
実　施　計　画　目　次
頁 担  当  課 事          業          名 頁 担  当  課 事          業          名 頁

1 国保年金課 後期高齢者受託事業 87 都市整備課 御殿場駅周辺活性化事業 156

2 危機管理課 自主防災活動推進事業 88 都市整備課 御殿場駅東西自由通路改修事業 157

3 危機管理課 防災行政無線整備（更新）事業 89 都市計画課 バリアフリー特定事業計画更新事業 158

4 危機管理課 災害情報共有システム導入・運用事業 90 都市整備課 都市計画道路新橋茱萸沢線整備事業 159

12 危機管理課 衛星データ防災活用事業 91 都市整備課 都市計画道路新橋深沢線（市道0115号線）道路整備事業 160

17 総務課 林業会館リニューアル事業 92 都市整備課 箱根乙女口広場・箱根乙女口線整備事業 161

担  当  課 事          業          名 頁 管財課 庁舎電話交換機統合事業 93 都市整備課 中心市街地整備事業（市道4242号線） 162

観光交流課 観光ハブ都市づくり推進事業 25 消防本部 消防団車両整備事業 94 公園緑地課 秩父宮記念公園整備事業（第2期） 163

観光交流課 インバウンド推進事業 26 消防本部 消防団活性化事業 95 公園緑地課 緑の基本計画策定事業 164

観光交流課 静岡県大型観光キャンペーン（デスティネーションキャンペーン）事業 27 消防本部 消防団資機材整備事業 96 公園緑地課 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 165

観光交流課 御殿場のまつり等支援事業 28 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） 97 公園緑地課 公園施設改善事業 166

観光交流課 ごてんば観光案内所リニューアル事業（アウトレット内） 29 農林整備課 緑地帯設置等事業 98 公園緑地課 緑化推進事業 167

観光交流課 観光地域づくり整備事業（東山・二の岡地区） 30 道路河川課 河川改修事業（市単独事業分） 99 公園緑地課 全国椿サミット御殿場大会事業 168

農林整備課 森林公園維持管理事業 31 くらしの安全課 防犯まちづくり推進事業 100 市民協働課 地区広場等改修事業 169

観光交流課 富士山御殿場口新五合目公衆トイレ改築事業 32 くらしの安全課 防犯施設整備事業 101 教育総務課 地区児童屋内体育施設環境整備事業 170

情報政策課 情報化推進事業（Ｗｉ－Ｆｉ環境整備事業） 33 くらしの安全課 市民相談事業 102 建築住宅課 建築物等地震対策事業 171

商工振興課 地域産業立地促進事業 34 くらしの安全課 交通安全推進事業 103 建築住宅課 空家等対策事業 172

商工振興課 雇用創出促進事業 35 管理維持課 交通安全施設（歩道等）整備事業 104 建築住宅課 市営住宅環境整備事業 173

農林整備課 御殿場深沢地区県営ほ場整備事業 36 学校教育課 発達障害児支援事業 105 建築住宅課 市営住宅建替事業 174

農林整備課 市単独農業施設等整備事業 37 学校教育課 特別支援教育推進事業 106 道路河川課 地域計画関連道路整備事業 175

農林整備課 土地改良区交付事業 38 学校教育課 外国人英語指導者配置事業 107 道路河川課 市道新設改良事業 176

農林整備課 中清水地区県営ほ場整備事業 39 社会教育課 青少年のための科学の祭典事業 108 道路河川課 生活道路整備事業 177

農林整備課 高根西部・一色地区県営ほ場整備事業 40 学校教育課 魅力ある学びづくり推進事業 109 道路河川課 橋梁新設改良事業 178

農林整備課 農業・農村多面的機能支払交付金事業 41 教育総務課 西中学校校舎改築事業 110 管理維持課 道路維持補修事業 179

農政課 神山・兎島地区農地集積・集約化推進事業 42 教育総務課 小学校環境整備事業 111 管理維持課 社会資本整備総合交付金事業（道路橋梁維持） 180

農林整備課 県営農地整備事業（通作条件整備保全対策型） 43 教育総務課 小学校プール改築事業 112 管理維持課 道路台帳整備事業 181

農政課 経営所得安定対策推進事業 44 教育総務課 中学校環境整備事業 113 道路河川課 新東名高速道路関連事業 182

農政課 地域農業活性化対策事業 45 教育総務課 教育ＩＣＴ環境整備事業 114 未来プロジェクト課 地域公共交通対策事業 183

農林整備課 林道整備事業 46 学校給食課 学校給食センター施設改修事業 115 魅力発信課 ふるさと納税制度推進事業 184

商工振興課 商店街活性化事業 47 社会教育課 子ども読書活動推進事業 116 魅力発信課 情報発信事業 185

商工振興課 アピールナウ御殿場事業 48 社会教育課 図書館図書整備事業 117 魅力発信課 広報紙「広報ごてんば」発行事業 186

商工振興課 設備投資促進事業 49 社会教育課 図書館等整備・（仮称）富士山市民のサロン整備事業 118 市民協働課 市民協働推進事業 187

商工振興課 要就労支援者相談事業 50 市民協働課 地区集会施設整備事業 119 市民協働課 地方創生まちづくり事業 188

商工振興課 勤労者住宅建設資金貸付事業（利子補給事業） 51 スポーツ交流課 オリンピック・パラリンピック推進事業 120 市民協働課 男女共同参画推進事業 189

