
 
 
 

 
 

 

 

提 言 書 
～平成 30年度予算編成に向けて～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１０月１０日 

 

藤枝市議会決算特別委員会 
 

 



わが国は、65歳以上の高齢者の割合が27.3％を超え、超高齢社会と

なり、人口は減少期に入り労働人口も減っております。 

政府は少子高齢化に立ち向かうため、一億総活躍社会の実現を掲げ、

一人一人の事情に応じた多様な働き方が可能な社会への変革を目的に、

働き方改革に取り組んでいます。 

本市でも、安心で健全なまちづくり、未来に向けたまちづくりのた

め、多様な事業の推進がされております。 

本市議会決算特別委員会では、本委員会に付託されました、平成28

年度一般会計歳入歳出決算等、議案11件の審査と併せて、平成28年度

事業から抽出した主要25事業について事業評価し、各委員の意見を集

約させていただきました。 

「選ばれるまち藤枝」づくりのために、ご尽力いただいている執行

部の皆様に感謝申し上げますとともに、今後引き続き充実した事業推

進がされますよう、平成30年度予算編成に向けて提言をさせていただ

きます。 

 

 平成２９年１０月１０日 

 

                  藤枝市議会決算特別委員会 

                   委 員 長  水野  明 

                   副委員長  小林 和彦 

                   委  員  平井  登 

                     〃     松嵜 周一  
                     〃     山根  一  
                     〃     山本 信行  
                     〃     石井 通春  
                     〃     萩原 麻夫  
                     〃     杉山 猛志  
                     〃     岡村 好男  
                     〃     植田 裕明  



平成２８年度事業評価・決算審査用調書

№ 全事業№ 部名 課名 事業名

1 41 総務部 危機管理課 原子力災害避難対策事業費

2 43 総務部 危機管理課 危機情報伝達事業費

3 49 総務部 危機管理課 災害時家具転倒防止事業費

4 50 総務部 危機管理課 感震ブレーカー等設置推進事業費

5 81 企画創生部 情報政策課 災害時業務システム対策事業費

6 91 総務部 選挙管理委員会 若年層投票率向上啓発事業費

7 114 企画創生部 広域連携課 ふじえだ花回廊推進事業費

8 176 市民文化部 協働政策課 交通安全日本一推進事業費

9
223
541
641

健康福祉部 児童課 多子世帯子育て応援事業費

10 333 健康福祉部 自立支援課 成年後見制度利用支援事業費

11 376 健康福祉部 児童課 れんげじスマイルホール運営費

12 412 健康福祉部 介護福祉課
高齢者路線バス乗車券等交付事業費
〔新：高齢者いきいき生活支援事業費〕

13 415 健康福祉部 介護福祉課 敬老の日記念事業費

14 419 健康福祉部 介護福祉課 老人クラブ補助金

15 444 健康福祉部健やか推進局 健康推進課 妊娠・出産包括支援費

16 504 健康福祉部健やか推進局 健康企画課 ふじえだ健康スポット２０選事業費

17 544 産業振興部商業観光局 商業観光課 藤枝型買い物支援サービス応援事業費

18 545 産業振興部商業観光局 商業観光課 空き店舗開業支援事業費

19 581 産業振興部 農林課 農地集積・集約化対策事業費

20 696 産業振興部商業観光局 商業観光課 ＵＩＪターン就職促進事業費

21 785 都市建設部 建築住宅課 子育てファミリー移住促進事業費

22 791 都市建設部 建築住宅課
【社会資本整備総合交付金】
住宅・建築物耐震改修事業費

23 853 環境水道部 生活環境課 家庭系生ごみ回収資源化事業費

24 887 環境水道部 環境政策課 省エネチャレンジ推進事業費

25 1027 教育部 教育政策課 部活動外部指導者活用事業費



№ 41 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6 平成２９年度末までの事業計画

県外避難先との協議を国及び県と連携して進め、また、避難手段や避難経
路、安定ヨウ素剤の配布、服用時期など、県の分担事務を速やかに公表する
よう求め、実効性と信頼性のある市避難計画を策定する。

1,077,000 883,658 193,342

平成２８年度 進捗状況及び成果

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２８年度 事業開始月及び終了月

国・県が整備すべき対策や各種マニュアル等を早期に示すよう要請するとと
もに、避難先確保に向けた県外市町村との協議を継続的に進め、早期に広域
避難計画を策定し、市民に啓発していく。

平成２８年度予算額（円） 平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

H27～H99 平成28年4月～平成29年3月

・平成28年3月に県が策定した避難計画に基づき、市UPZ圏外の地域も含む、市内全域を避
難の対象とする計画の策定に向け、避難手段や避難経路、安定ヨウ素剤の配布、服用時期
など様々な課題に対し、国、県及び関係市町と継続的な協議を行った。また、県外避難先
の確保に向けた市町村（神奈川県及び埼玉県）との協議を進めた。
・市UPZ圏外の市民（一時滞在者含む）に対応する安定ヨウ素剤を更新した。
・原子力安全技術センターによる職員研修会を実施するとともに、市民に対する出前講座
により原子力防災に関する基礎知識等の普及啓発を図ることができた。

課題と解決に向けた取り組み

・県が指定する避難先となる県外市町村との個別協議を実施し、早期に全住
民の避難先を確保する。
・国の指針及び県避難計画に基づき、市避難計画を策定し、市民向けのわか
りやすい啓発パンフレット（避難ガイドライン）を作成し、計画の周知徹底
を図る。
・UPZ圏外の市民（一時滞在者含む）に対し、市独自で配備している安定ヨ
ウ素剤のうち、使用期限が満了となったものを更新する。

1

市政報告書ページ

8110～111総務部

原子力災害避難対策について、国・県に対して、安定ヨウ素剤の配布、服用方法
等のマニュアルの早期整備を要請するとともに、早期に本市の広域避難計画を策
定するよう求める。

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

備考№ 2(2)
担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

45
事業名： 原子力災害避難対策事業費

2

危機管理課

決算書ページ



№ 43 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

市政報告書ページ 45

総務部 決算書ページ 110～111 2 1
事業名： 危機情報伝達事業費 担当：

危機情報伝達事業について、災害時の更なる情報収集・伝達手段の多重化を図る
ため、IP無線機がすべての指定避難場所に配備されることを求めるとともに、市
民の危機意識を高めるべき、ドローンの活用やキックオフメールの利用拡大など
周知・啓発をより強化されたい。

8 備考№ 2(4)

危機管理課

　ＩＰ無線機を20台配備し、既に整備済みの無線機と合わせ、情報収集・伝
達手段の多重化が図られた。

課題と解決に向けた取り組み

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

大規模化、複雑化する災害や事故の際、市民の安全確保等を行うために、災
害情報等の情報収集・伝達管理体制の充実が必要不可欠である。そのため、
現在運用しているメール配信システム・衛星携帯電話に加え、ＩＰ無線機を
整備し、情報伝達手段の多重化を図り、万全な非常通信体制を構築する。

平成２８年度 事業開始月及び終了月

H99～H99 平成28年4月～平成29年3月

平成２８年度予算額（円）

　今後は、地区防災拠点施設である交流センター、指定避難所担当職員との
連絡手段の多重化を図るため、すべての避難所にＩＰ無線機の導入を図って
いく。
　現在、運用しているキックオフメール、無料テレフォンサービス等災害時
の情報発信手段について、防災訓練説明会、出前講座等あらゆる機会で啓発
し、周知を図っていく。

