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将来像 湘南の海にひらかれた生涯都市藤沢

（大分類） （中分類） （小分類）

１地球ネットワークに (1)２１世紀の地球に貢献する �２１世紀の世界市民としての平和ネットワーク

ささえられるまち 藤沢市民 �豊かな地球環境を守るための自然ネットワーク

�自立する次世代を育てるための教育ネットワーク

(2)市民生活を支援する �高齢者福祉をささえる情報ネットワーク

情報ネットワーク環境 �多様な家庭生活をささえる情報ネットワーク

の整備 �新しいコミュニティを生成する情報ネットワーク

(3)生涯都市づくりをめざした �快適な市民生活をもたらす都市交通ネットワーク

交通ネットワークの整備 �効率的な都市環境をもたらす広域交通ネットワーク

�生涯都市にふさわしい公共交通ネットワーク

２湘南の自然環境に (1)湘南が誇る美しい �海浜・水辺の美しい自然景観の創生

ささえられるまち 自然景観の創生 �緑地の豊かな自然景観の創生

�日常の生活空間に見られる自然景観の創生

(2)湘南の自然環境を守る �廃棄物の徹底した減量とリサイクルの推進

生活・都市環境の整備 �良好な水環境の整備

�自然環境汚染の防止と浄化

�自然環境に配慮したまちづくり

(3)湘南の自然の生態系維持 �多様な動植物環境の保全

３既存産業の活性化 (1)コミュニティと共存する �農業・水産業の自立化の支援

と新しい起業化を 産業の支援 �地元密着型商業の活性化の支援

支援するまち �中小企業の自立化の支援

(2)湘南の顔になる産業の �江の島・湘南海岸の活性化の支援

支援 �既存産業の新たな展開の支援

�都市拠点の機能強化と活性化の支援

④新たな産業集積と雇用の創出

(3)２１世紀型新産業の創出 �グローバルスタンダードで競うベンチャー企業の支援

の支援 �コミュニティ志向のベンチャー企業の支援

�大学・研究機関との連携による企業の支援

�新しい産業ゾーンの形成

４安全で安心して (1)ぬくもりのある福祉 �ともにささえあう地域福祉の推進

暮らせるまち 社会の構築 �高齢期の生きがい確保と自立への支援

�「すべての人の個性が輝くまちへ」の実現

�子どもが健やかに育つ環境づくりと子育て支援

�だれもが自立する生活への支援

(2)健康をささえる保健 �安心できる地域医療のしくみづくり

医療の充実 �生涯にわたる健康づくりの支援

(3)くらしを守る �総合的な人権施策の推進

市民生活への支援 �安心して働ける環境づくり

�賢い消費生活の推進

�市民相談で暮らしの充実

⑤犯罪を未然に防ぐまちづくり
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～ 歴史と文化と自然のネットワークするまち ～

（大分類） （中分類） （小分類）

(4)だれもが住み続けたくなる �地区別まちづくりの推進

くなるまちづくり �緑のネットワーク空間の整備

�魅力ある都市景観の形成

�だれにも優しいまちづくりの推進

(5)災害に強い �災害に強い都市構造の構築

まちづくり �防災体制の整備

③消防・救急体制の整備

５情報公開による公 (1)だれにも開かれた �情報公開・提供システムの充実

正と効率を守るまち 公正な行政運営 �個人情報の保護

�オンブズマン制度の充実

(2)分権社会に応じた �行政システムの効率化・簡素化の推進

簡素で効率的な都市経営 �地方分権の推進

�広域行政の推進

６ゆたかな心を育み (1)生涯学習社会の形成 �児童・生徒等の生きる力を大切にする教育の推進

湘南の地域文化を �障害児教育の充実

発信するまち �学校教育施設の整備

�青少年が心豊かに育つ環境づくり

�生涯学習ネットワークの構築

�生涯学習機会の拡充と環境づくり

(2)健康で豊かな �スポーツ環境の充実

スポーツライフの確立 �生涯スポーツ活動の推進

(3)市民文化の創造支援と �市民の文化活動の支援

新たな歴史の継承 �芸術文化創造の支援

�歴史の継承と文化の創造

(4)地域に根ざした �平和事業の推進

平和・親善交流の支援 �国際化・都市親善交流事業の推進

７すべての市民が (1)男女平等社会の �男女共同参画意識の普及と啓発

協働してすすめる 推進 �男女共同参画推進のネットワーク

まち (2)市民が主体の �活動団体のネットワーク化の支援

まちづくり �市民活動推進センターの支援

�地域コミュニティ活動の支援

�市民主体のまちづくりの支援

�地域拠点施設の整備

(3)市民と行政の協働 �市民参加・参画の推進

によるまちづくり �くらし・まちづくり会議の充実

�市民電子会議室の充実

�１３地区別まちづくりマネージメントの推進



（単位：百万円）

区分 前期 2001年度～2005年度
(平成13年度～平成17年度) 後期 2006年度～2010年度

(平成18年度～平成22年度) 全期 2001年度～2010年度
(平成13年度～平成22年度)

　　　　　　見直し後の額

①　歳　入

②　歳　出(一般行政経費充当一般財源)

①―②　総合計画事業費充当一般財源 200,139                 

431,136                 874,413                 

225,272                 

205,864                 

468,410                 

406,003                 

【一般財源の推計】

ふじさわ総合計画２０２０　財政計画

443,277                 

243,138                 

-
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ふじさわ総合計画２０２０　 財政計画（一般財源ベース）

（単位：百万円）

後期５年間

合　計

金　額 伸び率 金　額 伸び率 金　額 伸び率 金　額 伸び率 金　額 伸び率 金　額

歳入（総額） 86,818 102.7 86,220 99.3 86,505 100.3 86,762 100.3 84,831 97.8 431,136

自主財源 73,679 101.6 78,310 106.3 79,069 101.0 79,674 100.8 77,685 97.5 388,417

うち市税 69,287 101.4 73,764 106.5 74,178 100.6 72,681 98.0 72,634 99.9 362,544

依存財源 13,139 109.8 7,910 60.2 7,436 94.0 7,088 95.3 7,146 100.8 42,719

歳出（総額） 86,818 102.7 86,220 99.3 86,505 100.3 86,762 100.3 84,831 97.8 431,136

歳出（一般行政経費） 45,138 100.9 45,476 100.7 45,435 99.9 45,055 99.2 44,168 98.0 225,272

義務的経費 35,213 102.6 35,932 102.0 36,027 100.3 35,775 99.3 35,010 97.9 177,957

人件費 24,234 103.3 24,271 100.2 24,118 99.4 23,482 97.4 22,684 96.6 118,789

扶助費 1,783 120.9 2,418 135.6 2,584 106.9 2,761 106.8 2,952 106.9 12,498

公債費 9,196 97.9 9,243 100.5 9,325 100.9 9,532 102.2 9,374 98.3 46,670

その他 9,925 95.4 9,544 96.2 9,408 98.6 9,280 98.6 9,158 98.7 47,315

うち物件費 7,041 96.5 6,682 94.9 6,564 98.2 6,449 98.2 6,335 98.2 33,071

歳出（総合計画事業費） 41,680 104.7 40,744 97.8 41,070 100.8 41,707 101.6 40,663 97.5 205,864

