
 

令和３年度磐⽥市当初予算 

優先施策（新規・拡充事業） 
 

 

 

 

 

 

 
 

財 政 課 

令和３年２⽉ 

記者発表資料

資料2



 ①「総合⼒ナンバーワンを⽬指したまちづくり」 

 ②「持続可能な⾏財政基盤の確⽴」 

 ③「将来を⾒据えた成⻑・発展の基盤づくり」 

　ここでは、令和３年度磐⽥市当初予算（案）の中から、主に新規事業や拡充事業を中⼼に取り上げた
事業を4つの優先施策に分けて紹介します。

総合⼒ナンバーワンを⽬指したまちづくり 持続可能な⾏財政基盤の確⽴ 将来を⾒据えた成⻑・発展の基盤づくり

令和３年度磐⽥市当初予算

優先施策（新規・拡充事業）

令和３年度　市政の重点⽬標

優先施策（新規・拡充事業）の紹介

　磐⽥市では、どの分野においてもバランスよく発展した「総合⼒ナンバーワン」のまちを⽬指し、令和３年度当
初予算の基本⽬標を、「より暮らしやすい磐⽥市へ  市⺠第⼀で、さらに挑戦する磐⽥」  とし、この基本
⽬標を推進するため、令和３年度は、市政の重点⽬標として次の３点を設定しました。令和３年度磐⽥市
当初予算（案）は、これを踏まえて作成しています。

　　　　　まちづくりは⼈づくり、地域づくりの考えのもと、市⺠の⽣活に密着した取り組みを進め、全体のバランスのとれた、
　　　　「総合⼒ナンバーワンのまち」を⽬指します。

　　　　　⼈⼝減少や新型コロナウイルス感染症の影響など、急激な社会情勢の変化にも対応できる⾏政の体質、
　　　　組織のあり⽅、財政の仕組みを構築します。

　　　　　次の時代へ引き継ぐための成⻑戦略、将来の発展につながる取り組みを⼀つひとつ着実に実施します。

1 ⼦育て⽀援・
教育の充実

2 市⺠⽣活の安全
・安⼼の確保

3 地域づくりの推進
と福祉の充実

4 産業の育成と
都市基盤の整備
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　 ※「◎」がついた事業は、新規事業です