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度末までの事業計画

　運用中のキックオフメールとＪアラートを連動させ、同報無線でＪアラー
トによる情報が発信された場合、キックオフメールにも配信するよう仕様を
変更する。

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

7,500,000 6,805,899 694,101

平成２８年度 進捗状況及び成果



№ 49 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

市政報告書ページ 47

総務部 決算書ページ 112～113 2 1
事業名： 災害時家具転倒防止事業費 担当：

災害時の家具転倒による人的被害を軽減するため、更なる周知・啓発を図り、未
対策世帯ゼロを目標に積極的に取り組まれたい。

8 備考№ 4(2)

危機管理課

　広報や市HP、各種研修会、出前講座など、様々な機会を活用して事業の意
義及び対象を拡大した旨の周知・啓発を行った結果、対前年度比357％の実
績となり（H27：121世帯→H28：432世帯）、市民の防災意識の高揚及び家具
の移動、転倒による人的被害を軽減する減災対策の推進が図られた。

課題と解決に向けた取り組み

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

　家具の移動、転倒による圧死や負傷などの人的被害を軽減するため、平成
28年度は、これまでの対象要件を見直し、対象を65歳以上の高齢者がいる世
帯（H27までは世帯員全てが65歳以上）、身体障害者手帳所持者がいる世帯
（H27までは身体障害者手帳1，2級の所持者）、中学生以下の者がいる世帯
（H27までは小学校未就学児がいる母子世帯）に拡大し、市が委託した業者
による、家具の転倒防止器具の無料取り付けサービスを実施。

平成２８年度 事業開始月及び終了月

H17～H99 平成28年4月～平成29年3月

平成２８年度予算額（円）

　更なる推進を図り在宅避難を促進するため、多くの世帯に利用していただ
けるよう、事業の必要性及び制度の周知・啓発強化を図るとともに、対象世
帯や対象家具の見直し、より市民が利用しやすい制度とする。

■拡大　□継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度末までの事業計画

　対象世帯の要件を撤廃することで全世帯を対象とし、さらには、これまで
の対象家具に市民から多く要望のあった、テレビ、仏壇も追加するととも
に、1回の申請で無料取り付けできる家具数を3台から5台に拡大し実施。

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

7,116,000 7,116,000 0

平成２８年度 進捗状況及び成果



№ 50 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

　引き続き市民の設置に対する高い関心を保持し、更なる設置推進を、特に
延焼が心配される住宅密集地に対する啓発強化を図っていく。 □拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度末までの事業計画

　前年度と同じ助成制度で受付を開始。
　わが家の地震対策3本柱とあわせて大事な家庭内対策であること及び延焼
による被害拡大から地域を守るための有効な対策であることを、各種説明
会、講演会、地域防災連絡会等あらゆる機会で周知・啓発を行っている。

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

20,000,000 19,844,000 156,000

平成２８年度 進捗状況及び成果

　各種説明会、講演会等で啓発したことや、新聞・テレビなど報道にも広く
取り上げられたこと、また、熊本地震の発災後で市民の防災意識が高まって
いたこともあり、受付開始後から多数の申請を受け、初年度は915世帯に感
震ブレーカーの設置費を助成した。電気を起因とする火災についての市民に
対する啓発及び、電気火災及び延焼火災による人的・物的被害の軽減する減
災対策が図られた。

課題と解決に向けた取り組み

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

　大規模地震発生時、電気を起因とする火災から市民の生命、財産を守るた
め、県内他市町に先駆け、設定以上の地震の揺れを感知すると自動的にブ
レーカーを落とす感震ブレーカーの設置費用の助成（設置費用の2/3、上限
50,000円）を開始。

平成２８年度 事業開始月及び終了月

H28～H99 平成28年6月～平成29年3月

平成２８年度予算額（円）

2 1
事業名： 感震ブレーカー等設置推進事業費 担当：

地震発災後の電気を起因とする火災防止策としては、感震ブレーカーの設置が有
効であることから、周知・啓発を強化するとともに、特に、住宅密集地の市民や
集合住宅の管理者へのＰＲなどを行い、設置促進を図られたい。

8 備考№ 4(4)

危機管理課 市政報告書ページ 48

総務部 決算書ページ 112～113



№ 81 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6 平成２９年度末までの事業計画

　災害に備えた情報保護とセキュリティ、費用対効果の点から現在の方法が
最もバランスが取れていると考え、今後も同様に継続していきたい。また、
並行してオンライン保管等の新たな保管方法について検討していく。
　ICT-BCPについては、情報政策課職員で実際の災害を想定した訓練を実施
し、策定した計画に問題がないかのチェックを行う。また、システム構成、
人員の変更等に対応した見直しも随時行う。

2,400,000 2,268,084 131,916

平成２８年度 進捗状況及び成果

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２８年度 事業開始月及び終了月

　大規模災害に備えた遠隔地保管と、小規模災害に迅速に対応可能な近隣地保管を、
並行して安全に実施することが危機管理対応であり、現在、近隣は徒歩圏内、最遠隔
地は宮古島市を保管場所として、確実に実施している。特に離島となる宮古島市保管
は、荷の現在地を確認できる仕組みを利用し、安全確保を図っている。
　ICT-BCPは、実際の罹災時に、計画に沿って実行できるように備えておくことが重
要であり、そのため訓練を毎年実施し、必要な計画の見直しを図ることとする。

平成２８年度予算額（円） 平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

H23～H99 平成28年4月～平成29年3月

　各遠隔地保管作業について、毎月、災害発生時に備えたデータ保管を実施した。
　被災者支援システムについても、藤枝市保有のシステムへ毎日データを取り込み、焼津市保
有の同システムへの保管は月１回、情報政策課職員が直接データを持ち込み、システムへの取
り込み作業を実施することで、安全なデータ保管作業に取り組んだ。
　更に情報部門の事業継続計画として、発災時に必要となるハードウェア、システムなどの情
報資源、及びその資源を稼働させるために必要となる機器、優先順位の洗い出しを実施し、発
災後72時間の行動計画の指針となるICT-BCPを策定した。これにより、迅速な復旧のために必要
となる行動の洗い出しができた。

課題と解決に向けた取り組み

①遠隔地データ保管（宮古島市ほか県外1か所、市内2か所）
　１か月に１回基幹システムデータおよび各課が保有するデータで各課が希望するものを遠隔地で保管。
②被災者支援システムの運用
　毎日基幹システムから必要となるデータを被災者支援システムへ取り込み。同様のシステムを運用する焼
津市と毎月相互にデータを保管。
③ICT-BCP策定業務委託
　発災後72時間の行動計画を定め、災害時の事業継続、もしくはシステム罹災時の復旧計画について、策定
を行った。

1

市政報告書ページ

10114～115企画創生部

災害時業務システム対策について、災害発生時におけるデータ保管、セキュリ
ティ対策の一層の.強化を図るとともに、ICT-BCPに沿った対応が着実にできる習
熟した人材の確保・育成に向け、研修や訓練等を充実するよう求める。

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

備考№ 2(2)
担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

52
事業名： 災害時業務システム対策事業費

2

情報政策課

決算書ページ



№ 91 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

市政報告書ページ 108

総務部 決算書ページ 134～135 2 4
事業名： 若年層投票率向上啓発事業費 担当：

若年層投票率向上に向けた高校生に対する出前授業は、効果的な取組であるの
で、さらに実施校を増やされたい。また、国民の最大の権利の一つ、「投票権」
の行使に関わることでもあり、教育関係者への理解を深める方策を検討された
い。さらに、ＳＮＳを活用した情報提供や啓発活動、選挙ボランティアへの学生
の参加、期日前投票所の増設など、若者層の投票率向上に有効と考えられる施策
の展開を図られたい。

2 備考№ 4(2)