注） 総括事項

１．本推計は、２００６年（平成１８年）２月２０日現在で試算したもので、平成１８年度は当初予算分析で計上しています。

２．歳入、歳出の金額は、一般財源のみで試算し整理したものです。

歳入

・ 市税　　平成１９年度以降は平成１８年度の徴収見込額を基に税制改正の動向等を勘案して試算しました。

・ その他　過去の実績等を勘案して試算しました。

歳出（一般行政経費）

・ 人件費　退職手当以外の人件費は年伸び率を１％とし、退職手当は各年度の退職者の増減を見込み、今後５年間で１６０人の人員削減を見込んで試算しました。

・ 扶助費　過去の伸び率等を勘案して試算しました。

・ 公債費　発行予定額に基づきシミュレーションにより試算しました。　

・ その他　　過去の伸び率等を勘案して試算しました。

歳出（総合計画事業費）

・ 歳入総額から一般行政経費を差し引いたものです。

区 分
２００６年度

（平成１８年度）

２００７年度

（平成１９年度）

２０１０年度

（平成２２年度）

２００８年度 ２００９年度

（平成２０年度） （平成２１年度）

-
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ふじさわ総合計画２０２０　実施計画事業費

(単位：千円）
［一般会計］

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 後期計

49,794,923 47,168,253 46,964,507 43,492,226 39,489,592 226,909,501

　国　費 11,738,780 11,759,540 10,728,460 8,839,184 7,178,463 50,244,427

　県　費 2,712,923 2,415,806 2,254,173 2,223,856 2,297,332 11,904,090

　起　債 6,358,600 5,363,383 5,766,764 4,015,933 2,669,665 24,174,345

　その他 2,756,572 3,219,971 3,058,252 2,998,539 2,612,754 14,646,088

一般財源 26,228,048 24,409,553 25,156,858 25,414,714 24,731,378 125,940,551

［特別会計］
平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 後期計

112,851,893 114,012,744 113,591,508 114,577,912 114,223,197 569,257,254

国　費 19,257,440 19,874,764 19,919,025 19,574,843 19,896,419 98,522,491

県　費 5,585,135 5,616,268 5,634,835 5,653,894 5,713,851 28,203,983

起　債 4,711,500 3,780,700 3,738,100 3,726,700 3,433,100 19,390,100

その他 67,213,741 67,774,440 67,754,281 68,698,064 68,616,080 340,056,606

16,084,077 16,966,572 16,545,267 16,924,411 16,563,747 83,084,074

15,451,952 16,334,447 15,913,142 16,292,286 15,931,622 79,923,449

［合 　計］
平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 後期計

162,646,816 161,180,997 160,556,015 158,070,138 153,712,789 796,166,755

　国　費 30,996,220 31,634,304 30,647,485 28,414,027 27,074,882 148,766,918

　県　費 8,897,456 8,631,472 8,488,406 8,477,148 8,610,581 43,105,063

　起　債 11,070,100 9,144,083 9,504,864 7,742,633 6,102,765 43,564,445

　その他 70,003,040 71,027,138 70,845,260 71,729,330 71,261,561 354,866,329

一般財源 41,680,000 40,744,000 41,070,000 41,707,000 40,663,000 205,864,000

財
源
内
訳

事　業　費

財
源
内
訳

事　業　費

特別会計

事業費

財
源
内
訳

繰入金
うち
一般財源
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体　系　別　事　業　費　　　（単位：千円）

26,063,107
24,946,56224,559,17123,779,542

自然環境　27,241,162

115,911,481116,792,206115,997,625116,916,661安全・安心　116,928,316
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　　　　体　系　別　事　業　費　　　（単位：千円）

5,453,270

832,383

地球ネットワーク　2,475,337

2,930,826
3,300,297

2,041,253

911,113

湘南地域文化　6,382,799

7,838,169

7,614,174

6,414,325

情報公開　601,712 618,627

609,472

632,498

681,257

協働　1,142,010

273,947

988,277

252,806
0
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ふじさわ総合計画２０２０　体系別計画事業費

(単位：千円）

７つの基本目標
（体系）

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 後期計

 1 地球ﾈｯﾄﾜｰｸにささえ
られるまち 2,475,337 2,930,826 3,300,297 2,041,253 911,113 11,658,826

 2 湘南の自然環境にさ
さえられるまち 27,241,162 23,779,542 24,559,171 24,946,562 26,063,107 126,589,544
 3 既存産業の活性化と
新しい企業化を支援す
るまち 7,875,480 8,823,225 7,486,999 6,990,488 3,860,178 35,036,370

 4 安全で安心して暮ら
せるまち 116,928,316 116,916,661 115,997,625 116,792,206 115,911,481 582,546,289

 5 情報公開による公正
と効率を守るまち 601,712 618,627 609,472 632,498 681,257 3,143,566

 6 ゆたかな心を育み湘
南の地域文化を発信す
るまち 6,382,799 7,838,169 7,614,174 6,414,325 5,453,270 33,702,737

 7 すべての市民が協働
してすすめるまち 1,142,010 273,947 988,277 252,806 832,383 3,489,423

合計
162,646,816 161,180,997 160,556,015 158,070,138 153,712,789 796,166,755



3.4 5.0 36.6 15.5 1.2 0.2 2.8 25.0 0.9 9.5

2.22.8 34.0 14.4 1.10.2 2.2 32.0 0.7 10.4

3.3 1.2 31.7 12.9 1.1 0.3 2.1 35.2 0.4 11.8

2.61.2 31.5 13.3 1.0 0.5 2.1 35.6 0.4 11.7

3.6 1.2 30.4 19.2 1.0 1.7 2.2 30.7 0.7 9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（単位：％）

