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自民改革会議
令和5年度当初予算要望に対する回答

１ 命を守る安全な地域づくり

２ 安心して暮らせる医療・福祉の充実

３ デジタル社会の形成

４ 環境と経済が両立した社会の形成

５ 子どもが健やかに学び育つ社会の形成

６ “才徳兼備”の人づくり

７ 誰もが活躍できる社会の実現

８ 富をつくる産業の展開

９ 多彩なライフスタイルの提案

10 “ふじのくに”の魅力の向上と発信

11 世界の人々との交流の拡大
１
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●危機管理体制の強化

  地震・津波対策等減災交付金 　　　 　　　　　　　　　　　　  　 　　　　 　 25億円

　　市町が取り組む地震・津波対策を支援（R5～R7：75億円）
    【拡充】静岡県地震・津波対策アクションプログラム2023（仮称）で重点的に取り組む
　　　　　　「避難生活の質の改善」「デジタル活用」関連メニューの補助率嵩上げ（1/3→1/2～2/3）

  「わたしの避難計画」普及事業費                                              4,000万円

　　県民一人ひとりの避難計画を普及・展開
　　R4：津波浸水想定区域、R5～R7：その他の内陸地域

　防災ＤＸ緊急対策事業費（新規）                                               6,600万円

　　市町支援機動班の資機材整備、災害情報の収集　ほか 

●安全な生活と交通の確保

　交通安全施設等整備事業費　 　　　　 　　　　　　　　　　    　 　44億1,400万円

　　信号機の新設・LED化、道路標識・標示等の整備　ほか

１　命を守る安全な地域づくり ①
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●防疫対策の強化

　新興感染症等対策関連事業費                                               8億5,700万円
　　ふじのくに感染症管理センターの整備（R5.4設置、三島市） ほか

　畜産疾病対策等関連事業費                                                  3億1,400万円
　　鳥インフルエンザや豚熱等の感染拡大の防止　ほか

１　命を守る安全な地域づくり ②

●近年激甚化する自然災害に対応した県土強靱化        総額430億円
　県単独生活環境整備事業費                                                          270億円
　　県民に身近な生活環境の整備（道路、河川、砂防等） 

　県単独生活環境整備関連事業費                    　　　　                      160億円
　　県土強靭化、緊急自然災害防止、緊急的な道路、河川等の整備　ほか

　  　 “人・地域をつなぐ道”緊急対策事業費（新規）                                   25億円

　  　 豪雨等災害対策緊急事業費（新規）                                                 25億円

　  　 県土強靱化対策事業費                                                                 40億円

　  　 緊急自然災害防止対策事業費（延長）                                             50億円

　  　 安全で美しい県土環境保全事業費                                        　        10億円

　   　緊急交通安全対策事業費        　 　　 　　 　　　　 　　　　   　　              10億円
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２　安心して暮らせる医療・福祉の充実

●安心医療の確保・充実と健康寿命の延伸

　社会健康医学推進関連事業費　　　　　　　　　　　　　 　    　      9億9,100万円
    【新規】博士課程の設置（R5.4）　ほか

●いつまでも自分らしく暮らせる長寿社会づくり
　福祉・介護人材確保関連事業費　　   　　 　　　　　　  　　  　    　6億9,200万円

    【拡充】海外の介護人材と県内介護事業所のマッチング支援

　介護保険関連施設整備事業費助成 　　　　　　　　　　 　     　　　33億600万円
　　広域型特別養護老人ホーム　2か所　ほか

●障害のある人が分け隔てられない共生社会の実現

　医療的ケア児関連事業費 　          　　　　　 　　　　　　 　　       1億7,000万円
    【拡充】医療的ケア児支援センターへのアドバイザー配置（2回/週）
    【新規】通学、在校時の看護師による支援体制を整備

  県立学校への介助員・看護師の配置　　　　　　 　　　　　　        　　　　　 89人
    【拡充】高校：看護師2人（新規）、介助員6人→18人
              特別支援学校：看護師69人
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●地域社会のＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)の推進

　ふじのくにＩＣＴ人材育成事業費                                             1億4,600万円

    【新規】イノベーション拠点「ＳＨＩＰ」におけるAI・ICT人材の育成

　ふじのくにデジタルトランスフォーメーション推進事業費　　　　   1億9,500万円　　　　
　　デジタルデバイドの解消、ふじのくにデジタルサポーターの養成（300人→500人）ほか