選挙管理委員会

　出前授業では、選挙権がない高校生も含めた若年層に対して選挙啓発を行うことに
より、主権者として選挙に関する知識・関心を深め、投票意欲の向上につなげる契機
となった。
　特に、他市町村において行う不在者投票のやり方についての説明が、大学進学等で
親許を離れる高校３年生及びその保護者に対し好評だった。
　しかし、出前授業については、公立、私立学校を問わず機会を設けてもらうようお
願いしているところだが、学校側の事情もあり、実施校が少ない。

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用
　藤枝市明るい選挙推進協議会を組織し啓発活動を行っているが、特に最近では投票
率が著しく低い若年層や将来の有権者を対象とした出前授業を行うことにより、投票
率の向上を目指している。
　民主主義の根幹である選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を
通じて選挙人の政治常識の向上に努める（公職選挙法第６条第１項）ことを目的とす
る。

平成２８年度 事業開始月及び終了月

H28～　H99 平成28年4月～平成29年3月

平成２８年度予算額（円） 平成２８年度決算額（円）

平成２９年度末までの事業計画
１　今後も引き続き出前授業（市内中学校、高校）を積極的に実施する。
２　県知事選挙学生事務従事者による選挙啓発活動を藤枝駅前で行い、同世代である
若年層の政治に対する関心を促す。
３　18歳到達者に対し、政治や選挙に関する内容を掲載したバースデイカードを郵送
し、若年層の投票率向上を図る。

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

不用額（円）

714,000 511,778 202,222

平成２８年度 進捗状況及び成果
　平成28年７月10日に実施された参議院議員通常選挙から選挙権年齢が18歳に引き下
げられたことに伴い、県の選挙管理委員会と連携して市内中学・高校（明誠中学及び
明誠高校：全校生徒約1,500人（保護者含む）、藤枝西高校：２年生約200人）に対し
選挙出前授業を行った。　また、藤枝商工会議所主催の新入社員50人に対し研修時に
選挙制度の説明を行ったり、新成人約1,200人に対し成人式会場で選挙に関する冊子
を配布した。
　その他、中学・高校の生徒会選挙執行の際に使用する記載台や投票箱の貸出しを
行った。

課題と解決に向けた取り組み



№ 114 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

事業名： ふじえだ花回廊推進事業費
2 7(1)

広域連携課

　本市の持つ花の魅力や花のイベント、市民の活動等を市内外に効果的に発
信し、来訪人口の拡大を図るとともに、市民参加型の施策の実施により、市
民総ぐるみによる花のまちづくりの機運を醸成し、地域の活性化を図る。

1

市政報告書ページ

11116～117企画創生部 備考№決算書ページ

　ふじえだ花回廊ＰＲ動画を活用するなどして、市民及び市外への周知を図
る。
　また、ふじえだ花回廊サポーターズ支援事業を継続実施する。
　さらに、花回廊の理念である市民総ぐるみの花のまちづくりを推進すると
ともに、市民による「花のおもてなし」を観光資源の一つとし、来訪人口の
拡大を図るため、市民参加型のオープンガーデンプロジェクトを推進する。

2,800,000 2,799,014 986

平成２８年度 進捗状況及び成果

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　「ふじえだ花回廊」の市内外への効果的な周知・ＰＲが必要であり、市民
総ぐるみのギネス世界記録挑戦の取組を活かしたＰＲを実施した。
　また、関係団体と連携した事業実施や、市内公共施設等への植栽活動等を
実施する市民団体や企業等の取組を促進する必要があり、ふじえだ花回廊推
進協議会をはじめとした団体等との連携など、市民総ぐるみの取組促進に努
めた。

ふじえだ花回廊推進事業は、本市のシティ・プロモーションとして来訪人口の拡
大には不可欠な事業と捉えているので、オープンガーデンプロジェクトの効果的
な推進とともに、蓮華寺池公園を中心として、姉妹都市や友好都市との「花」を
キーワードとした連携事業や、市内に点在する神社・仏閣の歴史的な庭園等を活
用した事業など、本市ならではの「花回廊推進事業」に市民と一体となって取り
組まれたい。

H27～99 平成28年4月～平成29年3月

　ふじえだ花回廊推進協議会の開催や、関係団体や企業等と協力・連携を図
りながら、多くの市民が花に触れ花を楽しむ機会を創出する市民参加型のイ
ベント等を実施した。また、ギネス世界記録達成の取組を盛り込んだＰＲ動
画を作成し、ふじえだ花回廊の取組を市内外に広く発信するとともに、市民
団体と連携した花のおもてなしの実施により、市民や来訪者に藤枝の魅力を
発信し市民総ぐるみの花のまちづくりの機運を醸成した。

課題と解決に向けた取り組み

平成２９年度末までの事業計画

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

平成２８年度 事業開始月及び終了月

平成２８年度予算額（円）



№ 176 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

1(1)
担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

44
事業名： 交通安全日本一推進事業費

2

協働政策課

決算書ページ

　交通安全日本一の都市を目指し、高齢者及び子供の交通事故防止と自転車
の交通事故防止を重点推進項目として、交通安全意識の高揚と市民自らが実
行できる交通安全活動を浸透させるため、地域住民と警察署等の関係機関が
お互いに連携・協働して様々な啓発活動や交通安全教室などの事業を展開し
た。

1

市政報告書ページ

7110～111市民文化部

交通安全日本一の都市を目指すため、自転車マナーアップ教室の実施拡大と、高
齢者運転免許証自主返納支援事業の更なる促進を図るとともに、返納後の安全教
育の促進、及び、安全かつ十分な移動手段の確保にも対策を講じるよう求める。

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

備考№

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２８年度 事業開始月及び終了月

　交通事故を削減するためには、市民一人ひとりが交通安全意識を高めるこ
とが重要であるため、地道な啓発活動が必要である。
　高齢者運転免許証自主返納支援事業や高齢者交通事故防止推進モデル地区
事業等、今まで取り組んできた事業に加え、「ふじえだ交通事故ゼロ作戦」
として、市民総ぐるみの交通安全事業を実施し、交通安全意識の向上を図
る。

平成２８年度予算額（円） 平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

H23～99 平成28年4月～平成29年3月

　各季の交通安全運動をはじめ、あらゆる交通安全事業を展開するととも
に、高齢者運転免許証自主返納支援事業や高齢者交通事故防止推進モデル地
区事業を実施して、高齢者の交通事故削減を図った。また、中学生、高校生
の自転車マナー向上のため、市内公立中学校及び市内高校全校において、交
通安全教室を実施して、交通事故削減を図った。
・新入学児童への交通安全啓発用品の配布（1,350人）
・高齢者交通事故防止推進モデル地区事業の実施（交通安全教室４回）
・高齢者運転免許証自主返納支援事業の実施（助成金交付410人）
・自転車マナーアップ教室の実施（市内高校6校）
・プロのスタントマンによる交通安全教室の実施（市内公立中学校10校）

課題と解決に向けた取り組み

平成２９年度末までの事業計画

①高齢者の交通事故防止
　今までの高齢者対策に加え、市内全地区を対象に自動車学校での高齢者交
通安全教室を実施する。
②全世代を対象とした交通安全意識の向上
　高校生交通安全意識向上対策事業
　プロのスタントマンによる交通安全教室（市内公立中学校3校・親子三世
代）

7,892,000 7,861,286 30,714

平成２８年度 進捗状況及び成果



№ 223・541・641 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

施設での本人確認作業を正確に行う必要があるため、平成２９年度はカード
形式ではなく、子どもの写真を添付する多子世帯子育て応援パスポートにリ
ニューアルした。
発行事務の増大が懸念されるため、昨年度の申請データを活用し、入力事務
の効率向上を図る。

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度末までの事業計画

次年度の発行事務を円滑に行うため、今年度の申請者宛に更新手続きの案内
を送付する。それに併せ、ホームページに更新専用フォームを作成し、年度
当初の事務負担軽減を図る。