22年度

21年度

20年度

19年度

18年度

総合計画２０２０事業費（一般会計）款別構成比

総務費

環境保全費

民生費 衛生費

労働費 農林水産費

商工費 土木費
消防費

教育費



ふじさわ総合計画２０２０事業費　（一般会計）　款別　(単位：千円）

2795580

20497511

8706090

13997162

5301430

1678471

781242772620環境保全
785,528

20538861

20132004
20187603民生費　20,020,430

衛生費
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ふじさわ総合計画２０２０事業費　（一般会計）　款別　(単位：千円）

1661969

2125343

1912673

352318
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1339987

総務費
2,341,156

109074

163174

農林水産
1,114,269

1334925
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商工費
1,441,164
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664788
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ふじさわ総合計画２０２０　款別計画事業費（一般会計）

(単位：千円）

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 後期計

総務費 2,341,156 1,661,969 2,125,343 1,339,987 1,912,673 9,381,128

環境保全費 785,528 772,620 781,242 1,678,471 2,795,580 6,813,441

民生費 20,020,430 20,187,603 20,132,004 20,538,861 20,497,511 101,376,409

衛生費 12,660,087 8,502,702 8,212,105 8,701,844 8,706,090 46,782,828

労働費 663,515 663,215 668,749 661,490 664,788 3,321,757

農林水産費 1,114,269 352,318 163,174 109,074 109,314 1,848,149

商工費 1,441,164 1,344,805 1,334,925 1,350,925 1,548,925 7,020,744

土木費 20,213,263 22,863,362 22,370,718 19,356,708 13,997,162 98,801,213

消防費 491,660 272,037 256,963 411,150 519,866 1,951,676

教育費 6,147,928 7,514,194 7,464,551 6,268,127 5,301,430 32,696,230

合計
65,879,000 64,134,825 63,509,774 60,416,637 56,053,339 309,993,575

-
1
4
-



後 期 実 施 計 画 の 概 要
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後期実施計画の概要について 

 

１ はじめに 

  ２００６年度から始まる後期５ヶ年実施計画の計画事業数は、全体で４９９事業であり、

総合計画の体系別では、「１地球ネットワークにささえられるまち」が２１事業、「２湘

南の自然環境にささえられるまち」が４７事業、「３既存産業の活性化と新しい起業化を

支援するまち」が５３事業、「４安全で安心して暮らせるまち」が２３４事業、「５情報

公開による公正と効率を守るまち」が２２事業、「６ゆたかな心を育み湘南の地域文化を

発信するまち」が１０１事業、「７すべての市民が協働してすすめるまち」が２１事業と

なっています。 

  この中で、後期５ヶ年から新規に取り組む事業としては、全体で６６事業です。 
  しかしながら、後期実施計画の特徴としては、前期からの継続事業ですが、本格的に後

期に事業着手する辻堂駅周辺地域都市再生事業、藤沢駅北口通り線整備事業を、藤沢、辻

堂の二つの都市拠点の機能強化のために再整備する事業として位置づけていること、また

小中学校の耐震性強化について「校舎耐震緊急５ヶ年計画」に基づき重点的に進めること

が特徴的です。 

  後期５ヶ年の総事業費は、一般会計と特別会計を合わせた全会計でおよそ７９６１億円

であり、前期の計画事業費７４３４億円と比較しますと、７．１％の増となっております。

また、後期の一般財源は、およそ２０５８億円であり、前期の計画一般財源２００１億円

と比較しますと、２．８％の増であります。 

 

 

 
２  後期実施計画における重点 

 

  後期実施計画においては、７つの目標に沿って事業を着実に進めると同時に、本市にと

って急務であり、市民生活の緊急的課題といえる五つの課題である「地域経済の活力創出」

「少子高齢社会対策」「災害に強いまちづくり対策」「リサイクル社会の構築など環境対

策」「犯罪のない安全なまちへの対策」を重点とし取り組みを進めます。 

 

 

（１）地域経済の活力創出 

  地域経済の活力創出のためには、本市の 重要課題である辻堂駅周辺地域都市再生事業

を後期５ヶ年の中で全力をあげて取り組み、湘南にふさわしい魅力あるまち「湘南Ｃ－Ｘ

（シークロス）」の実現をめざすこと、藤沢駅北口の周辺地区においては、藤沢駅北口通

り線の整備を契機に、商業の活性化や都市機能の充実に向け、地域の方々と共同してまち

づくりを進めることが重要です。 

 さらに、藤沢厚木線など幹線道路周辺の都市的土地利用の誘導、宮原耕地の活性化対策

を住民とともに進めること、本市の知的資源である大学や企業の産学連携による新産業創

出、江の島をはじめとする市内にある地域資源を活用し誘客を図ること、若年層を対象に

した雇用対策などを中心に積極的に取り組みます。 
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（２）少子高齢社会対策 

  少子高齢社会に向けては、次代を担う子どもたちが健やかに育つ環境をつくるとともに

高齢社会に対応した環境の整備が重要です。 

  次世代育成支援行動計画に基づき、子育てしやすい環境を整えていきますが、休日保育

や病後児保育の制度の開始、放課後児童対策や障害児の放課後支援の充実など、幅広い取

り組みをします。また、子ども読書活動も推進します。 

  児童生徒の教育の面では、中学校の英語教育の充実や校内ＬＡＮの計画的な整備、（仮

称）総合教育相談センターの設置など次代を担う子どもたちの教育環境の充実を図ります。 

  また、介護保険制度の改正や、障害者自立支援法への対応を図ります。高齢者福祉施設

については、やすらぎ荘の改築を検討するとともに、法人の施設整備には計画的に支援し

ます。 

  保健医療については、藤沢市保健所を開設し、市民に信頼される保健衛生業務を推進す

るとともに、北保健センターの機能を充実します。待望の救命救急センターは、平成１８

年度中に開設します。 

 

 

（３）災害に強いまちづくり対策 

  市民の生命や財産を守るため、災害対策は一層充実が求められる重要課題です。「校舎

耐震緊急５ヶ年計画」に合わせ、小中学校の耐震補強は積極的に進めます。また、法人立

保育園や幼稚園の耐震化に支援します。木造住宅の耐震改修補助も新たに開始します。 

 さらに、老朽化している市庁舎本館等の建て替えの検討を５ヶ年の中で早急に行います。 

  水害対策については、滝川の分水路工事の推進、合流式下水道区域での雨水貯留管の計

画的な建設を進めます。 

  消防訓練センターを旧北高跡地に整備するとともに、遠藤方面出張所の新設を図ります。

また、救急隊の配置を進めます。 

  災害対策については、津波ハザードマップの作成や北部に防災カメラの設置について新

たに取り組み、一層の充実を図ります。 

 