子育て支援課 放課後児童健全育成事業 52 スポーツ交流課 南運動場施設改修事業 121 課税課 路線価評価事業 190

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 53 スポーツ交流課 東運動場施設改修事業 122 課税課 固定資産課税資料整備事業 191

子育て支援課 養育支援訪問事業 54 スポーツ交流課 御殿場市馬術・スポーツセンター施設改修事業 123 管財課 本庁舎等外部改修事業 192

保育幼稚園課 公立保育園保育サービス評価事業 55 市民協働課 国際交流派遣受入事業 124 税務課 所得課税証明書のコンビニ交付事業 193

保育幼稚園課 第二次御殿場市子ども・子育て支援事業計画策定事業 56 管財課 本庁舎空調設備更新事業 125 市民課 戸籍証明書のコンビニ交付事業 194

保育幼稚園課 保育園・幼稚園環境整備事業 57 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 情報政策課 コンビニ交付サービス拡充事業 195

子育て支援課 子ども医療費助成事業 58 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 上水道課 水道料金徴収等業務民間委託事業 196

保育幼稚園課 私立幼稚園就園奨励事業 59 未来プロジェクト課 エコガーデンシティ推進事業 128 企画課 第四次総合計画後期基本計画策定事業 197

子育て支援課 ファミリー・サポート・センター事業 60 環境課 環境教育推進・自然環境保全啓発事業 129 情報政策課 情報化機器維持管理費（サーバ統合化事業） 198

子育て支援課 子育て支援センター事業 61 農政課 農産物等被害防止対策事業 130 情報政策課 情報化推進事業（外部セキュリティ監査事業） 199

救急医療課 小児医療等対策事業 62 農林整備課 鳥獣被害防止対策事業 131 情報政策課 情報化推進事業（内部統合事務システム更新事業） 200

救急医療課 病院等産科医師確保対策事業 63 リサイクル推進課 資源回収奨励事業 132 人事課 人材育成事業 201

救急医療課 第二次救急医療施設運営事業 64 リサイクル推進課 ごみ収集運搬業務事業 133 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） 202

救急医療課 広域救急医療体制構築事業 65 管財課 高濃度PCB廃棄物処分事業 134 道路河川課 特定防衛施設河川改修事業（9条） 203

救急医療課 看護学校運営費補助事業 66 リサイクル推進課 一般廃棄物処理基本計画策定事業 135 道路河川課 防衛施設関連道路整備事業（8条） 204

介護福祉課 在宅医療・介護連携推進事業 67 リサイクル推進課 有機資源循環推進事業 136 道路河川課 防衛施設関連道路整備事業（9条） 205

健康推進課 母子保健事業 68 上水道課 上水道配水管布設等整備事業 137 道路河川課 防衛施設周辺障害防止事業(3条） 206

健康推進課 不妊治療医療費助成事業 69 上水道課 上水道配水池築造等整備事業 138

健康推進課 市民健康づくり事業 70 上水道課 印野簡易水道整備事業 139

健康推進課 感染症予防事業（予防接種事業・結核予防事業） 71 上水道課 企業会計移行事業 140 消防本部 出動隊編成再構築事業 207

健康推進課 感染症予防事業（高齢者予防接種事業） 72 上水道課 簡易水道経営戦略策定及び変更認可申請事業 141 消防本部 消防本部車両等更新整備事業 208

社会福祉課 第４次御殿場市地域福祉計画策定事業 73 下水道課 下水道管渠整備事業 142 消防本部 高機能消防指令システム気象観測装置更新事業 209

社会福祉課 生活保護システム等更新事業 74 下水道課 浄化槽設置事業 143 消防本部 ＮＥＴ119緊急通報システム導入事業 210

社会福祉課 生活困窮者自立支援事業 75 下水道課 公設浄化槽整備事業 144 消防本部 高機能消防指令システム地図更新事業 211

介護福祉課 地域包括支援センター事業 76 下水道課 御殿場浄化センターストックマネジメント事業 145 消防本部 防火装備導入事業 212

介護福祉課 高齢者健やか事業 77 下水道課 下水道管渠ストックマネジメント事業 146 消防本部 消防庁舎電灯LED化事業 213

介護福祉課 介護予防・日常生活支援総合事業 78 下水道課 御殿場浄化センター施設増設事業 147 消防本部 消防庁舎空調設備更新事業 214

介護福祉課 生活支援体制整備事業 79 都市計画課 公共サイン計画事業 148 資源循環課 ごみ焼却施設周辺整備事業 215

介護福祉課 高齢者等タクシー及びバス利用料金助成事業 80 都市計画課 景観形成推進事業(違反広告物対策事業） 149 衛生センター 衛生センター施設修繕整備事業 216

介護福祉課 シルバー人材センター運営補助事業 81 都市整備課 市街化調整区域既存集落内宅地創出事業 150

介護福祉課 認知症総合支援事業 82 都市計画課 都市計画マスタープラン策定事業 151

介護福祉課 成年後見制度利用促進事業 83 都市整備課 板妻南工業団地（第３期）開発事業 152

社会福祉課 障害者民間福祉施設運営費等補助事業 84 都市整備課 (仮称)夏刈南部工業団地開発事業 153

社会福祉課 地域生活支援事業 85 国土調査課 地籍調査事業 154

国保年金課 国民健康保険保健事業 86 都市計画課 都市計画基本図更新事業 155
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