○中⼩企業等の資⾦繰りへの⽀援継続

○茶園から他作物への転換⽀援
◎アニメーションを活⽤した観光PR

◎ジュビロ磐⽥のJ1復帰を⽀援し地域を元気に 

○（仮称）磐⽥市⾃治基本条例の制定

　（ふるさと納税を活⽤したクラウドファンディングの実施）

産業の育成と都市基盤の整備

⼦育て⽀援・教育の充実 市⺠⽣活の安全・安⼼の確保 

地域づくりの推進と福祉の充実

◎市税等収納におけるＰａｙ払い導⼊

○⽣活困窮者への就労準備⽀援体制の強化
○学習チャレンジ⽀援事業の受⼊拡⼤
○看護⼩規模多機能型居宅介護施設整備への⽀援
○遠江国分寺跡公園整備⼯事の本格化

○（仮称）磐⽥市⽂化会館の整備推進

◎オフィスの⽴地に対する補助制度の創設

○今之浦公園・今之浦市有地の公園整備完了

○安久路公園⼤型遊具の更新

○新磐⽥スマートインターチェンジの完成・供⽤開始

○中⼩企業等の新製品開発・販路開拓等への⽀援

○離職者の緊急雇⽤の継続

○東京2020オリンピック・パラリンピック関連イベントの実施

○防災備蓄ステーションの整備・完成

〇救急⾞の更新・はしご⾞のオーバーホール
〇緊急輸送路における橋梁耐震補強
○⼤島排⽔ポンプ場の建築⼯事に着⼿
◎磐⽥市⽴総合病院の施設整備

◎犯罪被害者等に対する⽀援
○ハザードマップの周知とマイ・タイムラインの普及促進 （網⼾設置・トイレ洋式化）

　ＧＩＧＡスクール構想のスタート

◎「⼦どものカルテ」のシステム化・包括的相談

○向陽学府における⼩中⼀体校基本計画の策定

○⺠間保育園施設整備への補助
○幼稚園・保育園・こども園の施設環境の改善

　ネットワークの整備

◎⼩中学⽣１⼈１台端末の導⼊による

（⼿術室増築・⼿術⽀援ロボットの導⼊）

○海岸堤防の整備推進

〇ながふじ学府⼩中⼀体校 グラウンド等の整備
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所管

1 こども未来
課

2 教育総務
課

3 教育総務
課

１．⼦育て⽀援・教育の充実
☆ 未来を担う⼦どもたちが優しくたくましく成⻑するよう、妊娠から出産、⼦育てまで継続した⼦育て⽀援の

充実を図るとともに、家庭や地域と連携して、⼦どもたちを守り育てるための教育施策を推進します。

（単位 千円）

項　　⽬
〔事業名〕 主な内容 予　算　額

向陽学府における小中
一体校基本計画の策定
〔新たな学校づくり整備事業〕

向陽学府における⼩中⼀体校整備に向け、
地域・保護者の代表等による検討会での協
議により作成した基本構想をもとに、基本計
画の策定を⾏う。

3,500

「子どものカルテ」のシス
テム化・包括的相談ネッ
トワークの整備
〔児童虐待防止事業〕

児童虐待・DV・引きこもりへの対応が社会
問題となる中、こども、⼥性、若者の相談情
報や⺟⼦保健の情報を⼀元的にシステム管
理することで、関係機関との情報共有と連携
強化を図り、悩みを抱える家庭や発達に⼼
配のある児童の早期発⾒・早期対応につな
げる。

24,743

令和３年４⽉に開校するながふじ学府⼩中
⼀体校について、令和３年度は豊⽥中学校
校舎を解体し、グラウンド等の整備を⾏う。

ながふじ学府小中一体
校 グラウンド等の整備
〔ながふじ学府新たな学校づくり整
備事業〕

586,251

1.ながふじ学府⼩中⼀体校 グラウンド等の整備
（写真は完成した校舎・ながふじホール）

新規
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所管

4 学校教育
課

5 幼稚園保
育園課

6 幼稚園保
育園課

7 都市整備
課

幼稚園・保育園・こども
園の施設環境の改善
（網戸設置・トイレ洋式化）
〔公立保育園施設整備事業・幼稚
園施設整備事業〕

⼩中学⽣に１⼈１台の学習⽤端末を整備
し、⼀⼈ひとりに応じた個別最適化学習にふ
さわしいICT環境を構築し、主体的・対話的
で深い学びを創出するとともに、全ての⼦ども
たちの学びを保障できる環境を実現する。
⼩４ 中３は４⽉から、⼩１ ⼩３は９
⽉からスタートする。