 

（４）リサイクル社会の構築など環境対策 

 改定した「環境基本計画」と新たに策定した「地球温暖化対策地域推進計画」に基づき、

環境の保全と創生の施策を計画的に進めます。 

  ごみの減量を進めるため、戸別収集に取り組み、ごみ処理有料化を導入します。北部環

境事業所焼却施設１号炉の更新の完成を目指すとともに、リサイクルセンター構想の検討

を始めます。 

  ヒートアイランド対策の一つとして公共施設の屋上緑化を行うほか、地球温暖化防止へ

の意識啓発を進めます。みどりについては、川名緑地の特別緑地保全地区の指定に向け準

備を進めるほか、石川丸山の緑地保全に取り組みます。 
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（５）犯罪のない安全なまちへの対策 

  犯罪のない安全なまちへの対策としては、市民が相互に支えあえるコミュニティを形成

し、安全で安心な地域づくりを関係機関との協力のもとに進めることが重要です。 

 市内各地区の防犯パトロール活動の積極的な展開、自治会・町内会が設置する防犯カメ

ラへの補助、携帯電話を活用した防犯対策システムの活用など、ソフト、ハード両面での

取り組みを進めます。 

  また、学校では非常通報システムの拡充を図り、公立保育園に防犯カメラを計画的に設

置します。 

 

 

  そして、これらの重点施策を進める上で、市政運営の基本としている市民との協働とい 

う視点で施策展開を図ることが肝要です。                                           
 

  「ふじさわ総合計画２０２０」を着実に進めていくためには、地域社会を構成するあら

ゆる主体が市政に参加し、協働してまちづくりを進めていく必要があります。 

  そのためには、１３地区の市民センター・公民館を中心にして、地域分権を一層進め、

地域防災や地域福祉の充実を目指します。 

 また、市民活動推進計画に基づき市民活動助成制度や市民協働事業をスタートさせると

ともに、自治の基本理念などを定める自治基本条例についての取り組みを一層進めます。 

  地区の拠点となる市民センターについては、御所見市民センターと六会市民センターの

改築に取り組みます。 

 そして、市民と行政との協働による、良質な生活環境の創出をめざします。 

 

 

 

３ 進行管理と見直し 

 

  後期実施計画を着実に進めるために、進行管理を適切に行います。また、社会経済状況

の変化が激しい時代に対応するため、中間年での見直しを行います。 

 

 

 

 



実 施 計 画 事 業

２００６年度～２０１０年度
（平成１８年度～平成２２年度）



①　２１世紀の世界市民としての平和ネットワーク

②　豊かな地球環境を守るための自然ネットワーク

③　自立する次世代を育てるための教育ネットワーク

①　高齢者福祉をささえる情報ネットワーク

Ｈ２２

②　多様な家庭生活をささえる情報ネットワーク

Ｈ２２

（１）　２１世紀の地球に貢献する藤沢市民

　実　施
ＬＡＮ５校　　　　　ＬＡＮ６校　　　　　　ＬＡＮ１校

１．地球ネットワークにささえられるまち

（２）　市民生活を支援する情報ネットワーク環境の整備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　教育情報機器として、コンピュータ及びネットワークを学校
に導入し活用する
　・中学校校内ＬＡＮ整備を図る
　　１８年度５校整備・１９年度６校整備・２０年度１校整
      備

　情報教育の充実
　情報活用能力の向上
　情報モラルの育成
　教員の研修の充実

Ｈ２１

　実　施

事業名 教育情報機器関係事業
体系コード １－０２－０２　　(再掲6-01-01-154)

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　一人暮らしで体調などに不安のある人の緊急時の通報システ
ム

　自宅での生活を安心して継続出来る条件の確保

Ｈ２１

事業名 緊急通報システム事業
体系コード １－０２－０１     (再掲 4-01-02-311)

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

　２１世紀の世界市民として、地球上のすべての人々が安全で安心して平和に暮らせるよう
に、地球に貢献する藤沢市民になることを目標とする

　藤沢市民が、自然のネットワークの中で、地球規模で考え自ら地球環境を守る取り組みを
することを目標とする

　２１世紀を担う、世界のネットワーク上で自立した藤沢市の子どもたちを育てる
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③　新しいコミュニティを生成する情報ネットワーク

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

地域情報化推進事業

体系コード １－０２－０３－０４８

市民自治部　市民自治推進課
電縁マップ関係事業

事業名
体系コード

１．地球ネットワークにささえられるまち

Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

　統合型ＧＩＳを基盤とした地理情報システムに地図作成や掲
示板等のＩＴを活用した機能を持たせることにより、様々な情
報を発信し相互交流できるコミュニティの場を提供する

・市民同士の交流と地域情報の共有化
・新しいコミュニティの場としての充実

Ｈ１９ Ｈ２０

　研　究

１－０２－０３－０３８

担当課 企画部　ＩＴ推進課

　「レディオ湘南」として、市の広報番組、ハミング藤沢とハ
ミングインフォメーションの２本を制作・放送
・市政行事、公民館等の講座・催し物、自治会紹介、週末休
　日診療案内、市議会開催案内、街の話題、災害時の緊急放
   送他

　災害など緊急時における情報伝達

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

目標や効果

事業名 ＦＭ放送事業
体系コード

担当課 市民自治部　広報課

１－０２－０３－０２７

事業名

Ｈ１８
年
度

事業内容

ＣＡＴＶ視覚広報事業

　実　施

事業内容

　市の施策や事業だけでなく、地域の行事や地域で活躍する人
達の紹介など映像による広報の実施
広報番組
・藤沢パステルタイム　　・ウイークリー藤沢
・インフォメーション藤沢　　・しおかぜ藤沢

Ｈ１９ Ｈ２０

体系コード

Ｈ２１

１－０２－０３－０１７

担当課 市民自治部　広報課

目標や効果

　映像による身近な地域情報番組の提供

事業内容 目標や効果

　「藤沢市地域ＩＴ基本計画」に基づき、地域の情報化を推進
するための調査研究を行い、市民のＩＴ活用などを支援する

　市民生活におけるＩＴの普及推進

年
度

Ｈ１８

年
度

Ｈ１８

事業名

Ｈ１９ Ｈ２０

担当課

Ｈ２１
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①　快適な市民生活をもたらす都市交通ネットワーク