　スクールＤＸ推進事業費 　　  　　 　　　　 　　 　　  　　      　　　　　 　5,500万円
　　県立高校へのICT支援員の派遣（240→440回）、教員のＩＣＴ活用研修　ほか

　デジタルツイン推進事業費（新規）　　　　　　　　　　        　                  2億円
　　3次元点群データの取得、ドローンを活用した物資輸送の実証実験

３　デジタル社会の形成
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●脱炭素社会の構築

　地産エネルギー創出支援事業費　 　　                                   2億1,100万円
    【制度拡充】地域循環共生圏の補助率嵩上げ（補助率1/3→1/2）

  輸送・産業用燃料電池車両導入促進事業費助成（新規）　　           3,600万円
　　県内バス事業者の水素燃料電池バス導入を支援（2台）

　カーボンニュートラルポート形成推進事業費　　　　　　　                 3,000万円
  清水港等港湾整備事業特別会計（カーボンニュートラルポート分）  2億2,800万円
　　カーボンニュートラルポート形成計画の策定（御前崎港）
　　低環境負荷型業務艇の整備（清水港）

４　環境と経済が両立した社会の形成

●循環型社会の構築、「命の水」と自然環境の保全

　不適正処理廃棄物撤去事業費助成（新規）　　　　　　　　 　            1,100万円
　　原因者不明等により残置された産業廃棄物を撤去する市町を支援（補助率1/2）

　南アルプス関連事業費                                                          1億300万円
　　基金を活用し、南アルプスの生態系保全や魅力発信を強化
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●結婚・出産の希望をかなえる環境づくり・安心して子育て　
　ができる環境づくり
　ふじのくに少子化対策特別推進事業費　　　   　　　　　  　　    　3億3,500万円

　　結婚に伴う新生活に係る費用を支援　ほか
    【拡充】対象世帯：世帯所得400万円未満→500万円未満

  多様な保育推進事業費助成　　　　　　　　　　 　　　  　  　 　   　16億5,500万円
    【拡充】保育支援者の短時間配置への支援　ほか

５　子どもが健やかに学び育つ社会の形成

●すべての子どもが大切にされる社会づくり
  子どもの安全対策関連事業費 （新規）　　　　　　　　　 　　           　  2,500万円

　　保育施設等の指導監査体制の強化、保育総合相談窓口の設置
　　※その他関連事業を含めて3億9,200万円を計上

　ヤングケアラー支援体制構築事業費 　　　 　　　　　　　　         　　　2,000万円
　　アドバイザーによる市町支援、市町向けガイドラインの策定　ほか

　福祉医療費助成 　　 　　　　　　　　 　                   　 　      　　40億8,100万円
　　こども医療費助成を行う市町への支援（補助率1/4～1/2）　ほか
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●「文・武・芸」三道鼎立の学びの場づくり

　大学生等県内定着促進事業費（新規）　　 　　　 　　   　　　　     　　　600万円

　　県内就職率向上に向けたインターンシップの実施　ほか

　児童・生徒支援充実関連事業費　　　 　               　  　　　     5億1,400万円

　　いじめ等に対する児童・生徒に応じたきめ細かな支援
　　【拡充】スクールカウンセラー　369人工→419人工
　　　　　　 ソーシャルワーカー    　69人工→  82人工

  部活動指導関連事業費       　　　  　　　　　　　　　     　  　　　  1億6,500万円

　　【拡充】部活動指導員の配置（中学校66人→152人、高校79人→102人）　ほか

  中学校の持続可能な部活動推進事業費（新規）　       　  　　　  　 2,800万円

　　協議会の設置、市町における部活動地域移行のモデル実証（6市町）

６　“才徳兼備”の人づくり ①
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＜義務教育＞

　静岡式35人学級編制の継続　　 　　　　　　　　　             県単独教員配置37人
　小・中学校全学年で継続

　スクール・サポート・スタッフ配置関連事業費　  　　　　　　　　　　5億5,700万円
　　事務作業等を行うスタッフの配置（小中学校全校、特別支援学校29教場）

　中学校管理費（新規）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　       2,200万円　　　　

　　県立ふじのくに中学校（夜間学校）の運営（R5.4開校）

＜高等学校＞

  高等学校の教育環境充実 　　　　　   　　　　　　　     　 　　　   103億5,100万円
　　【新規】トイレ洋式化（R5：設計12校16棟、全体事業費約30億円)
　　新構想高校整備（志榛地区：R6開校）、長寿命化改修（沼津東高校2棟） ほか

