
生き生き働き活躍できるまち創り

静岡県藤枝市

平成28年 8月26日

平成２８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

◆ 健やかな暮らしと子どもを育み、次世代を創る

◆ 産業としごとを創る

◆ 出会いと人の流れを創る

◆ 広域連携体制を創る

Ⅰ 未来に向けたまちを創る

◆ 安全で安心な暮らしを創る

◆ 元気で安心な暮らしを創る

◆ 便利で安心な暮らしを創る

Ⅱ 安心で健全なまちを創る

選ばれるまち ふじえだ 2



選ばれるまち ふじえだ選ばれるまち ふじえだ

一般会計 ４億７，３００万円

区 分 既定予算
９月補正

予算額

補正後

予算額

一般会計 479億7,700万円 4億7,300万円 484億5,000万円

特別会計 336億1,900万円 2億6,200万円 338億8,100万円

企業会計 222億3,300万円 － 222億3,300万円

合 計 1,038億2,900万円 7億3,500万円 1,045億6,400万円

■補正予算の規模

全 会 計

※特別会計･･･介護保険（国県等返還金、基金積立等）

企業会計･･･病院事業会計（業務委託に係る債務負担行為）
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選ばれるまち ふじえだ選ばれるまち ふじえだ

■補正予算の特徴

★ 「藤枝のまち創り」の加速化

地方創生推進交付金の活用
広域連携の推進

★ 職員の努力による成果を市民に還元！

職員の創意工夫と
効率的な執行に努めた成果の一部を

市民生活の充実のために活用
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選ばれるまち ふじえだ 5

●災害時のエネルギーシステム導入（小学校）
情報先取り → 補助金大幅増 7,000万円

●放課後児童クラブ施設の建設
設計変更 → 補助金倍増 1,600万円 など

歳入確保

～職員の創意工夫と努力による成果（前年度繰越金）を市民に還元～

●基盤整備等
１億４，０００万円

・道路 1億円
・河川水路 2,000万円
・農業施設 2,000万円

●育ちの環境整備
２，０００万円

●学びの環境整備
２，０００万円

●憩いの環境整備
２，０００万円

●スポーツ環境整備
２，０００万円

２．２億円

還元

●環境省のモデル事業活用による庁内空調設備更新
補助対象事業への内容協議 → 市単事業の削減 3,600万円
フロアごとの空調設定が可能 → 光熱水費の削減 544万円