138,023

安久路公園大型遊具の
更新
〔公園施設長寿命化事業〕

安久路公園の⽼朽化した遊具を撤去し、多
様な⼦どもたちが年齢や⾝体能⼒に関係な
く、それぞれのペースで遊ぶことができる遊具を
新たに設置する。

40,000

（単位 千円）

項　　⽬
〔事業名〕 主な内容 予　算　額

幼稚園・保育園・こども園のトイレの洋式化
や、感染症対応も踏まえた網⼾設置を⾏う
ことで、教育・保育環境の改善を図る。

民間保育園施設整備へ
の補助
〔民間認可保育園施設等整備事
業〕

保育ニーズに対応した受け⼊れ体制のさらな
る充実を図るため、⻯洋⻄保育園と⻯洋北
保育園を統合した⺠間保育園の施設整備
に対する補助を⾏う。

399,923

小中学生１人１台端末
の導入によるＧＩＧＡス
クール構想のスタート
〔ＧＩＧＡスクール構想推進事業（小
学校）・（中学校）〕

9,224

5.⺠間保育園施設整備への補助
（令和２年度に開園した広瀬こども園）

4.⼩中学⽣１⼈１台端末の導⼊による
ＧＩＧＡスクール構想のスタート

（タブレット端末を活⽤した授業の様⼦）

新規
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所管

1 危機管理
課

2 農林⽔産
課

3
警防課
消防総務
課

4 道路河川
課

緊急輸送路における橋
梁耐震補強
〔橋梁補修事業（耐震補強）〕

地震津波対策アクションプログラムに基づき実
施している緊急輸送路における橋梁耐震補
強について、令和３年度は市道⻄之島岩井
線の浮宮橋の耐震補強を実施する。

94,900

防災備蓄ステーションの
整備・完成
〔防災備蓄ステーション整備事業〕

近年、⾵⽔害や地震等の⾃然災害が頻発
している状況を踏まえ、豊⽥⽀所を改修し、
防災資機材備蓄の拠点施設及び⼤規模災
害時に国等からの⽀援物資の受⼊・搬出の
拠点施設として整備することにより、防災⼒
の強化を図る。

海岸堤防の整備推進
〔海岸堤防整備事業〕

209,996

第４次地震被害想定レベル２（想定津波
⾼最⼤約12m）の津波に対応する海岸堤
防の整備を引き続き推進する。
令和３年度は、⻯洋海洋公園⼯区、防災
林⼯区については引き続き本体⼯事を進め
るとともに、海岸保全⼯区については、⼯事
⽤道路造成、⽴⽊伐採等を⾏う。

996,944

２．市⺠⽣活の安全・安⼼の確保
☆ ⾃助・共助・公助の考え⽅のもと、地震や豪⾬等、頻発する⾃然災害に対する防災・減災対策を進める

とともに、消防・救急体制の充実、防犯、交通安全対策を推進します。

（単位 千円）

項　　⽬
〔事業名〕 主な内容 予　算　額

救急車の更新・はしご車
のオーバーホール
〔常備消防車両更新事業・常備消
防車両維持管理事業〕

市⺠の⾝体・⽣命・財産を守るとともに、多
種多様な消防需要に対応するため、磐⽥市
消防署に配備する災害対応特殊救急⾃動
⾞の更新及び導⼊から７年が経過したはし
ご付き消防⾃動⾞のオーバーホールを⾏う。

69,234

２.海岸堤防の整備推進
（R3.1⽉現在の福⽥地区の整備状況）

1.防災備蓄ステーションの整備・完成
（改修後のイメージ）
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所管

5 道路河川
課

6 病院総務
課
経営企画
課

7 広報広
聴・シティ
プロモー
ション課

8 地域づくり
応援課

ハザードマップの周知と
マイ・タイムラインの普及
促進
〔地域防災活動支援事業〕

ハザードマップの⾒⽅や、災害時の防災⾏動
を時系列で整理する「マイ・タイムライン」の作
成⽅法について、地域で防災講座を開催
し、防災意識の向上を図る。

326

犯罪被害者等に対する
支援
〔犯罪被害者等支援事業〕

犯罪の被害を受けた⽅が平穏な⽣活に戻れ
るよう、社会全体で⽀えることを⽬的に、⾒
舞⾦の⽀給や住居など⽇常⽣活の⽀援を
⾏うとともに、犯罪被害者等⽀援計画の策
定を進める。

600

大島排水ポンプ場の建
築工事に着手
〔下水道事業会計〕

豊浜地区の浸⽔対策を推進するため、令和
３年度はポンプ場の建物及び構築物の⼯事
を進める。（令和６年度完成予定）

172,600

磐田市立総合病院の施
設整備（手術室増築・手
術支援ロボットの導入）
〔病院事業会計〕

地域住⺠が安⼼して暮らせるよう、必要な医
療提供体制・医療機能の充実を図るため、
⼿術室を増築し、新たに⼿術⽀援ロボットを
導⼊する。

1,103,500

（単位 千円）

項　　⽬
〔事業名〕 主な内容 予　算　額

3.救急⾞の更新・はしご⾞のオーバーホール

4.緊急輸送路における橋梁耐震補強
（⼯事予定の浮宮橋）

新規

新規
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所管

1 ⽂化振興
課

2 スポーツ
振興課

3

スポーツ
振興課
広報広
聴・シティ
プロモー
ション課

4 地域づくり
応援課

東京2020オリンピック・
パラリンピック関連イベ
ントの実施
〔戦略的スポーツイベント活用事
業・シティプロモーション推進事業〕

今夏に開催が延期となった東京2020オリン
ピック・パラリンピックの機運醸成を図るため、
聖⽕リレーへの対応や出場選⼿壮⾏会、パ
ブリックビューイングなど、各種イベントを実施
する。