  演劇教育導入推進事業費（新規） 　　 　 　　　　　　          　　　　　　6,200万円
　　清水南高校芸術科への演劇専攻設置（R6予定）に向けた準備

６　“才徳兼備”の人づくり ②
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＜特別支援学校＞

  特別支援学校の教育環境充実　 　　  　　           　　         　 　10億5,000万円

　　新校整備（静岡地区：R8開校、中東遠・浜松地区：R9開校）

　　長寿命化改修（静岡北特別支援学校2棟）　ほか

＜私学教育＞

　私立学校経常費・私立専修等運営費助成          　　　　　      178億6,400万円

    【県単単価改定】 高校（全日）＋300円、小中学校＋50円、幼稚園＋150円

    【制度拡充】職業実践専門課程認定校への支援

　　　　　　　　   実践的な職業教育に取り組む専修学校への支援（85学科） 15万円/学科

６　“才徳兼備”の人づくり ③
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●活躍しやすい環境の整備と働き方改革

　多様な働き方導入推進事業費　　　　　  　　　　　　　 　      　　　　　3,700万円

　　県内企業へのテレワーク等の「新しい働き方」導入を支援
    【拡充】テレワーク未導入企業に対するアウトリーチ支援（100社）

　就職支援関連事業費　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　        2億1,600万円
　　ＵＩターン就職支援、就職氷河期世代の就職支援　ほか

●誰もが理解し合える共生社会の実現

  多文化共生関連事業費         　　　　 　　　　　　　　　　 　     　　1億6,600万円
    語学指導や地域の国際化の支援にあたる国際交流員等の招致　ほか

    【新規】外国にルーツをもつ子どもの実態調査の実施

　性の多様性理解等促進事業費　　 　　　　　　　　　　　　　      　　　　　400万円

    性的少数者のパートナーシップ制度の普及啓発　ほか　

７　誰もが活躍できる社会の実現
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８　富をつくる産業の展開 ①

●リーディングセクターによる経済の牽引

　リーディング産業育成事業費助成 　　　　 　　　 　　　 　 　     　　9億1,600万円

　　本県経済を牽引する先端産業の研究開発から事業化を一貫支援

　ＥＶ・自動運転化等技術革新対応促進事業費　　　　　 　  　    　2億1,000万円

    【新規】「デジタルものづくりセンター（仮称）」による地域企業の一貫した支援

　ふじのくにＣＮＦプロジェクト推進事業費　　　　　　　　　 　  　      　　7,300万円

　　CNF複合樹脂の実用に向けた研究開発の加速、事業化支援

　新産業集積関連事業費　　　　　　　　　　　  　　　　　　              4億9,200万円

　　ファルマバレー、フーズ・ヘルスケア、フォトンバレーの3プロジェクトの推進
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●農林水産業の競争力の強化（農業）

　農芸品供給拡大緊急対策事業費 　　　　　　 　　 　　　　      　 　1億9,700万円
    【新規】生育予測アプリを活用した首都圏量販店への直送実証

　農業における環境負荷低減推進事業費　　　　　　 　　　　      　 　  4,000万円
　　環境への負荷を低減する施肥技術等の導入支援　

８　富をつくる産業の展開 ②

●農林水産業の競争力の強化（林業）

　鳥獣被害対策関連事業費　　　　　　　　　　　 　　　　 　　     　  　5億2,700万円
　　ニホンジカの管理捕獲（約14,000頭）

　　鳥獣被害対策を実施する市町の支援

　ＦＡＯＩプロジェクト推進事業費　　　　　　　　　　　                    　1億1,000万円
　　森林デジタル情報基盤の整備、再造林のための獣害対策の低コスト化支援　ほか

　住んでよし　しずおか木の家推進事業費助成　　　 　　　      　　　　 　   2億円
　　県産材を活用した建築物の木造化等を行う事業者を支援（15千円/㎥ ほか）
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８　富をつくる産業の展開 ③

●農林水産業の競争力の強化（水産業）

　水産イノベーション推進事業費助成  　　 　　　　　 　　　 　　　    　　8,000万円
　　水産振興や資源管理等の新たな取組を支援（補助率2/3、上限50万円 ほか）

　　　R4：100件　→　R5：170件

　水産業デジタル技術実装促進事業費（新規） 　　　 　　 　　　    　　1,000万円
　　デジタル伝導師の育成、流通業者等との漁獲情報共有システムの構築　ほか