●高齢者の生活機能低下の有無を把握（介護予防事業）
調査方法の効率化 → 委託料等の大幅削減 1,000万円

●道路照明灯の長寿命化
ＬＥＤ化による球切れ減尐 → 維持補修費の削減 400万円 など

歳出削減歳
出

歳
入

歳
出

歳
入

H27 決算

H27 予算

繰越金

歳
出

歳
入

将来への積立て など

歳
出

歳
入

実質収支

約３４億円



健やかな暮らしと子どもを育み、次世代を創る

Ⅰ．未来に向けたまちを創る

選ばれるまち ふじえだ 6

700万円【新】 プログラミング教育推進事業費 〔地方創生交付金 1/2〕

高校生以上対象のエキスパート養成のための講演会、講座を開催

○ プログラミング教育の現状と今後の発展や、ＩＴ業界で求められている人材等を

テーマに講演会を開催

○ アンドロイドアプリ開発など、実践に近い技術を身に付ける講座を開催

中学生を対象に、人形ロボットを題材にしたプログラミング学習を集中的に実施

対象者：市内中学生１００人 実施期間：３日間

次世代を担う理系人財育成を推進するため、市内中学生を対象としたプログラミング学習

の集中講座の実施と、市在住の高校生、大学生及び社会人を対象にしたＩＣＴ講座を開催

◆ エキスパート養成事業 ⇒ 即戦力として活躍できる人財を輩出

◆ ロボットキャンプ開催事業 ⇒ 基礎知識の習得とＩＣＴに関する興味関心の醸成



選ばれるまち ふじえだ 7

100万円

【拡】 サッカーのまち藤枝・なでしこ育成事業費 〔企業版ふるさと納税〕

女子サッカーの普及と次世代選手の育成のため、地域おこし協力隊とともに、

藤枝なでしこアカデミー、藤枝なでしこ広場の実施や講演会、イベント等を開催

（既定予算１００万円と合わせ全体事業費２００万円）

◆ イベント開催

女子サッカー普及、啓発のためのプロモーションビデオを制作し、市及び市内各チームの

ホームページへの掲載や、講演会、各種イベント等で放映

現役選手をゲストに招き、サッカークリニックや

トークショー等を開催 （１２月実施予定）

○ 補正により追加する事業

◆ プロモーションビデオ制作



産業としごとを創る

選ばれるまち ふじえだ 8

◆ 地元企業ＩＣＴ導入意向調査

650万円【新】 地元産業成長支援事業費 〔地方創生交付金 1/2〕

ＩＣＴ技術を導入し、業務改善を図る意志のある企業を抽出する意向調査を実施する。また、

市内中小企業の現状分析のための実態調査を併せて実施し、今後の事業展開を図るため

データベース化する

地元産業におけるＩＣＴ活用やロボット導入を促進し、事業の効率化や拡大を図ることにより、

収益力向上や、他分野への新展開による地元産業の活性化につなげるとともに、ＩＣＴ人財

の雇用の受け皿づくりを行う

◆ ＩＣＴ・ロボット導入啓発事業

「ふじえだ産業祭」等のイベントを活用し、市内企業がロボット等に触れる機会を創出し、

市内企業のＩＣＴ導入機運の醸成を図る



選ばれるまち ふじえだ 9

300万円【新】 起業・創業支援事業 〔企業版ふるさと納税〕

起業創業を継続的に支援するため、インキュベーション施設（起業創業の初期段階におい

て安価な賃料で借りることのできるオフィスや店舗）の本市における設置可能性調査を実

施

◆ 創業支援施設調査事業費

インキュベーション施設の整備に向けた

空き店舗等の物件調査及び

利用可能性調査を、

宅建協会や商店街組合等と協力して実施し、

今後の事業展開のためデータベース化する



選ばれるまち ふじえだ 10

900万円【新】 クラウドワーク支援事業費 〔地方創生交付金 1/2〕

ＩＣＴ及びＩＯＴ、クラウドソーシング活用に向けた推進ビジョンを策定し、次年度以降の実効

的な事業の推進を図る

◆ 推進ビジョン策定

結婚や出産、育児また介護等による離職者や、定年退職者等の潜在ワーカーを積極的に

活用し、地域の経済力向上を図るため、ＩＣＴを活用した、場所や時間を選ばない新たな働

き方（クラウドソーシング）を提供

◆ クラウドワーカー実態調査

◆ 企業セミナー開催

仕事の受注者である「ワーカー」になり得る人財及び働く意欲のある者を調査し、データ

ベース化する

市内企業に向け、クラウドソーシングの概要や具体的に依頼可能な業務や発注方法等を

テーマにしたセミナーを開催



出会いと人の流れを創る

選ばれるまち ふじえだ 11

1,000万円【新】 新婚生活サポート事業費 〔国庫補助 3/4〕

◆ ふじえだ新婚生活サポート事業費

経済的理由で結婚に踏み出せない方を対象に、結婚に伴う新生活を経済的に支援

国の事業に協調すると伴に、本市独自の取り組みを加えて実施！

結婚する両方または一方が市内に転入してくる場合は

国基準額の１８万円に加え、市独自に１８万円、３２万円を加算

［子育てファミリー移住促進助成（中学生以下の子供を持つ世帯の転入）の５０万円と同額］

対象世帯：世帯所得３００万円未満

補助対象：新居の住居費、引っ越し費用等

補助率 ：１０／１０以内

補助限度額：①１８万円／世帯 ②市外から１人が転入の場合３６万円／世帯

③市外から２人が転入の場合５０万円／世帯

（②③については半年以内に本市から転出した者の転入は対象外）

（予算措置額：５０万円×２０世帯）



広域連携体制を創る

選ばれるまち ふじえだ 12

50万円【新】 情報技術導入促進事業費 〔地方創生交付金 1/2〕

◆ 藤枝・島田ＩＣＴコンソーシアム設立支援

ＩＣＴの活用による地元産業の競争力の向上と新分野展開、起業創業支援、若い世代の就

業環境づくりとともに、主婦層等の潜在ワーカーに対するクラウドソーシングの提供に向け、

各事業推進の主体となる組織を設立

本年度に準備組織を立ち上げ、次年度以降の本格的な稼働を目指すこととなる

団体への財政支援を実施

〈参加予定構成団体〉

ソフトバンク㈱等民間ＩＣＴ企業

地元金融機関

地元大学 など

島田市との連携事業



安全で安心な暮らしを創る

Ⅱ．安心で健全なまちを創る
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4,700万円【拡】 地域安全・安心力強化推進事業費 〔県交付金 1/2、1/3〕