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

7,702,000 7,003,290 698,710

平成２８年度 進捗状況及び成果

課題と解決に向けた取り組み

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

中学生以下の子どもが３人以上いる世帯の申請に基づき、多子世帯子育て応
援カードを発行し、市内の社会教育施設や社会体育施設１８施設の利用料を
減免することにより多子世帯の経済的負担を軽減し、子どもたちの健やかな
成長に寄与することを目的とする。

平成２８年度 事業開始月及び終了月

H28～H99 平成28年4月～平成29年3月

平成２８年度予算額（円）

3
事業名： 多子世帯子育て応援支援費 担当：

多子世帯子育て応援カードの発行について、対象世帯の拡大（中学生以下の制限
緩和など）や利用料減免額（率）の引き上げなどの支援内容の充実に取り組むと
ともに、対象となる多子世帯が公平に利用できるよう、事業の周知・管理の強化
を求める。

2 備考№ 2(9)

児童課

多子世帯子育て応援カードの発行申請については、児童課窓口のほか、ホー
ムページからも申請できるようにした。また、子ども家庭課窓口においても
児童手当の手続きの際に、制度を案内することによって周知を図った。
多子世帯子育て応援カード発行件数　９１０件
利用実績　５，４２６件（１９，６５４人）

市政報告書ページ 149

健康福祉部 決算書ページ 156～159 3



№ 333 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

3

自立支援課 市政報告書ページ 127

健康福祉部 決算書ページ 146～149 1

平成２８年度 事業開始月及び終了月

平成２８年度予算額（円） 平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

成年後見制度利用支援事業費事業名：

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

今後、成年後見制度の必要性が増大すると思われるため、更なる制度・事業の周
知を図られたい。また、一層の支援事業充実を図るため、近隣市や成年後見セン
ターとの連携を強化されたい。

8 備考№ 7(6)

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度末までの事業計画

担当：

平成12年～ 平成28年4月～平成29年3月

　
  成年後見人等の報酬　０件
　市長申立　　　　　　１件
  (精神科病院入院中の精神障害者女性46歳の2人暮らしの父親が死亡したた
め登記手数料等の経費を支出）

　今後、権利擁護の啓発が進んでいけば、対象となるケースの相談も増加す
ると予想される。委託相談や計画相談支援事業所の相談員にも手続きにおけ
る支援をお願いしスムーズに行えるようにする。また、藤枝市社協に設置さ
れた成年後見センターを有効に活用し、成年後見の必要性を広めていく。

300,000 12,760 287,240

 平成24年度から地域生活支援事業費補助金において必須事業として追加さ
れたが、制度については障害者、相談支援事業者等に幅広く周知されていな
いため利用が低調である。平成28年度は、制度の内容について、藤枝市地域
自立支援協議会相談支援部会において相談支援員を対象に研修を開催し、制
度の浸透を図った。

 知的・精神障害などで判断能力が十分でない障害者の財産管理、福祉サー
ビスや施設利用の契約、遺産分割等を行う後見人に対して、申し立てに必要
な経費（登記手数料、鑑定費用等）や後見人等報酬を補助することにより、
成年後見制度の利用促進を図る。
障害福祉サービスの観点から、成年後見制度の利用を支援し障害者権利擁護
を図ることを目的とする。
 【第４期藤枝市障害福祉計画成果目標】 　　Ｈ２８年度　８人

課題と解決に向けた取り組み

平成２８年度 進捗状況及び成果



№ 376 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

市政報告書ページ 146

健康福祉部 決算書ページ 156～159 3 3
事業名： れんげじスマイルホール運営費 担当：

れんげじスマイルホールの開設は、「子育てするなら 藤枝」のイメージアップ
につながったことは平成28年度の実績からも感じられるところであるが、今後
は、市内利用者の割合を増やすことを求める。また、平成28年度では３歳以下の
利用者が６割であったが、将来この子供たちが成長した後も、妹や弟と一緒に利
用できるような環境を整備されたい。

2 備考№ 2(2)

児童課

　プレイゾーンの利用と合わせてスポーツゾーンの教室へ参加することで、
年齢に応じた身体づくりと運動の習慣づけにつながっている。
　また、利用者の半数が市外ということで、「子育てするなら藤枝」の
イメージづくりにつながっている。
　プレイゾーン年間利用者数　　　　133,949人
  スポーツゾーン貸出し利用者数　　  4,502人

課題と解決に向けた取り組み

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

藤枝ならではの子育て支援施設として、次代を担う子どもたちに運動の習慣
付け、強い身体づくりをサポートすることを目的とする。
・「プレイゾーン」では、いろいろな遊具で自由に遊べるゾーン。
・「スポーツゾーン」では、子どもや親子で参加する運動教室を実施。
　また、休場日及び夜間は、スポーツ団体等へ貸し出し、市民スポーツなど
の利用をしている。
　◎数値目標　プレイゾーン年間利用者　６万人

平成２８年度 事業開始月及び終了月

H28～H99 平成28年4月～平成29年3月

平成２８年度予算額（円）

　年間利用児童数の概ね6割が3歳以下の乳幼児であるため、平成２９年度に
おいて遊具を購入し、乳幼児を対象とした遊具の充実を図る。
　また、今後の運営状況を確認し、指定管理についての検討を行う。

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度末までの事業計画

　遊びと運動の習慣づけを行い、子どもの育みを支援し、子育てするなら藤
枝のイメージ定着を図る。
　また、プレイゾーンを活用し、「遊びの効果検証事業」を産業大学、㈱
ティップネスと連携して行うことでより付加価値のある施設としていく。

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

26,840,000 26,742,670 97,330

平成２８年度 進捗状況及び成果



№ 412 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

　しずてつＩＣカード（ルルカカード）に入金するための3,000円分の
チャージ券を交付しているが、藤枝駅か岡部営業所に手続きに行かなければ
ならないため交付率が伸びない。
　ルルカカード以外での交付方法も検討する。

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度末までの事業計画

交付予定人数　3,166人（対象者　6,495人）
　平成28年度中にしずてつのルルカカードが電子マネー化されたため、しず
てつジャストライン運行分は、平成29年度からは紙の回数券に変更し、100
円券30枚綴りの3,000円分として交付する。

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

10,000,000 5,679,044 4,320,956

平成２８年度 進捗状況及び成果

対象者数　5,893人
交付者数　1,945人
交付率　　33.0％

課題と解決に向けた取り組み

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

　高齢者の生活圏拡大及び社会参加の促進を図るため、４月１日現在で満７
０歳以上の高齢者に路線バスの乗車券等（ＩＣカードチャージ券、自主運行
バス回数券、生きがいデイサービス利用券のいずれか）を交付する。
　対象者：介護保険料所得段階１～３（市民税非課税世帯）の者。
　　　　　要介護４及び５と認定された者及び介護老人福祉施設等に
　　　　　入所等している者は対象外。

平成２８年度 事業開始月及び終了月

H5～H99 平成28年5月～平成29年2月

平成２８年度予算額（円）

3 2
事業名：

高齢者路線バス乗車券等交付事業
費

担当：

高齢者路線バス乗車券の交付について、路線バスを利用できない地域や、バス停
までの遠距離による不便さなどの問題で、利用者の増加が見込まれない状況であ
るならば、事業内容を見直すことが必要と考える。さらに利用しやすい申請方法
やデマンドタクシー等にも利用できる制度等についても十分に検討されたい。

