備前 ⇒ 整備後
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1億円【新】 土地開発基金繰出

クリーンセンター附帯施設用地取得に充てる基金への繰出

≪土地取得特別会計≫

【新】 クリーンセンター附帯施設用地取得
クリーンセンター附帯施設用地の購入

・取得地

面積 １４，４００．４９㎡

場所 仮宿、高田

その他

Ⅲ．その他

1億5,500万円

藤枝市はイタリア柔道・ライフル射撃チームの事前合宿地です。

購入予定地
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