5,526

（仮称）磐田市自治基本
条例の制定
〔（仮称）磐田市自治基本条例検
討事業〕

地域主体のまちづくりをさらに推進するため、
これまで検討を進めてきた「（仮称）磐⽥市
⾃治基本条例」の令和４年４⽉施⾏に向
け、パブリックコメント等を実施する。

783

（仮称）磐田市文化会館
の整備推進
〔（仮称）磐田市文化会館整備事
業〕

5,142,185

ジュビロ磐田のJ1復帰
を支援し地域を元気
に！（ふるさと納税を活用し
たクラウドファンディングの実

施）
〔ジュビロ磐田ホームタウン推進事
業〕

令和４年開館に向け、令和３年度も引き
続き建設⼯事を進めるとともに、舞台等の備
品の購⼊などを⾏う。

100,000

コロナ禍において市⺠⽣活が疲弊し、ホーム
タウン活動も制約される中、ジュビロ磐⽥のＪ
１復帰を応援することで、市⺠の元気を取り
戻すため、ふるさと納税を活⽤したクラウドファ
ンディングにより、「ジュビロ磐⽥J1復帰・地域
の元気づくり応援寄附⾦」を募り、ジュビロ磐
⽥に補助⾦として交付する。

３．地域づくりの推進と福祉の充実 
☆ 交流センターを拠点とした地域づくりやスポーツ・歴史・⽂化に親しむことができる環境づくりを進めるととも

に、住み慣れた地域で健康に安⼼して暮らせるように、福祉サービスや地域医療体制の充実を図り、地域
で⽀え合う体制づくりを進めます。

（単位 千円）

項　　⽬
〔事業名〕 主な内容 予　算　額

２.ジュビロ磐⽥のJ1復帰を⽀援し地域を元気に 
（ホームゲーム⼩学⽣⼀⻫観戦の様⼦）

1.（仮称）磐⽥市⽂化会館の整備推進
（R2.12⽉現在の様⼦）

新規

－7－



所管

5 福祉課

6 福祉課

7 ⾼齢者⽀
援課

8 ⽂化財課

9 収納課
国保年⾦
課

学習チャレンジ支援事
業の受入拡大
〔学習チャレンジ支援事業〕

⽣活困窮世帯の⼦どもに対する学習⽀援教
室の受⼊対象と⼈数を拡充し、⽀援の充実
を図る。

7,304

市税等収納における
Ｐａｙ払い導入
〔市税等徴収対策推進事業・賦課
徴収事業（国民健康保険事業特
別会計）〕

スマートフォン等によるPay払いに対応すること
で、キャッシュレス化による市⺠の利便性の向
上、納税しやすい環境の整備を進める。

860

⾼齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
に基づき、地域密着型サービス事業の施設
整備等を⾏う事業者に対し補助⾦を交付す
る。

61,363

遠江国分寺跡公園整備
工事の本格化
〔遠江国分寺跡整備事業〕

国の特別史跡としてふさわしい公園として再
整備を進めている遠江国分寺跡公園につい
て、造成⼯事など、本格的に現地⼯事に着
⼿する。

201,975

看護小規模多機能型居
宅介護施設整備への支
援
〔地域密着型サービス施設整備事
業〕

生活困窮者への就労準
備支援体制の強化
〔生活困窮者就労準備支援事業〕

新型コロナウイルス感染症の影響等による⽀
援対象者の増加を踏まえ、⽣活困窮者の⽇
常⽣活や社会⽣活における⾃⽴及び⼀般
就労への従事を進めるため、就労⽀援員を
増員し⽀援体制を強化する。

20,460

（単位 千円）

項　　⽬
〔事業名〕 主な内容 予　算　額

８.遠江国分寺跡公園整備⼯事の本格化
（整備イメージ）

９.市税等収納におけるＰａｙ払い導⼊

新規

－8－



所管

1 都市整備
課

2 都市整備
課

3 産業政策
課

4 産業政策
課

今之浦公園・今之浦市
有地の公園整備完了
〔今之浦市有地等公園整備事業〕

新たな交流、にぎわいづくりの拠点として整備
を進めている今之浦公園及び今之浦市有
地について、令和３年度は今ノ浦川に今之
浦公園と今之浦市有地をつなぐ歩道橋設置
⼯事等を実施する。