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２１

　検　討

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

   （仮称）新南北線の検討を行う ・骨格的公共交通軸の機能強化による利便性の向上

事業名 新たな公共交通の検討（新）
体系コード １－０３－０１－０１５

担当課 計画建築部　都市計画課

１．地球ネットワークにささえられるまち
（３）　生涯都市づくりをめざした交通ネットワークの整備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

   調整・調査設計・測量

Ｈ２１

事業内容 目標や効果

   県道戸塚茅ヶ崎線と県道藤沢鎌倉線とを結ぶ東西方向のネッ
トワーク道路として整備をすすめる

・藤沢南部地区の交通負荷の軽減
・藤沢駅南口への利便性の向上

事業名 鵠沼奥田線整備事業
体系コード １－０３－０１－１５５

担当課 土木部　道路整備課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　検　討

Ｈ２１

事業内容 目標や効果

　長後駅周辺を迂回する環状に計画され、主に戸塚、綾瀬方面
からの通過交通を処理する道路として整備を検討する

・長後駅周辺の交通負荷の軽減

事業名 高倉下長後線（国道以西）整備事業
体系コード １－０３－０１－１３５

担当課 土木部　道路整備課

・西北部地域の交通不便の緩和
・湘南台から寒川方面への移動の利便性向上
・バス等の公共交通を導入により生活の利便性向上

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

  整　備

Ｈ２１

事業名 遠藤宮原線整備事業
体系コード １－０３－０１－０２５

担当課 計画建築部　西北部総合整備事務所

事業内容 目標や効果

   湘南台方面から都市拠点「健康と文化の森」地区と御所見地
区を結ぶ東西交通を担う幹線道路として整備する
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

１．地球ネットワークにささえられるまち

　整　備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

   藤沢四丁目～本藤沢七丁目区間の道路の整備を行う ・鉄道駅へのアクセス性の向上
・歩行者の安全性の確保

Ｈ２１

　促進要望・協議

事業名 藤沢石川線（本町工区）整備事業（新）
体系コード １－０３－０１－２２５

担当課 土木部　道路整備課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

・神奈川県が事業主体となる、横浜藤沢線、藤沢厚木線、横浜
伊勢原線の整備を促進する
・横浜藤沢線の未整備区間、藤沢厚木線の辻堂工区について
は、早期事業化を要請する

・広域幹線道路ネットワーク化の推進

Ｈ２１

　整　備

事業名 主要幹線道路対策事業（県道）
体系コード １－０３－０１－２１５

担当課 土木部　土木計画課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

   善行二丁目～六会駅西口通り線区間の街路を新設する ・鉄道駅へのアクセス性の向上
・歩行者の安全性の確保

Ｈ２１

事業名 善行長後線（善行工区）整備事業
体系コード １－０３－０１－１８５

担当課 土木部　道路整備課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　整　備

Ｈ２１

事業内容 目標や効果

   石名坂立石線交差点～藤沢厚木線交差点区間の街路を新設す
る

・湘南ライフタウンや北部土地区画整理区域から鉄道
駅へのアクセス性の向上
・歩行者の安全性の確保

事業名 藤沢石川線（善行工区）整備事業
体系コード １－０３－０１－１７５

担当課 土木部　道路整備課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

１．地球ネットワークにささえられるまち

　整  備
〔地質調査・詳細設計〕 　　〔用地取得〕

事業内容 目標や効果

   湘南台四丁目～北部第二（三地区）土地区画整理境区間の街
路を新設する

・湘南台地区の道路の環状ネットワーク構築
・高倉遠藤線の交通渋滞の緩和

Ｈ２１

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔調査〕

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

   国道467号から県道藤沢平塚線を結ぶ地区幹線道路で、約
70％は既に供用開始している
・善行長後線亀井野字不動前から円行字馬渡区間の街路を新設
する

・藤沢の中央部の東西交通負荷の軽減
・鉄道駅へのアクセス性の向上

Ｈ２１

                                 　整  備
        〔調整〕                         〔 電  線  地  中  化 〕

事業名 亀井野二本松線整備事業（新）
体系コード １－０３－０１－２８５

担当課 土木部　道路整備課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

   小田急江ノ島線片瀬江ノ島駅前から国道134号への道路の
歩道整備等を行い、駅から海への玄関口として整備する

・歩行者の安全性の確保
・観光地としての景観形成

Ｈ２１

事業名 片瀬江ノ島駅前通り線整備事業（新）
体系コード １－０３－０１－２５５

担当課 土木部　土木計画課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　整　備

事業名 土棚石川線整備事業（新）
体系コード １－０３－０１－２４５

担当課 土木部　道路整備課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

   六会駅西口通り線～湘南台二・三丁目区間の街路を新設する ・鉄道駅へのアクセス性の向上
・歩行者の安全性の確保

Ｈ２１

事業名 善行長後線（六会工区）整備事業
体系コード １－０３－０１－２３５

担当課 土木部　道路整備課
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Ｈ２２

②　効率的な都市環境をもたらす広域交通ネットワーク

Ｈ２２

③　生涯都市にふさわしい公共交通ネットワーク

Ｈ２２

Ｈ２２

１．地球ネットワークにささえられるまち

目標や効果

   西北部地域内の円滑な交通、周辺地域との相互交流・連携を
図る幹線道路の調査、整備計画の検討をする
・（仮称）遠藤葛原線整備事業
・御所見地区幹線道路整備事業

                                                                       調　査

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

・西北部地域の利便性の向上を図る地区幹線道路計画
づくり

Ｈ２１Ｈ２０

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

   東京都市圏パーソントリップ調査結果解析、道路交通情勢調
査や他の調査結果を参考にし、人と物の動きについて、将来交
通需要予測を行い、幹線道路網や公共交通機関の将来の整備の
方向を見定め、望ましい総合交通体系のあり方を検討する

・時代に即した総合的な交通政策の立案

Ｈ２１

　実　施

事業名 総合交通体系策定事業
体系コード １－０３－０３－０５５

担当課 計画建築部　都市計画課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

　促進要望・協議

事業名 コミュニティバス充実促進事業
体系コード １－０３－０３－０２５

担当課 計画建築部　都市計画課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

   国等が事業主体となる、自動車専用道路（横浜湘南道路、第
二東海自動車道）の整備や（仮称）綾瀬インターチェンジ設置
の促進を図る

・全国高速交通ネットワークへのアクセシビリティの
向上

Ｈ２１

事業名 主要幹線道路対策事業（国道）
体系コード １－０３－０２－０３５

担当課 土木部　土木計画課

事業内容

事業名 西北部地区幹線道路整備事業
体系コード １－０３－０１－305

担当課 計画建築部　西北部総合整備事務所

Ｈ２１Ｈ２０

事業内容 目標や効果

・住民ニーズを踏まえ、きめ細かい路線を地元・乗合バス事業
者・市で共同して検討をすすめ、地域提案型のコミュニティバ
ス路線の充実促進を図る
・行政が担う必要のある走行環境の整備を進めるとともに、事
業者との協調を図る

