
実 施 計 画 目 次 

 

頁 担  当  課 事          業          名 頁 担  当  課 事          業          名 頁

1 消防本部 消防団車両整備事業 84 都市計画課 御殿場市景観行政推進事業 149

主要事業(分野)の概要 2 消防本部 消防団車両消防救急デジタル無線受令機整備事業 85 都市計画課 都市計画基本図更新事業 150

財政見通し（３か年） 3 消防本部 消防団活性化事業 86 都市整備課 （仮称）舟久保工業用地開発事業 151

総括表 5 農林整備課 東富士演習場内治山治水対策事業（３条：受託事業） 87 地籍調査課 地籍調査事業 152

13 農林整備課 緑地帯設置等事業 88 都市整備課 御殿場駅周辺活性化事業 153

課別とりまとめ表 19 道路河川課 河川改修事業（市単独事業分） 89 都市整備課 都市計画道路新橋茱萸沢線整備事業 154

担  当  課 事          業          名 頁 くらしの安全課 防犯まちづくり推進事業 90 都市整備課 都市計画道路新橋深沢線道路整備事業（市道0115号線） 155
商工観光課 観光ハブ都市づくり推進事業 26 くらしの安全課 市民相談事業 91 都市整備課 箱根乙女口広場・箱根乙女口線整備事業 156
商工観光課 御殿場のまつり等支援事業 27 くらしの安全課 交通安全推進事業 92 都市整備課 中心市街地整備事業（市道4242号線） 157
農林整備課 森林公園維持管理事業 28 管理維持課 交通安全施設整備事業 93 都市整備課 秩父宮記念公園整備事業（第2期） 158
商工観光課 富士山御殿場口新五合目公衆トイレ改築事業 29 学校教育課 発達障害児支援事業 94 都市整備課 （仮称）富士岡南部公園整備事業 159
商工観光課 産業立地促進奨励金事業 30 学校教育課 特別支援教育推進事業 95 都市整備課 公園施設改善事業 160
商工観光課 雇用創出促進事業 31 学校教育課 外国人英語指導者配置事業 96 都市整備課 緑化推進事業 161
農林整備課 高根西部塚原地区県営ほ場整備事業 32 学校教育課 多人数学級支援事業 97 都市整備課 「富士山桜いっぱいまちづくり」推進事業 162
農林整備課 御殿場深沢地区県営ほ場整備事業 33 社会教育課 青少年のための科学の祭典事業 98 企画課 玉穂地区市民の森づくり・クロスカ ントリーコース整備事業 163
農林整備課 市単独農業施設等整備事業 34 学校教育課 魅力ある学びづくり推進事業 99 市民協働課 地区広場改修事業 164
農林整備課 土地改良区交付事業 35 子ども育成課 幼稚園環境整備事業 100 教育総務課 地区児童屋内体育施設環境整備事業 165
農林整備課 土地改良区交付事業（ほ場整備事業） 36 教育総務課 小学校・中学校電子黒板整備事業 101 建築住宅課 建築物等地震対策事業 166
農林整備課 中清水地区県営ほ場整備事業 37 教育総務課 印野小学校校舎改築事業 102 建築住宅課 建築基準法第42条道路台帳整備事業 167
農林整備課 柴怒田・上小林地区県営ほ場整備事業 38 教育総務課 小学校環境整備事業 103 建築住宅課 市営住宅環境整備事業 168
農林整備課 農業・農村多面的機能支払交付金事業 39 教育総務課 小学校プール改築事業 104 建築住宅課 市営住宅建替事業 169