1 備考№ 2(9）

介護福祉課 市政報告書ページ 134

健康福祉部 決算書ページ 152～153



№ 415 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

市政報告書ページ 135

健康福祉部 決算書ページ 152～153 3 2
事業名： 敬老の日記念事業費 担当：

敬老の日記念事業の原資は、「社会福祉基金」より賄われているが、今後、数年
間でこれが枯渇する見込みであることを踏まえ、財源の確保と事業の見直しを早
急に検討する必要がある。各地域の事情にもよるが、敬老会祝賀事業を丁寧に
行っている地域がある一方、交付金を対象者に配付するだけの地域もあることか
ら、現在の補助金交付の方法や適切な対象年齢など、市民から意見等を聴取する
機会を設け、事業効果を検証のうえ検討されたい。

1 備考№ 2(12）

介護福祉課

市敬老会参加者　527人
地区主催敬老会対象者（75歳以上）　20,555人
敬老祝金対象者　75歳　1,812人、88歳　723人、100歳　29人、
　　　　　　　　108歳 　1人、県内最高齢（110歳）　1人
元気はつらつシニア大賞　11人

課題と解決に向けた取り組み

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

　敬老月間において、７５歳を対象に市主催敬老会、７５歳以上を対象に地
区敬老祝賀行事、また、米寿や百歳、茶寿等の高齢者への祝賀訪問、長寿祝
金支給、「元気はつらつシニア大賞」を実施する。

平成２８年度 事業開始月及び終了月

H99～H99 平成28年6月～平成28年9月

平成２８年度予算額（円）

　高齢化が進み対象者が増加していくので、事業効果の検証を行い、より効
果的、効率的に実施できるよう検討する。 □拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度末までの事業計画

対象予定者
地区主催敬老会対象者（75歳以上　22,258人）
敬老祝金対象者　75歳　1,914人、88歳　743人、100歳　41人、
　　　　　　　　111歳　1人

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

54,654,000 54,547,086 106,914

平成２８年度 進捗状況及び成果



№ 419 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

　高齢化率に反して老人クラブへの加入率が年々減少している。また、役員
の担い手不足から、単位老人クラブも年々減少している。
　６５歳になった方を対象に実施している介護保険制度説明会において、老
人クラブのリーフレットを配布し、加入を呼び掛けている。

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度末までの事業計画

①老人クラブ連合会　971千円　　②単位老人クラブ( 86)　4,954千円

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

5,925,000 5,828,480 96,520

平成２８年度 進捗状況及び成果

①老人クラブ連合会　　932,480円　②単位老人クラブ( 85)　4,896,000円

課題と解決に向けた取り組み

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

　高齢者人口の増加に鑑み、高齢者自らの知識や経験を生かし、生きがいと
健康づくり、自立支援と介護予防を積極的に行うための老人クラブ活動に対
して運営支援する。

平成２８年度 事業開始月及び終了月

H99～H99 平成28年4月～平成29年3月

平成２８年度予算額（円）

3 2
事業名： 老人クラブ補助金 担当：

高齢社会が進展する中で、高齢者により自主運営されている「老人クラブ」は、
社会貢献の上からも大きな実績を残しているが、会員加入率が低下している現状
においては、高齢社会を支えていく観点から、危機感を持って対応する必要があ
る。「老人クラブ」加入率低下の要因の一つには、同様の事業展開がなされてい
る「ふれあいサロン」の影響が大きいと思われることから、「ふれあいサロン」
のあり方についても再確認する必要がある。限られた財源を有効に活用する中
で、「老人クラブ」の運営の健全化を図るため補助金を拡大するなど、経済的支
援を強化する一方、「ふれあいサロン」との役割分担を明確にし、両組織が共
存・両立できる方策を検討されたい。

1 備考№ 7(1）

介護福祉課 市政報告書ページ 137

健康福祉部 決算書ページ 152～155



№ 444 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

188
事業名： 妊娠・出産包括支援費

4 3(4)

健康推進課

　妊娠期から子育て期の様々な不安や悩みなどに円滑に対応するため、専従
の職員（保健師）を配置し、全ての妊産婦の状況把握や、継続的な支援が必
要な妊産婦の個別支援計画の作成など、きめ細かい支援を実施する。また、
地域の身近な相談支援の窓口となる子育て支援センターの積極的な利用を勧
めるなど切れ目のない支援を行う。

数値目標：個別支援計画作成　30件

1

市政報告書ページ

2174～175健康福祉部健やか推進局 備考№決算書ページ

・個別支援計画作成31件
・市内および近隣市（焼津・島田市）の産科医と支援を必要とする妊産
　婦の情報や支援方法を共有するなど医療機関との連携を強化する。
・妊娠期から、子育てに関する身近な相談窓口として子育て支援セン
　ターの利用を促進する。

2,200,000 2,078,445 121,555

平成２８年度 進捗状況及び成果

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　母親が育児への不安や重圧などによる産後うつになることを防ぐため、出
産（退院）直後からのケア（産後ケア）による支援を検討する。
　全ての特定妊婦について、個別支援計画を作成している。特定妊婦となら
ない妊婦でも数回フォローしている場合は、個別支援計画を作成していこう
と考えているが、その選定基準について検討する。
　

妊娠期から子育て後までの様々な不安や悩みなどに対応するため、「子育て支援
センター」の活動体制の更なる充実を図りながら、安心して出産し、産後ケアの
充実にも努め、子育てできる環境の継続的な支援を行うなど、定着化を推進され
たい。

H28　～H99　 H28年4月～H29年3月

　専従の職員による全ての妊産婦の状況把握(999件）および継続支援が必要
な妊婦の個別支援計画の作成（20件）に加え、医療機関等との連携によりき
め細かな支援を実施した。また、保健師が妊婦の子育て支援センター利用に
同行（5回：延21人）し、妊娠期からの利用促進を行なった。
妊娠期から産後の生活を見据えた継続的な支援を行うことにより、妊産婦の
不安や悩みを軽減させ孤立を防ぐことができた。

課題と解決に向けた取り組み

平成２９年度末までの事業計画

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

平成２８年度 事業開始月及び終了月

平成２８年度予算額（円）



№ 504 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

平成２８年度 事業開始月及び終了月

“健康・予防日本一”ふじえだプロジェクトにより、市民への健康的な生活
習慣の動機づけと健康行動の定着を促すことが求められている。
そのため、ふじえだ健康スポット20選の周知を図るとともに、「楽しく歩い
て健康アプリ～あるくら～」のリリースにより、健康無関心層である働き盛
り世代へ、楽しく気楽に「歩く」ことを継続させ、健康行動への気づきを促
していく。

平成２８年度予算額（円）

ふじえだ健康スポット20選について、新たな魅力ある健康スポットの発掘や、既
存の健康スポットを活用した多様なコース設定、目立つ案内看板の設置や歩きや
すい道路整備等を推進し、市民の健康・予防に関する意識と健康スポットの認知
度の向上を図るとともに、シティ・プロモーションとしても本市の魅力を広く発
信していくよう求める。

H24～99 平成28年4月～平成29年3月

花回廊を巡る元気ふじえだ健康ウォーキング　10月22日開催　150人参加
ＪＲ東海さわやかウォーキング　4回誘致　延7,711人参加

ふじえだ健康スポット20選を活用したイベントを開催したことで、地域の賑
わいづくりに寄与した。また、健康スポット20選マップやポケットウォーキ
ングマップは引き合いも多く、シティ・プロモーションとしての効果も高
い。

課題と解決に向けた取り組み

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

ふじえだ健康スポット20選を巡り、触れたり、体感することで、楽しく健康
行動の意識啓発を図る例年の「元気ふじえだ健康ウォーキング」に対し、平
成29年度は、よりスポーツ性が高く運動効率が優れた「ノルディックウォー
キング」を取り入れることで、体験型の「元気ふじえだ健康ウォーキング」
として開催する。