・公共交通機関への転換
・地域交通の充実促進
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Ｈ２２

※1 ﾊﾞｽﾛｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ：ﾊﾞｽ接近情報等案内ｼｽﾃﾑ                    ※2 PTPS：公共車輌優先ｼｽﾃﾑ

１．地球ネットワークにささえられるまち

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

   実　施
                                                                    〔  連   節    バ    ス    導    入  〕

Ｈ２１

事業内容 目標や効果

   バス事業者と協調・連携のもと、連節バス、バスロケーショ
ンシステム※1、PTPS※2などの導入･活用により、バス交通の
強化充実を図る

・自家用車から公共交通であるバス利用への利用転換
促進
・バスの速達性や定時性の確保

事業名 バス交通充実促進事業
体系コード １－０３－０３－０６５

担当課 計画建築部　都市計画課
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２．湘南の自然環境にささえられるまち

Ｈ２２

②　緑地の豊かな自然景観の創生

Ｈ２２

③　日常の生活空間に見られる自然景観の創生

Ｈ２２

①　 廃棄物の徹底した減量とリサイクルの推進

Ｈ２２

事業内容 目標や効果

事業名 みどりいっぱい推進事業
体系コード

Ｈ２１

　実　施

　緑化の推進、みどりの普及啓発のための事業
・緑化コンクールの実施
・「藤沢市緑と花いっぱい推進の集い」開催
・市内事業所等への緑化指導

・市民に潤いと安らぎを与え、快適な都市環境を創造
するための緑化の推進、普及啓発

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　湘南海岸清掃を一元化するため、県、関係市町、企業等によ
り設立された（財）かながわ海岸美化財団へ清掃事業費を負担

・海岸の良好な利用環境を保持

事業名 海岸美化関係事業

（１）　湘南が誇る美しい自然景観の創生

①　海浜・水辺の美しい自然景観の創生

事業内容 目標や効果

体系コード ２－０１－０１　　(再掲2-02-01-142)

担当課 環境部　環境管理課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

Ｈ２１

２－０１－０３　　(再掲2-03-01-082)

担当課 都市整備部　公園みどり課

事業名 特別緑地保全地区都市計画決定事業
体系コード ２－０１－０２－０１２

担当課 計画建築部　都市計画課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

・都市緑地法に基づく特別緑地保全地区の指定（都市計画決
定）を行う
・緑の基本計画の長期目標と整合を図る

・緑地の保全
・目標指定ヶ所  2ヶ所

Ｈ２１

　川名緑地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大庭南緑地

事業名 ごみ減量基金積立事業
体系コード ２－０２－０１－０１２

担当課 環境部　環境管理課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　ごみ減量対策事業のため、市民及び団体からの寄付金と基金
の運用から生じる収益金の積立

・ごみ減量対策事業への安定的な財源確保

Ｈ２１

　実　施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年
度

（２）　湘南の自然環境を守る生活・都市環境の整備
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２．湘南の自然環境にささえられるまち

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名 ペットボトル中間処理事業
体系コード ２－０２－０１－０４２

担当課 環境部　環境事業センター

事業内容 目標や効果

Ｈ２１

目標や効果

　ごみの発生抑制と最終処分場の延命化を図るため、ごみの徹
底した減量推進事業
・コンポスト容器、家庭用電動生ごみ処理機購入助成
・ごみＮＥＷＳ発行など、ごみ減量推進のための啓発事業等

・ごみの減量、資源化の推進
・市民、事業者への啓発

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容

　実　施

リサイクル展示場運営事業

　家具類と利用可能な大型ごみを修理・再生・販売することに
よる大型ごみの減量化、再使用の推進
・リサイクル品の展示販売

Ｈ１８ Ｈ１９

事業名 ごみ減量推進事業
体系コード ２－０２－０１－０２２

担当課 環境部　環境管理課、環境事業センター

　実　施

事業名

Ｈ２１

事業名
環境部　環境事業センター担当課

２－０２－０１－０３２体系コード

　実　施

年
度

・廃棄物の再資源化

２－０２－０１－０５２

担当課

　容器包装リサイクル法に基づき、市民（家庭）から排出され
たペットボトルの中間処理（圧縮・梱包）を行い、資源の再利
用
・ペットボトルの回収

・市民のごみの資源化やリサイクル意識の高揚

環境部　環境事業センター

年
度

Ｈ１８ Ｈ２０Ｈ１９

プラスチック中間処理事業
体系コード

Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

　容器包装リサイクル法に基づき、市民（家庭）から排出され
たプラスチック製容器包装のリサイクル促進
・プラスチック製容器包装の回収
・中間処理の委託

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

・市民のごみ減量・資源化及びリサイクルへの意識高
揚

Ｈ２１

Ｈ２０
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２．湘南の自然環境にささえられるまち

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　整備・補修

年
度

事業内容 目標や効果

　老朽化した焼却設備の焼却処理能力を維持するための整備と
補修

・ごみの安全で安定した焼却による減量化
・生活環境の維持

体系コード

　（１号炉工事）
　　　　（既存施設整備・補修）

事業内容 目標や効果

２－０２－０１－０７２

　老朽化した１号炉を平成１６年度から平成１８年度まで３ヶ
年計画での更新と２号炉や施設設備のごみ処理能力を維持する
ための整備と補修

・ごみの安全で安定した焼却による減量化
・生活環境の維持

年
度

Ｈ１８

事業名 北部焼却施設整備事業
担当課

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

環境部　環境管理課、北部環境事業所

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　一般家庭から排出される不燃性大型ごみ、不燃ごみの破砕処
理能力を維持するための整備と補修