191,877

265,691
新磐田スマートインター
チェンジの完成・供用開
始
〔新磐田スマートＩＣ設置推進事業〕

令和３年初夏の供⽤開始に向け、アクセス
道路整備や周辺道路の舗装⼯事などを実
施する。

４．産業の育成と都市基盤の整備
☆ 既存産業の活性化や創業・新産業の創出などによる雇⽤の確保とともに、⽣活基盤や道路・公共交通

などのネットワークの整備を進めます。

（単位 千円）

項　　⽬
〔事業名〕 主な内容 予　算　額

製造業、農⽔産業に次ぐ第三の産業の柱を
創出するため、特に多くの⼥性が就職を希望
している事務職系の産業である第三次産業
に着⽬し、新たにオフィスを誘致するための補
助制度を創設することで、産業の活性化と交
流⼈⼝及び定住⼈⼝の増加を図る。

オフィスの立地に対する
補助制度の創設
〔オフィス立地推進事業〕

10,000

中小企業等の新製品開
発・販路開拓等への支
援
〔マーケティング支援事業〕

経済的・社会的環境の変化に直⾯している
中⼩企業等が新たな取り組みとして実施す
る、新製品・新サービスの開発や販路開拓な
どを⽀援するため「販売⼒強化補助⾦」を交
付する。

10,000

2.新磐⽥スマートインターチェンジの完成・供⽤開始
（R3.1⽉現在の様⼦）

新規

1.今之浦公園・今之浦市有地の公園整備完了
（R3.1⽉現在の様⼦）
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所管

5 産業政策
課

6 職員課

7 農林⽔産
課

8

経済観光
課
広報広
聴・シティ
プロモー
ション課

アニメーションを活用し
た観光PR
〔観光振興事業・シティプロモー
ション推進事業〕

本市を含めた静岡県内が舞台として登場す
る、キャンプを題材としたアニメーションを活⽤
し、モデル地を巡る誘客など、静岡県や浜松
市などとも連携しながら、本市のPRに取り組
む。

1,583

離職者の緊急雇用の継
続
〔会計年度任用職員給与費（緊
急雇用対策）〕

新型コロナウイルス感染症の影響により離職
等した市⺠への緊急雇⽤対策として、現在
実施している会計年度任⽤職員（道路河
川課直営班）の雇⽤・募集を引き続き⾏
い、⽀援を継続していく。

11,968

（単位 千円）

項　　⽬
〔事業名〕 主な内容 予　算　額

茶園から他作物への転
換支援
〔地域農業マスタープラン推進
事業〕

茶の需要が減少し茶⽣産者の経営がさらに
厳しくなっていることから、茶⽣産者の経営多
⾓化を促進するため、茶園からその他作物へ
の転換⽀援のための「茶園転換⽀援事業費
補助⾦」を交付する。

4,000

中小企業等の資金繰り
への支援継続
〔中小企業支援事業〕

中⼩企業等の資⾦繰りを⽀援する静岡県
制度融資「経済変動対策貸付資⾦」の「新
型コロナウイルス感染症対応枠」に係る利⼦
補給⾦について、令和２年度に設置した磐
⽥市経済変動対策貸付資⾦利⼦補給事
業基⾦からの繰⼊⾦を活⽤し、引き続き利
⼦補給を実施する。

134,000

7.茶園から他作物への転換⽀援 ８.アニメーションを活⽤した観光PR
（舞台となっている福⽥海岸）

新規
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施　　　　　策　　　　　名 所　管　課 電話番号
(0538)