1,850,000 1,190,459 659,541

平成２８年度 進捗状況及び成果

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度末までの事業計画

2(3)

健康企画課

ふじえだ健康スポット20選の活用と周知を図るため、10月22日に「花回廊を
巡る元気ふじえだ健康ウォーキング」を開催した。
環境フェスタ、歯の健康まつりやスポーツ＆健康フェスタへ積極的に出向き
健康スポット20選のＰＲを行った。
さらに、ＪＲ東海さわやかウォーキングを年4回誘致した。
市民の健康・予防の意識づけと地域の賑わいづくりの創出を目的とする。

1

市政報告書ページ

1172～173健康福祉部健やか推進局 備考№決算書ページ

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

180
事業名：

ふじえだ健康スポット２０選事業
費

4



№ 544 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6 平成２９年度末までの事業計画

　事業募集を４月３日から４月２８日まで行い、プレゼンテーション審査会
を５月２９日に開催して、本年度の採択団体を決定した。採択団体による１
年間の活動報告会を年度末に開催する。

1,500,000 852,000 648,000

平成２８年度 進捗状況及び成果

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２８年度 事業開始月及び終了月

　福祉施設等との更なる連携や、高齢者の移動手段の確保につながる公共交
通事業者との連携など、新たなモデル事業の実施や、新規事業の可能性、継
続事業のバージョンアップ等が必要となる。また、商店街が高齢化の進む地
域の買い物環境を支えるという認識にたち、本制度の活用を含めた取り組み
を促すとともに、商店街組織にとらわれない、やる気のある個店同士の取り
組みも同様に促す必要がある。

平成２８年度予算額（円） 平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

H24～H99 平成28年4月～平成29年3月

　大手コンビニチェーン店による移動販売車による取組や、地域包括ケアの一環とし
て、介護老人福祉施設と複数の商店街・個店が連携した買い物環境改善の取組は、高
齢者などの買い物弱者の利便性の向上につながった。また、上伝馬商店街の「上伝馬
茶屋」の運営や、駅南商店街が地場産品等を月１回、文化センターで販売する「お日
まち処開催事業」は、高齢者に好評で、個店の販売力強化にもつながっている。これ
らの取組をメディア等を活用して情報発信したことで、本市の暮らしやすさを対外的
にＰＲできた。

課題と解決に向けた取り組み

高齢者などの買い物弱者の買い物環境の改善に取り組む団体の活動を支援するもの
で、プレゼンテーション審査会にて決定し、２８年度は、７団体の５事業を支援し
た。この制度は、県内初の取組として２４年度から開始し、高齢者などが買い物しや
すい環境づくりと、本市の「暮らしやすさ」を県内外に発信することも狙いとしてい
る。

■数値目標：藤枝型買い物支援サービス応援事業活用団体数【H28年度より累計】
目標値：５団体　　実績値：７団体

1

市政報告書ページ

2204～205産業振興部商業観光局

高齢化の進展とともに運転免許証の返納者が増加し、社会的弱者である交通弱
者・買い物弱者は、ますます増加するものと想定される中で、藤枝型買い物支援
サービス応援事業は大変重要であると認識しているが、移動販売者や小規模事業
者が、本事業から撤退せざるを得ない状況にもあり、解決すべき課題も多い。本
事業を必要としている市民の声を十分に聞き取り、商店街や福祉施設等との連携
強化、デマンドタクシーの利用拡大を検討するとともに、買い物サービスの会員
登録制度や、高齢者が使用するスマートフォンなどを活用した事業など、効果的
な事業を展開し、高齢者の買い物環境の整備を推進されたい。

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

備考№ 3(2)
担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

236
事業名：

藤枝型買い物支援サービス応援事
業費

7

商業観光課

決算書ページ



№ 545 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

市政報告書ページ 236

産業振興部商業観光局 決算書ページ 204～205 7 1
事業名： 空き店舗開業支援事業費 担当：

商店街を中心とした空き店舗対策は、喫緊の課題として捉えている。市内外に関
わらず、起業を考えている方を本市の空き店舗活用に導くためには、商工会議所
や商工会、また、宅地建物取引協会など、関係団体と連携し、常に店舗として利
用可能な空き店舗の実態を把握し、情報共有に努めるとともに、空き店舗のデー
タベースを活用してタイムリーで効果的な情報提供を図られたい。

2 備考№ 3(3)

商業観光課

　商店街等の空き店舗での開業を目指すチャレンジャーに、改装費支援を実
施することで、昼間の賑わいづくりと商業地の魅力向上を図った。

課題と解決に向けた取り組み

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用
　商店街等の空き店舗への新規出店を推進するため、開業する際の改装費の一部を支
援することで、開業時の負担を減らし、開業チャレンジをしやすくし、商業地の魅力
向上につなげることを目的としている。

■数値目標：開業チャンス！応援事業利用件数（店舗所有者利用分除く）【H28年度
より累計】
目標値：２人　　実績値：４人

平成２８年度 事業開始月及び終了月

H28～H99 平成28年4月～平成29年3月

平成２８年度予算額（円）

　対象となる物件の効果的な情報発信が活用のカギであるため、静岡県宅地
建物取引業協会等と連携し、情報発信力の強化に努めている。 □拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度末までの事業計画

　エフドアや静岡県宅地建物取引業協会等と連携した情報発信力の強化によ
り、本制度の活用を図り、商店街等の空き店舗への新規出店を加速させてい
く。

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

2,000,000 1,375,000 625,000

平成２８年度 進捗状況及び成果



№ 581 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6 平成２９年度末までの事業計画

　重点実施地区において、農業者・農地所有者との話合いや地元説明会等を
実施しながら、事業の進捗を図る。
【重点実施地区】
　○瀬戸谷・稲葉地区　2.0ha（茶園）
　○仮宿地区          5.0ha（水田）
　○大洲地区          3.0ha（水田）
　○岡部地区          5.0ha（茶園）

1,500,000 533,544 966,456

平成２８年度 進捗状況及び成果

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２８年度 事業開始月及び終了月

　農地中間管理事業がスタートして間もないため、まだまだ農業者や農地所
有者に対する制度自体の周知度が低い。
　このため、農地中間管理機構やＪＡ大井川、農業委員会等との連携を強化
しながら、関係者への事業ＰＲを行うとともに、これまでの貸付制度であ
る、市の「利用権設定等促進事業」やＪＡ大井川の「農地利用円滑化事業」
の契約満了による更新時において、農地中間管理事業への転換を推奨し、農
地中間管理事業の推進を図っていく。

平成２８年度予算額（円） 平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

H27～H99 平成28年４月～平成29年３月

　農地中間管理事業による農用地の貸付について、上当間・下当間、仮宿、
大洲地区を重点実施地区として、地元説明会を開催し、農地所有者への理解
を深めることで、農業者への農地の集積・集約化を図った。
【重点実施地区における貸付実績】
　○上当間・下当間地区　９筆： 1.4ha
　○仮宿地区　　　　　　79筆： 4.0ha
（○大洲地区     　　　 72筆：10.4ha）※平成29年度に手続完了

課題と解決に向けた取り組み

　農業者の高齢化や減少が進む中、農用地の効率的な利用による農業経営の
規模拡大や集団化を図るため、農地中間管理事業による農地の集積・集約化
を推進する。
　農地中間管理機構や志太榛原農林事務所、ＪＡ大井川、農業委員会等と連
携しながら、農用地の貸付希望者から借受希望者への貸付手続を実施してい
る。