・大型ごみや不燃ごみを破砕することによるごみの減
量と安定処分

２－０２－０１－０９２

２－０２－０１－１１２

担当課
環境部　環境管理課、北部・桐原・石名坂各
環境事業所

事業名 石名坂環境事業所整備事業
体系コード ２－０２－０１－１０２

担当課 環境部　石名坂環境事業所

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

事業名 廃棄物処理対策事業
体系コード

Ｈ２０ Ｈ２１

　焼却灰処理及びごみ処理の事業
・廃家電類の資源化処理
・焼却灰の溶融化
・一般廃棄物の適正処理

・焼却灰の溶融による最終処分場の延命化

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

担当課 環境部　桐原環境事業所

　整備・補修

Ｈ２１

事業名 桐原破砕施設整備事業
体系コード

年
度

Ｈ１８
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

２－０２－０１－１２２

担当課 環境部　環境管理課

Ｈ２０

目標や効果

　環境に対する負荷低減とともに安全で適正な稼働の維持を図
るための最終処分場の整備
・谷根最終処分場の法面保護工事（Ｈ１８年度）
・女坂最終処分場の中間覆土整備（Ｈ１８～Ｈ１９年度）

Ｈ１８

体系コード

　（谷根工事）
　　　　　　(女坂中間覆土）

Ｈ２１

　整　備

担当課 環境部　環境管理課

事業内容 目標や効果

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 清掃施設周辺環境整備事業

事業名 海岸美化関係事業
体系コード ２－０２－０１－１４２

担当課 環境部　環境管理課

事業内容 目標や効果

　湘南海岸清掃を一元化するため、県、関係市町、企業等によ
り設立された（財）かながわ海岸美化財団へ清掃事業費を負担

・海岸の良好な利用環境を保持

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　一般家庭から排出される可燃ごみ及びプラスチック製容器包
装の定日収集
・ごみ処理有料化による有料指定袋制の導入とステーション収
集から戸別収集への転換（Ｈ１９年度）

・可燃ごみの発生を抑制
・ごみ処理有料化
・戸別収集

Ｈ２１

　実　施
　　　　　　　　　（ごみ処理有料化・戸別収集）

事業名 可燃ごみ収集事業
体系コード ２－０２－０１－１７２

担当課 環境部　環境事業センター

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２１

事業名 最終処分場整備事業
体系コード

事業内容

Ｈ１９

・最終処分場の整備による安全で適正な埋立

２－０２－０１－１３２

年
度

　地域住民の協力により１９９７年（平成９年）に完成した女
坂最終処分場の周辺道路整備等地元要望の実現

・最終処分場周辺地域の基盤整備による地域の生活環
境維持

年
度
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Ｈ２２

②　良好な水環境の整備

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

   市街化調整区域で公共下水道認可区域外において、合併処理
浄化槽を設置する住宅に対し、助成を行う

年
度

Ｈ１８

・生活排水による公共用水域の汚濁の軽減

事業名 リサイクルセンター整備事業（新）
体系コード ２－０２－０１－１８２

担当課 環境部　環境管理課

事業内容 目標や効果

　ごみ有効利用のための選別等処理機能、環境やリサイクルに
関する情報発信と意識啓発、不要品の再生などの機能を併せ持
つ施設としてのリサイクルセンターの整備

・廃棄物循環型社会形成推進への意識啓発
・持続可能な循環型都市

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業名

事業名 公共下水道・管渠建設・維持管理事業
体系コード

  下水道事業認可区域の管渠整備及び適正な維持管理を行う
・ 南部処理区（浸水対策、市街化調整区域の汚水管整備）
・ 東部処理区（新市街地、市街化調整区域等の汚水管整備）
・ 相模川流域処理区（遠藤・御所見地区の汚水管整備）

・生活環境の改善、浸水防除及び公共用水域の水質保
全
・下水道普及率の向上

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

ポンプ場建設・維持管理事業
体系コード ２－０２－０２－０３２

担当課
土木部　土木計画課
　　　　下水道整備課　土木維持課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容

　南部及び東部処理区の各ポンプ場の施設整備、改築、更新及
び適正な維持管理を行う

Ｈ２０

目標や効果

・ 生活環境の保全、公共用水域の水質保全
・ ポンプ施設の能力向上と機能の維持、保全

Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

Ｈ２０

２－０２－０２－０２２

担当課
土木部　土木計画課
　　　　下水道整備課　土木維持課

　検討・調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備

　実　施

２－０２－０２－０１２

担当課 土木部　下水道業務課
事業名 合併処理浄化槽設置補助事業

体系コード
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

③　自然環境汚染の防止と浄化

Ｈ２２

体系コード ２－０２－０３－０１２

担当課 環境部　環境保全課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　公共用水域（河川、海域）の水質保全を図る
・河川及び海域の水質常時監視
・ダイオキシン類・環境ホルモンの環境調査
・工場、事業場排水の監視指導

・公共用水域（河川、海域）の水質保全

Ｈ２１Ｈ１８ Ｈ１９

事業名 水質汚濁防止対策事業

　実施（調査、監視・指導）

年
度

事業内容

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 合流式下水道改善事業
体系コード ２－０２－０２－０5２

担当課
土木部　土木計画課
　　　　下水道整備課　土木維持課

目標や効果

　南部処理区の合流式下水道区域において、合流式下水道改善
計画に基づき貯留管等の整備を行う
（対象地区：羽鳥地区、藤沢西部地区ほか）

・浸水の防除
・分流式下水道並の公共用水域の水質保全

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　整  備
〔羽鳥地区貯留管〕               〔  藤  沢  西  部  地  区    H19～21予定  〕                  〔貯留管整備着手〕

事業名 区域外下水道・管渠建設事業
体系コード ２－０２－０２－０６２

担当課
土木部　土木計画課
　　　　下水道整備課　土木維持課

Ｈ２１
年
度

土木部　土木計画課
　　　　下水道整備課　土木維持課

事業名 浄化センター建設・維持管理事業
体系コード ２－０２－０２－０４２

担当課

事業内容 目標や効果

　下水道事業認可区域外の市街化調整区域において、「藤沢市
区域外下水道採択基準」に基づき汚水管の整備を行う

・ 市街化調整区域の生活環境の改善
・ 公共用水域の水質保全

Ｈ２１

　整　備

年
度

目標や効果

　辻堂、大清水浄化センターの施設整備、改築、更新及び適正
な維持管理を行う

・ 生活環境の保全、公共用水域の水質保全
・ 下水処理施設の能力向上と機能の維持、保全

　実　施

事業内容
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名 大気汚染防止対策事業
体系コード ２－０２－０３－０２２

担当課 環境部　環境保全課

事業内容 目標や効果

　大気汚染防止法等に基づく大気汚染防止を図る
・大気汚染物質の常時監視
・有害大気汚染物質調査
・工場、事業場の監視及び指導

・発生源対策による大気の環境改善

Ｈ２１

　実施（調査、監視・指導）

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

公害関係分析事業
体系コード ２－０２－０３－０４２

担当課 環境部　環境保全課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実施（分析）

事業名 地盤沈下対策事業
体系コード ２－０２－０３－０５２

担当課 環境部　環境保全課

事業名 騒音振動対策事業
体系コード ２－０２－０３－０６２

担当課 環境部　環境保全課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　騒音、振動、大気汚染、悪臭等公害苦情に対する調査と対策
・事業場や環境の騒音、振動等の測定