◎「⼦どものカルテ」のシステム化・包括的相談ネットワークの整備 こども未来課（こども・若者相談センター） 37-2018
○向陽学府における⼀体校基本計画の策定 教育総務課（学府⼀体校推進室） 37-2115
○ながふじ学府⼩中⼀体校 グラウンド等の整備 教育総務課（学府⼀体校推進室） 37-2115
◎⼩中学⽣１⼈１台端末の導⼊によるＧＩＧＡスクール構想のスタート 学校教育課（指導Ｇ） 37-4921
○⺠間保育園施設整備への補助 幼稚園保育園課（総務Ｇ） 37-4858
○幼稚園・保育園・こども園の施設環境の改善（網⼾設置・トイレ洋式化） 幼稚園保育園課（総務Ｇ） 37-4858
○安久路公園⼤型遊具の更新 都市整備課（公園緑地Ｇ） 37-4806

○防災備蓄ステーションの整備・完成 危機管理課（危機管理Ｇ） 37-2114
○海岸堤防の整備推進 農林⽔産課（基盤整備Ｇ） 37-4813

警防課（救急企画室） 59-1717
消防総務課（総務企画Ｇ） 59-1119

○緊急輸送路における橋梁耐震補強 道路河川課（道路Ｇ） 37-4897
○⼤島排⽔ポンプ場の建築⼯事に着⼿ 道路河川課（河川Ｇ） 37-4993

病院総務課（施設物品Ｇ） 38-5116
経営企画課（企画財務Ｇ） 38-5119

◎犯罪被害者等に対する⽀援 広報広聴・シティプロモーション課（市⺠相談センター） 37-4746
○ハザードマップの周知とマイ・タイムラインの普及促進 地域づくり応援課（地域安全・交通政策Ｇ） 37-4751

○（仮称）磐⽥市⽂化会館の整備推進 ⽂化振興課（⽂化振興Ｇ） 59-3333
◎ジュビロ磐⽥のJ1復帰を⽀援し地域を元気に 
（ふるさと納税を活⽤したクラウドファンディングの実施） スポーツ振興課（スポーツ振興G） 37-4832

スポーツ振興課（スポーツ戦略室） 37-2116
広報広聴・シティプロモーション課（シティプロモーション推進Ｇ） 37-2275

○（仮称）磐⽥市⾃治基本条例の制定 地域づくり応援課（地域⽀援・⻘少年育成Ｇ） 37-4811
○⽣活困窮者への就労準備⽀援体制の強化 福祉課（⽣活相談Ｇ） 37-4797
○学習チャレンジ⽀援事業の受⼊拡⼤ 福祉課（⽣活相談Ｇ） 37-4797
○看護⼩規模多機能型居宅介護施設整備への⽀援 ⾼齢者⽀援課（事業給付Ｇ） 37-4869
○遠江国分寺跡公園整備⼯事の本格化 ⽂化財課（調査Ｇ） 32-9699
◎市税等収納におけるＰａｙ払い導⼊ 収納課（収納管理Ｇ） 37-4810

○今之浦公園・今之浦市有地の公園整備完了 都市整備課（公園緑地Ｇ） 37-4806
○新磐⽥スマートインターチェンジの完成・供⽤開始 都市整備課（⼯事Ｇ） 37-7174
◎オフィスの⽴地に対する補助制度の創設 産業政策課（企業⽴地推進Ｇ） 37-4904
○中⼩企業等の新製品開発・販路開拓等への⽀援 産業政策課（産業振興Ｇ） 37-4904
○中⼩企業等の資⾦繰りへの⽀援継続 産業政策課（産業振興Ｇ） 37-4904
○離職者の緊急雇⽤の継続 職員課（⼈事研修Ｇ） 37-4807
○茶園から他作物への転換⽀援 農林⽔産課（農林⽔産振興Ｇ） 37-4813

広報広聴・シティプロモーション課（シティプロモーション推進Ｇ） 37-2275
経済観光課（商業観光Ｇ） 37-4819

地域づくりの推進と福祉の充実 

産業の育成と都市基盤の整備

問合せ先（令和２年度の所管課）

⼦育て⽀援・教育の充実

市⺠⽣活の安全・安⼼の確保

○救急⾞の更新・はしご⾞のオーバーホール

◎磐⽥市⽴総合病院の施設整備
（⼿術室増築・⼿術⽀援ロボットの導⼊）

◎アニメーションを活⽤した観光PR

○東京2020オリンピック・パラリンピック関連イベントの実施
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