1

市政報告書ページ

3190～191産業振興部

平成28年度の農地集積・集約化対策事業の取組の中で、特に仮宿地区における実
績は、大きな成果として評価するが、今後、農業従事者の高齢化が急速に進展
し、深刻な後継者不足の問題も加わり、優良農地が崩壊していくことが懸念され
るため、抜本的な対策を講じる必要がある。農業委員会との役割分担を明確にす
る中で、関係団体との連携を一層強化し、積極的な啓発活動に努めるとともに、
農業生産者の法人化や企業の参入など、多方面での対策を検討されたい。

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

備考№ 2(2)
担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

217
事業名： 農地集積・集約化対策事業費

6

農林課

決算書ページ



№ 696 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

市政報告書ページ 212

産業振興部商業観光局 決算書ページ 186～187 5 1
事業名： ＵＩＪターン就職促進事業費 担当：

ＵＩＪターン就職促進事業について、中部５市２町による「しずおか中部連携中
枢都市圏構想」を見据える中で、島田・焼津両市との志太三市が連携し、地域一
体となって取り組むことは、一層の事業効果が表れるものと思われる。内外に向
けて地元優良企業のＰＲに努め、首都圏からの人材確保を推進されたい。また、
全国的に人口減少問題への対応が課題とされ、今後、地域間競争・都市間競争が
ますます激化することが想定される中で、本市が指導的役割を果しながら、地元
企業と連携し、首都圏や中京圏など大都市圏での効果的な情報発信に積極的に取
り組まれたい。

1 備考№ 5(1)

商業観光課

・企業向けセミナーを開催し、いまどきの学生への自社ＰＲ法を伝授できた
・首都圏学生面接会を開催し、学生と地元企業の面接の場を効果的に設定できた
・地元企業と学生・保護者交流会を開催し、地域を支える企業のＰＲ機会を提供でき
た
・保護者セミナーを開催し、子どものＵターン就職を身近に考える機会を提供できた
・ＵＩＪターン企業面接会を開催し、学生に地元企業をＰＲできた

課題と解決に向けた取り組み

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

　島田市と連携し、藤枝市・島田市への若者や学生のＵＩＪターン就職を支
援するため、両市と両市の経済団体、ハローワークで志太２市連携ＵＩＪ
ターン就職促進協議会を設置し、地域が一体となって、若手人材や学生への
地元企業情報の提供などに努め、主に首都圏からの人材確保に向け、地元企
業とのマッチングを支援した。

平成２８年度 事業開始月及び終了月

H28～H99 平成28年4月～平成29年3月

平成２８年度予算額（円）

　より効果的にＵＩＪターン就職のＰＲを行うためには、焼津市も加え、志
太地域が一体で取り組む必要がある。 ■拡大　□継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度末までの事業計画

　引き続き島田市と連携し、両市の経済団体やハローワークと設置した志太
２市連携ＵＩＪターン就職促進協議会で、藤枝市・島田市への若者や学生の
ＵＩＪターン就職を支援する。主に首都圏や中京圏からの若手人材の確保に
向け、地元企業のＰＲに努め、人口増と産業の活性化を図る。

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

1,000,000 1,000,000 0

平成２８年度 進捗状況及び成果



№ 785 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6 平成２９年度末までの事業計画

本年度より新築住宅への移住についても助成の対象とし、子育てファミリー
の移住を促進させる。

5,000,000 3,462,000 1,538,000

平成２８年度 進捗状況及び成果

■拡大　□継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２８年度 事業開始月及び終了月

市外に居住する子育てファミリーに対し、事業の周知を図ることに課題があ
る。このため、宅地建物取引業協会等に事業の周知を図るとともに、ホーム
ページに助成事業の案内を掲載した。

平成２８年度予算額（円） 平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

H28～H33 平成28年7月～平成29年3月

市外からの移転により、本市の世帯数及び人口が、５世帯20人（うち子ども
11人）増加し、人口対策に寄与した。

・移転費助成　　5件
・改修費助成　　4件
（前住所地　焼津市、牧之原市、浜松市、掛川市、鹿児島県奄美市）

課題と解決に向けた取り組み

市外に住む子育てファミリー世帯が市内の空き家に移転する際に要する移転
費用及び建物改修費用の一部を助成する。本市への移住・定住を図り、空き
家の利活用を助成制度により促進させる。
①移転費助成　補助率1/2（上限額50万円）
②改修費助成　補助率1/2（上限額50万円）

4

市政報告書ページ

1222～223都市建設部

子育てファミリー移住促進事業について、市外に居住する対象者に対し、事業の
周知と一層の情報提供に努めるとともに、本市の定住人口増と空き家対策の強化
につながるよう助成額の増額など制度の充実を図られたい。

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

備考№ 5(1)
担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

273
事業名： 子育てファミリー移住促進事業費

8

建築住宅課

決算書ページ



№ 791 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

耐震対策をあきらめた世帯、自分の住まいは大丈夫と考えている無関心層が
まだ多いことが課題であり、それらの方々に繰り返し地震対策の必要性を訴
えることが必要である。
このため民間の住宅相談員を派遣し、耐震対策の重要性と事業の周知を図り
耐震性の向上に努める。

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度末までの事業計画

・住宅相談支援事業を2,000件実施
・耐震化啓発のダイレクトメールを1,500件送付
・職員による戸別訪問の啓発を400件実施
わが家の専門家診断事業の250件の実施を目指し、耐震補強工事の実施へ誘
導する。

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

82,292,000 69,331,000 12,961,000

平成２８年度 進捗状況及び成果

平成28年度末までの累計件数
①わが家の専門家診断事業　3,655件
②木造住宅耐震補強事業　　1,239件

　平成28年度末の住宅の耐震化率は87.0％と推計され、前年度末から0.9％
上昇し、耐震化が進み大規模地震に対する住宅の安全性が向上した。

課題と解決に向けた取り組み

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入） 以下、決算特別委員会　決算審査用

昭和５６年以前の旧耐震基準で建築された住宅・建築物の耐震性を助
成制度により向上させる。
木造住宅耐震補強工事費助成（上限額　高齢者のみ世帯　95万円等）

大規模地震による人的被害及び経済被害を軽減するため、平成３２年
度末までに住宅の耐震化率を９５％以上とする。

平成２８年度 事業開始月及び終了月

H23～H99 平成28年4月～平成29年3月

平成２８年度予算額（円）

8 4
事業名：

【社会資本整備総合交付金】
住宅・建築物耐震改修事業費

担当：

住宅・建築物耐震改修事業について、平成32年度末の住宅耐震化率95%以上の目
標に向け、関心の低い市民に対して、耐震対策の重要性を周知し理解を得ること
によって、耐震性の向上が一層図られると期待する。特に、経済的に余裕のない
世帯や所得が少ない高齢者世帯に対しては、住宅内部耐震対策事業等を推進し、
市民が理解し行動できるような啓発活動や働きかけを展開されたい。

2 備考№ 1(2)

建築住宅課 市政報告書ページ 274

都市建設部 決算書ページ 222～223



№ 853 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6 平成２９年度末までの事業計画

　現状の処理対象世帯で事業を実施し、委託事業所の新たな脱臭装置による
臭気の改善状況を見極めて、平成30年度以降の実施地区拡大の準備を進め
る。
　併せて、全世帯を対象とした処理方法の方針を定めていく。

41,659,000 40,225,875 1,433,125

平成２８年度 進捗状況及び成果

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２８年度 事業開始月及び終了月

　
　生ごみ資源化を委託している事業所の臭気問題により実施世帯数が留まっ
ているため、改善に向けて指導を行っている。
　事業所はこれまで臭いが発生しないよう、処理過程の改善や産業廃棄物の
投入量を減らすなど臭気対策に努めているが、今後、新たな脱臭装置を年内
に設置する予定である。