　水産資源回復関連事業費                                                      3,200万円

　　キンメダイ、アユ、アサリ等の資源量回復に向けた食害種の駆除防除 ほか

　魚介類種苗生産施設関連事業費                                       3 億8,700万円
　　温水利用研究センター沼津分場再整備の基本設計（種苗生産施設）　ほか

　沿岸漁場整備開発事業費                                      　 　　 　   8,600万円

　　魚礁設置工事（妻良漁港、浜名湖）　ほか
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●魅力的な生活空間の創出、新しい働き方の実践、人の流れの呼　
び込み

　移住・定住関連事業費　　　　　　　　　　　　　 　　 　     　  　　    　5億8,400万円
    【拡充】首都圏から移住する子育て世帯の加算を増額（30万円/人→100万円/人）

　ふじのくにライフスタイル創出住宅リフォーム事業費助成 　    　　　　　　1億円
　　"仕事と住まいの両立”に向けた改修（テレワークへの対応）を支援（補助率1/2）

　クラウドワークサービス利活用促進事業費（新規）　  　  　    　 　　 2,800万円  
　　自由度の高いワークスタイルの実現に向けたクラウドワークサービス利用者の

　　スキルアップ等を支援

　多彩なライフスタイル創出環境づくり強化事業費 　  　　 　　          5,100万円

　　若者や女性に魅力ある雇用機会を提供する企業の誘致　ほか

９　多彩なライフスタイルの提案
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10　“ふじのくに”の魅力の向上と発信 ①

●スポーツの聖地づくり

　スポーツコミッション推進事業費            　　　　 　　 　　　　　     　  6,100万円

　　県域スポーツコミッションの設置、大会・合宿誘致の支援　ほか

　競技力向上対策関連事業費 　　　　　　　　　　　　　　　　     　   3億8,200万円

　　指定強化選手に対する支援
    【制度拡充】冬期オリンピック   ：30万円/人→120万円/人
　　　　　　　　　 冬期パラリンピック：10万円/人→120万円/人

　スポーツ参画人口拡大関連事業費　　　　　　　　　 　　  　      　 1億3,600万円

　　パラスポーツ官民連携コンソーシアムの設立、パラスポーツ情報センターの設置　ほか

  遠州灘海浜公園（篠原地区）官民連携導入可能性調査事業費（新規）　　 　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　3 ,000万円
　　公園の運営等に民間資金を活用する官民連携の可能性を調査



17

10　“ふじのくに”の魅力の向上と発信 ②

●文化・芸術の振興

　東アジア文化都市推進事業費 　 　 　 　　　　　　　　　 　　    　  4億9,800万円

　　中国（成都、梅州）、韓国（全州）、日本（静岡県）で開催（2/23富士山の日 キックオフ）
　　国内外への本県の多彩な文化の魅力発信、観光誘客等の経済効果を創出

　富士山世界文化遺産登録10周年機運醸成事業費（新規）　　      　5,800万円

　　県内市町や山梨県等との連携による記念行事の開催　ほか

  舞台芸術振興関連事業費                                                  3億6,600万円

　　ＳＰＡＣ舞台芸術作品の創造と公演等への支援　ほか

  文化財保存活用推進事業費  　　　 　　　 　　　　 　　                1億9,600万円

　　指定文化財の補修、防災対策等を支援　ほか

  新県立中央図書館整備事業費 　　　　 　　　　 　　　　          　  1億5,500万円

　　建設予定地における埋蔵文化財発掘調査　ほか
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11　世界の人々との交流の拡大

●世界クラスの資源を活かした観光交流の拡大

　観光施設整備事業費  　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　     　 　　　 　　11億円
　　市町の観光地域づくり整備計画に基づく支援、県有観光施設の整備　ほか

　浜名湖花博20周年記念事業開催事業費    　　  　　　　　       　7億2,800万円
　　令和6年春の開催に向けた準備（浜名湖ガーデンパーク）

●交流を支える交通ネットワークの充実

　都市高速鉄道高架関連事業費                                          19億9,000万円

　　新貨物駅ターミナルの施設整備（沼津市原）、新車両基地の詳細設計（沼津市片浜）　ほか

　駿河湾フェリー利活用促進事業費                                        2億1,000万円
　　市町と連携した利用促進、運航継続支援　ほか

　空港周辺地域振興関連事業費                                            4億9,800万円

　　周辺地域の街づくりへの支援（島田市、牧之原市、吉田町）　ほか