■ 消防・救命・水防体制強化の推進

選ばれるまち ふじえだ

消防、救命及び水防に対する消防団や自主防災会等の活動環境を整備し、

地域の安全安心力を強化

◆ 消防強化

◆ 救命強化

◆ 水防強化

消火活動資機材（ディスクストレイナー、無反動管そう等）

消防団員活動用被服（夏用活動服導入、防火衣等）

救命講習等啓発活動用資機材（ＡＥＤトレーナーセット

訓練用水消火器等）

情報伝達資機材（ ＩＰ無線機 ） ※若手プロジェクト提案事業：大規模災害発生時にも活用！

水防活動用資機材（救命胴衣、吸水性土のう等）
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1,000万円【拡】 感震ブレーカー等設置推進事業費 〔県交付金 1/2〕

選ばれるまち ふじえだ

災害時の住宅の出火や延焼被害の減尐を図るため、感震ブレーカーの設置を促進

市民の防災ニーズに対応！

設置目標を１年前倒し
感震ブレーカーの設置助成

補助額等：設置費用の２／３（上限５万円、千円未満切り捨て）
ただし新築住宅は、一律１万円

◆ 感震ブレーカー等設置事業費補助金

既定予算額 ：１，０００万円

（５００件分）

補正後予算額 ：２，０００万円

（１，０００件分）
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■ 風水害対策の推進

300万円【拡】 河川浚渫経費

選ばれるまち ふじえだ

河川、調整池の堆積土砂等を除去し、安全な河川環境を維持

・藤岡川、大溝川、南谷川 ほか Ｖ＝630㎥

2,000万円【拡】 河川・水路改良費

安全な河川、水路環境を整備

・高柳一丁目地内水路改修工事

Ｌ＝４０ｍ

570万円【拡】 大新島用排水路整備事業費

農作物の冠水被害防止のため、用排水路の改良工事を前倒しで実施

・水路工 Ｌ＝３９ｍ （本年度事業完了）

ほか
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■ 基盤整備の推進

4,000万円【拡】 くらしの道緊急修繕事業費

選ばれるまち ふじえだ

安全な道路環境を維持

・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

・本町大東町線（本町地内）道路整備工事

施行延長 Ｌ＝５０ｍ

2,000万円【拡】 市単土地改良事業工事費

地元要望及び老朽化による緊急対応箇所に対応し、安全な農業施設を整備

・高柳地内用水路改良工事、志太地内水門設置工事 ほか

ほか



元気で安心な暮らしを創る
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2,000万円【新】 育ちの環境を整備

■ 市民生活を応援

選ばれるまち ふじえだ

子どもの健全な成長を支援するため、公立保育園の備品や設備を整備

・大型遊具更新、保育室の床改修、調理機器更新、幼児用トイレ改修 等

2,000万円【新】 学びの環境を整備
市民の文化活動を支援するため、生涯学習センターや公民館等の備品を整備

・会議用テーブル、椅子 等

2,000万円【新】 憩いの環境を整備
市民が憩いの場として快適に利用できる空間とするために、公園環境を整備

・遊具改修（駅南公園ほか）、園路改修（金比羅山緑地ほか）

トイレ改修（蓮華寺池公園ほか）、フェンス改修（潮公園ほか） 等



18選ばれるまち ふじえだ

2,000万円【新】 スポーツ環境を整備

市民のスポーツ活動を支援するため、スポーツ施設の備品を整備

・フード付きベンチ、武道場たたみ 等

■ 新たな疾病予防制度の導入

1,690万円【新】Ｂ型肝炎予防接種

予防接種法改正によるＢ型肝炎ワクチン接種に対応

接種対象：１歳に至るまでの間にあるもの

（平成２８年４月１日以後生まれの者について適用）

接種回数：生後２か月から１歳到達までにワクチン３回接種

接種方法：医療機関にて個別接種

予防接種経費：全額公費負担

◆ Ｂ型肝炎ワクチン



便利で安心な暮らしを創る
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4,000万円【拡】 情報セキュリティ強化対策事業

■ システムセキュリティ対策の強化

選ばれるまち ふじえだ

マイナンバー制度に伴い、地方自治体としての情報セキュリティ対策を強化するため、情報

システムネットワークの改修を実施

事業内容：ネットワークの３層分離

■ 納付環境の利便性向上

140万円【新】 コンビニ収納準備経費

市民の納付環境の利便性向上のため、各種公共料金等のコンビニ収納を開始

事業内容：システム連携テスト及びバーコードスキャンテスト

運用開始：平成２９年４月１日

対象：介護保険料、後期高齢者医療保険料、市営住宅使用料、保育料
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