平成２８年度予算額（円） 平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

H23～Ｈ99 平成28年4月～平成29年3月

　生ごみの分別については、平成28年度末で約11,000世帯で実施し、823.81
トンを資源化することができ、前年度比で18.64トン、2.3%の増となった。
　一方、燃やすごみは368.79トンの減となり、生ごみの水切り、一層の分別
意識の啓発等により、ごみの減量・資源の有効利用が図られた。

課題と解決に向けた取り組み

　循環型社会の構築のため、家庭系燃やすごみの約６割を占める生ごみを分
別・回収し、堆肥として再利用することにより資源の有効利用を図る。
　また、生ごみの分別回収を推進することで燃やすごみの減量を図り、建設
予定のクリーンセンターの施設規模をよりコンパクトにすることで、建設費
及び将来にわたる維持管理費の削減に繋げる。
【目標値】平成32年度：20,000世帯

2

市政報告書ページ

2180～181環境水道部

家庭系生ごみの分別収集は、燃やすごみの減量対策として極めて重要であるが、
今後の回収世帯の拡大については、現在の処理施設の臭気問題の解決が必須であ
る。平成32年度に20,000世帯の目標を達成し、さらに拡大していくためには、下
水道汚泥と混合したバイオガス化事業等、多角的な処理方法についての検討が必
要であり、抜本的な取組を求める。

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

備考№ 2(4)
担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

200
事業名： 家庭系生ごみ回収資源化事業費

4

生活環境課

決算書ページ



№ 887 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5 課題と解決に向けた取り組み

6 平成２９年度末までの事業計画

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

H22～H99 平成28年4月～平成29年3月

□拡大　■継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

〇エコファミリー宣言　1,455人　＜1,951人＞　　（累計25,852人）
　平成21年度から実施。環境フェスタのスタンプラリー参加や、節電チャレンジ等の
応募の際は宣言を必須にした。
〇わが家の節電“もったいない”夏　138件　＜103件＞
　　　　　　　　　　　　　　　冬　91件　＜140件＞
　平成23年度から実施。7～9月分、12～2月分の検針量を確認するキャンペーン。
〇もったいない電気みっけ隊　871人　＜883人＞
　平成21年度から実施。夏休みに実施後、学校を通して回収（回収率67％）。うち
25％の児童が「電気をいっぱい使うことがわかった」、18％が「意識すればもっと節
電できる」と答えた。（複数回答）
〇うちエコ診断　10世帯（定員10世帯）　＜10世帯＞
　平成23年度から実施。
●いずれも家庭単位での取組を促すことで、環境問題や省エネ・節電について家族で
考え、関心を深めるきっかけづくりができた。

2(5)備考№

省エネチャレンジ推進事業について、環境行動の習慣化や環境意識の高揚のため
には、すべての市民に対して「もったいない」を意識付けることが重要であり、
学校や家庭での事業への参画を通し、また関係機関との連携をさらに強化しなが
ら、啓発活動を推進されたい。

2,054,000 1,784,984 269,016

平成２８年度 進捗状況及び成果　　　　　　※＜＞内は27年度実績

平成２８年度 事業開始月及び終了月

環境政策課

平成２８年度予算額（円）

2

市政報告書ページ

2180～181環境水道部 決算書ページ 4

〇環境行動に対する意識が低い市民に対する呼びかけが難しい。現在は、節
電キャンペーンのポスターを関係機関に掲示してもらうほか、環境フェスタ
等のイベントの際に省エネチャレンジへの取組みを呼びかけている。

〇継続実施

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

200
事業名： 省エネチャレンジ推進事業費

〇家族単位でエコに取り組むことを宣言する「エコファミリー宣言」の推進と、資源
節約型ライフスタイルの定着を図る節電アクションキャンペーン「わが家の節電
“もったいない”夏・冬」、小学4年生が家庭内で節電する「もったいない電気みっ
け隊」、「うちエコ診断員」による「うちエコ診断」を実施し、節電による地球温暖
化防止行動の習慣化と市民の環境意識の高揚する。
　　総合計画数値目標「地球に優しい暮らしを実践している人数」
　　（エコファミリー宣言世帯（H22年度より累計））37,000人（H32）



№ 1027 平成２８年度事業評価・決算審査用調書

P. 款 項 目

P. ※この事業の決算書の款項目等を記入してください。

※事業が複数ある場合は、シートをコピーしてください。

1

● 平成３０年度 予算編成に向けて

2 事業実施期間

3

4

5

6

平成２８年度 事業開始月及び終了月

・謝礼について、要領上指導回数が50回以上の方は一律同じ金額となっているが、平成28年度
については年間92回指導を行った指導者の方もおり､謝礼の不均衡が課題となっている｡
・今後本腰を入れる「教員多忙化解消」施策との協調に向け、藤枝市の部活動をどうすべきか
を、本格的に考える転換点にきている。

平成２８年度予算額（円）

部活動外部指導者活用事業は、部活動の充実だけでなく教員多忙化解消にも大きく
寄与する事業であることから、地域における優秀な人材確保を目的に、外部指導者
の謝礼の見直しなど待遇改善について強く求める。

H15～H99 平成28年4月～平成29年3月

52人の指導者を部活動外部指導者として委嘱、中学校９校に派遣をし、指導実績にもとづいて
謝礼を支払った。
【種目及び指導者数】サッカー(7校9人)、バレーボール(2校2人)、剣道(5校9人)、バスケット
ボール(5校8人)、卓球(5校9人)、ソフトボール(1校1人)、ソフトテニス(6校9人)、軟式野球(1
校1人)、柔道(1校2人)、野球(2校2人)
【指導員内訳】男47人、女5人　平均年齢　約45歳　平均指導回数　約38.7回／人
市内在住者46人、市外在住者6人　平均指導時間　約5時間／回

課題と解決に向けた取り組み

平成２８年度決算額（円） 不用額（円）

中学校10校で70人の部活動外部指導者を派遣予定であるが、現在までのところ、９中学校に50
人の指導員を委嘱し、派遣している。
【種目及び指導者数（8月1日現在）】サッカー(8校9人)、バレーボール(1校2人)、剣道(5校8
人)、バスケットボール(6校6人)、卓球(4校9人)、ソフトボール(1校1人)、ソフトテニス(5校8
人)、軟式野球(1校1人)、柔道(1校1人)、野球(3校3人)、吹奏楽(1校2人)
【指導員内訳(8月1日現在)】男45人、女5人　平均年齢　約43歳　市内在住者39人、市外在住
者11人

1,000,000 827,500 172,500

平成２８年度 進捗状況及び成果

■拡大　□継続　□縮小　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

平成２９年度末までの事業計画

2.(2)

教育政策課

藤枝市立中学校の部活動の指導の充実を図るために、外部指導者を派遣している。
中学校部活動の指導に外部指導者の活用を図り、地域社会との連携を深めた部活動の推進を図
ることを目的とする。
・派遣校：部活動の指導に外部指導者を活用する必要があると校長が判断し、かつ校長が推薦
する外部指導候補者がいて、派遣を希望する中学校。
・指導内容：実技指導を補完する。指導に当たっては顧問教員参加のもとに行うことを原則と
する。
・派遣人数：原則として１部活につき３人以内
・謝礼：年間指導回数の実績により、予算の範囲内で支給する。
　５回以上１０回未満：２，５００円（年額）
　１０回以上２０回未満：５，０００円（年額）
　２０回以上３０回未満：１０，０００円（年額）
　３０回以上４０回未満：１５，０００円（年額）
　４０回以上５０回未満：２０，０００円（年額）
　５０回以上　：２５，０００円（年額）

3

市政報告書ページ

2246～247教育部 備考№決算書ページ

平成２８年度 事業内容及び目的（数値目標があれば記入）

担当：

以下、決算特別委員会　決算審査用

324
事業名： 部活動外部指導者活用事業費

10
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