農政課 経営所得安定対策推進事業 40 教育総務課 中学校環境整備事業 105 道路河川課 地域計画関連道路整備事業 170

農政課 農業振興地域整備計画定期変更事業 41 学校給食課 学校給食センター施設改修事業 106 道路河川課 道路新設改良事業 171
農林整備課 林道整備事業 42 総務課 御殿場西高等学校創立５０周年記念事業 107 道路河川課 生活道路整備事業 172
商工観光課 経済対策助成事業 43 社会教育課 子ども読書活動推進事業 108 道路河川課 橋梁新設改良事業 173
商工観光課 商店街活性化事業 44 社会教育課 図書館図書整備事業 109 管理維持課 道路維持補修事業 174
商工観光課 経済対策おもてなし事業 45 社会教育課 図書館整備事業 110 管理維持課 道路台帳整備事業 175
商工観光課 アピールナウ御殿場事業（経済活力創出事業） 46 市民協働課 地区集会施設整備事業 111 新東名課 新東名高速道路関連事業 176
商工観光課 勤労者住宅建設資金貸付事業（利子補給事業） 47 文化スポーツ課 富士山の麓で歌う第九演奏会事業 112 企画課 バス交通活性化対策事業 177
子育て支援課 放課後児童健全育成事業 48 文化スポーツ課 市民会館ホール棟改修事業 113 企画課 地域公共交通網形成計画策定事業 178
社会教育課 放課後子ども教室（放課後子どもプラン）推進事業 49 文化スポーツ課 陸上競技場整備・改修（２種公認）事業 114 魅力発信課 広報紙「広報ごてんば」発行事業 179
子ども育成課 子育てこころ相談事業 50 文化スポーツ課 御殿場市体育館リニューアル改修事業 115 魅力発信課 コミュニティＦＭ活用事業 180
子ども育成課 公立保育園保育サービス評価事業 51 文化スポーツ課 御殿場市馬術・スポーツセンター整備改修事業 116 市民協働課 市民協働推進事業 181
子ども育成課 原里第2保育園グラウンド等整備事業 52 文化スポーツ課 中央テニスコート施設改修事業 117 市民協働課 男女共同参画推進事業 182
子育て支援課 子ども医療費助成事業 53 文化スポーツ課 東運動場施設改修事業 118 課税課 路線価評価事業 183
子ども育成課 私立幼稚園就園奨励事業 54 文化スポーツ課 野球等多目的グラウンド整備事業 119 課税課 固定資産課税資料整備事業 184
子ども育成課 ファミリー・サポート・センター事業 55 企画課 徳川氏御殿造営４００年記念事業 120 下水道課 企業会計移行事業 185
子ども育成課 地域子育て支援センター事業 56 社会教育課 勝間田清一伝発刊助成事業 121 財政課 市有固定資産台帳整備事業 186
救急医療課 小児医療等対策事業 57 社会教育課 巡礼路富士山御殿場口登山道等調査啓発事業 122 財政課 公共施設等総合管理計画推進事業 187
救急医療課 公的病院等運営費補助事業 58 社会教育課 （仮称）郷土資料館整備検討事業 123 下水道課 管渠長寿命化計画策定事業 188
救急医療課 第二次救急医療施設医療機器整備事業 59 市民協働課 姉妹都市訪問団交流事業 124 行政課 番号制度対応事業 189
救急医療課 第二次救急医療施設運営事業 60 総務課 本庁舎空調設備更新事業 125 行政課 資産管理システム導入事業 190
救急医療課 広域救急医療体制構築事業 61 市民協働課 地区集会施設整備事業（太陽光発電システム設置） 126 税務課 所得課税証明書のコンビニ交付事業 191
救急医療課 看護学校運営費補助事業 62 環境課 太陽光発電等新・省エネルギー機器設置費補助事業 127 市民課 駅前サービスセンター改修事業 192
介護福祉課 在宅医療・介護連携推進事業 63 環境課 環境教育推進・自然環境保全啓発事業 128 市民課 戸籍証明書のコンビニ交付事業 193
健康推進課 母子保健事業 64 農政課 農産物鳥獣被害防止対策モデル事業 129 下水道課 公設浄化槽整備事業PFI導入事業 194
健康推進課 不妊治療医療費助成事業 65 農林整備課 鳥獣被害防止対策事業 130 水道業務課 水道料金徴収等業務民間委託事業 195
健康推進課 市民健康づくり事業（成人保健） 66 環境課 第２次御殿場市環境基本計画・地球温暖化対策実行計画策定事業 131 行政課 サーバー統合化事業 196
健康推進課 感染症予防事業（予防接種事業・結核予防事業） 67 環境課 資源回収奨励事業 132 行政課 外部セキュリティ監査事業 197
健康推進課 感染症予防事業（高齢者予防接種事業） 68 リサイ クル推進課 新資源物(金属類、小型家電、ペットボトル)及び危険ごみ収集事業 133 議事課 議会映像等配信事業 198
介護福祉課 地域包括支援センター事業 69 リサイ クル推進課 ごみ収集運搬業務委託事業 134 人事課 人材育成事業 199
介護福祉課 高齢者健やか事業 70 リサイ クル推進課 粗大ごみ破砕事業 135 農林整備課 東富士演習場関連公共用施設整備事業（９条用排水路） 200
介護福祉課 「食」の自立支援事業 71 リサイ クル推進課 有機資源循環推進事業 136 道路河川課 特定防衛施設河川改修事業（９条） 201
介護福祉課 介護予防・日常生活支援総合事業 72 環境課 生ごみ処理機等助成事業 137 道路河川課 防衛施設関連道路整備事業（８条） 202
介護福祉課 シルバー人材センター運営補助事業 73 水道工務課 上水道配水管布設等整備事業 138 道路河川課 防衛施設関連道路整備事業（９条） 203
介護福祉課 認知症総合支援事業 74 水道工務課 上水道配水池築造等整備事業 139
社会福祉課 御殿場市障害者計画、御殿場市障害福祉計画策定事業 75 水道工務課 印野簡易水道整備事業 140
社会福祉課 障害者民間福祉施設運営費等補助事業 76 下水道課 下水道管渠整備事業 141 消防本部 高機能消防指令センター改修事業 204
社会福祉課 地域生活支援事業 77 下水道課 御殿場市公共下水道整備のための計画策定事業 142 消防本部 消防本部車両等更新整備事業 205
社会福祉課 タクシー券助成事業 78 下水道課 浄化槽設置事業 143 庶務課 斎場施設修繕整備事業 206
社会福祉課 障害者雇用促進対策事業 79 下水道課 公設浄化槽整備事業 144 施設課 ごみ焼却施設周辺整備事業 207
国保年金課 国保・後期高齢者保健事業 80 下水道課 御殿場浄化センター機器修繕事業 145 施設課 ごみ再資源化施設整備事業 208
危機管理課 自主防災活動推進事業 81 下水道課 御殿場浄化センター汚泥脱水施設増設事業 146 施設課 御殿場・小山ＲＤＦセンター解体・撤去事業 209
危機管理課 防災行政無線整備（更新）事業 82 下水道課 御殿場浄化センター施設周辺整備事業 147 衛生センター 衛生センター施設修繕整備事業 210

総務課 御殿場市庁舎東館建設事業 83 下水道課 御殿場浄化センター耐震化事業 148 消防本部 富士岡分署新築事業 211

項　　目

実施計画の位置付けと考え方・策定方針

実施計画掲載事業の体系図

（広域行政組合事業）