・騒音、振動等の把握による環境の改善

Ｈ２１

　実施（調査）

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

　実施（調査）

事業内容 目標や効果

　地盤沈下の監視と未然防止
・市内５８地点での精密水準測量調査

・地盤沈下の未然防止

年
度

Ｈ１８

・正確な環境情報を把握することによる環境保全対策

Ｈ２１

事業名

事業内容 目標や効果

　水質汚濁防止法等に基づき、水、大気などの環境汚染を測
定、分析
・河川、海、地下水の測定分析
・工場、事業場の排水排ガス測定分析
・大気汚染物質（窒素酸化物、酸性雨）の測定分析
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

④　自然環境に配慮したまちづくり

Ｈ２２

事業名 地下水・土壌汚染対策事業
体系コード ２－０２－０３－０７２

担当課 環境部　環境保全課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　有害化学物質による地下水汚染の調査と対策
・神奈川県地下水測定計画に基づく地下水質調査及び概況調査
・汚染井戸周辺の調査と監視
・法令に基づく事業場指導

・土壌環境の改善

　実施（調査、監視、指導）

事業名 公害防止対策事業
体系コード ２－０２－０３－０８２

担当課 環境部　環境保全課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　市民が安心して暮らせるまちを築くため、基盤となる環境を
守るための事業
・環境基本計画の推進　・地球温暖化対策地域推進計画の推進
・ＩＳ０１４００１の推進　・環境情報の提供、啓発

・地球温暖化防止の推進
・良好な環境を次世代へ継承

Ｈ２１

　実　施

事業名 環境制度推進事業
体系コード ２－０２－０３－０９２

担当課 環境部　環境管理課

事業名
体系コード ２－０２－０４－０１５

担当課 計画建築部　西北部総合整備事務所
高度医療施設（大学病院）誘致事業

事業内容 目標や効果

　「慶應義塾大学看護医療学部」（平成13年4月開校）にひ
きつづき、「高度医療施設」の核となる大学病院を誘致する

・「高度医療施設」の進出を促す環境整備

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　検　討

年
度

　実　施

事業内容 目標や効果

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

・公害防止対策の推進

Ｈ２１

Ｈ２１

事業内容 目標や効果

　公害を未然に防止するための事業
・公害諸法令に基づく許可申請、届出等に対する審査
・建築物等の事前協議
・環境啓発事業
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

健康の森整備事業
担当課

体系コード ２－０２－０４－０２５

事業名 新産業の森及び周辺地区の都市基盤整備事業
体系コード ２－０２－０４－０３５

担当課 計画建築部　西北部総合整備事務所

事業名 遠藤地区整備事業
体系コード ２－０２－０４－０５５

担当課 計画建築部　西北部総合整備事務所

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　都築山地区、幹線道路沿い並びに市民センター周辺地区の都
市基盤整備と秩序ある都市的土地利用の誘導を図る

・市街化調整区域における都市的土地利用の誘導

Ｈ２１

  検  討

事業名 御所見地区整備事業
体系コード ２－０２－０４－０９５

担当課 計画建築部　西北部総合整備事務所

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　御所見市民センター等の整備とともに、田園環境と調和した
都市基盤施設整備と秩序ある都市的土地利用の誘導を図る
・御所見地区中心拠点形成事業
・御所見地区整備事業

・市街化調整区域における都市的土地利用の誘導
・御所見地区中心拠点の形成
・生活環境の向上

　整　備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

計画建築部　西北部総合整備事務所
事業名

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業内容 目標や効果

　新産業の森及び周辺地区の整備計画を策定する ・市街化調整区域における都市的土地利用の誘導
・新産業の創出と活性化

Ｈ２１
年
度

Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

　健康の森の施設整備に伴う用地を取得する
（全体区域面積　約33ha）

・「高度医療施設」の用地取得の推進
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Ｈ２２

（３）　湘南の自然の生態系維持

① 　多様な動植物環境の保全

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

目標や効果

・大学の知的資源を活用し、産学官連携による産業創出、研究
開発機能、あわせて地域住民の生活利便機能の集積を図る
・地区計画制度などを活用し、都市的土地利用を誘導する

・市街化調整区域における都市的土地利用の誘導

体系コード

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

２－０２－０４－０７５

担当課 計画建築部　西北部総合整備事務所

年
度

Ｈ１８

事業名
慶應義塾大学周辺地区研究拠点形成
及び遠藤地区中心拠点形成事業

事業内容

Ｈ２１

　実　施

事業名 みどり基金積立事業
体系コード ２－０３－０１－０２２

担当課 都市整備部　公園みどり課

事業内容 目標や効果

　緑地取得、みどりの保全、普及啓発事業のため「藤沢市みど
り基金」の積立

・緑地取得等みどり事業への安定的な財源確保

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業内容 目標や効果

　市内に残された緑地・樹林地を「藤沢市みどり基金」の活用
により取得、保全

・緑地の取得による野生生物の生息・生育環境の保
全、良好な都市景観の形成

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

　川名緑地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大庭南緑地

事業内容 目標や効果

　特別緑地保全地区の区域の拡大と草刈り、間伐など樹林の保
全
・都市緑地法に基づく特別緑地保全地区指定の拡大
・引地川、境川特別緑地保全地区の維持管理

Ｈ１９ Ｈ２０

・特別緑地保全地区２ヶ所の指定
・指定区域拡大による緑地保全

Ｈ２１

Ｈ２１

　実　施

Ｈ２０

事業名 緑地取得事業
体系コード ２－０３－０１－０３２

担当課 都市整備部　公園みどり課

Ｈ２１

事業名 緑地保全事業
体系コード ２－０３－０１－０１２

担当課 都市整備部　公園みどり課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名 樹木保全事業
体系コード ２－０３－０１－０４２

担当課 都市整備部　公園みどり課

担当課

事業内容 目標や効果

　「藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく樹
木等の保存
・樹林、樹木、生垣の保存
・松くい虫等樹木病害虫駆除
・生垣新設に伴う苗木配布

・樹林、樹木、生垣の保存指定を行い、緑地取得と同
等のみどりの効果を発揮

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実  施　　　 　　〔本町一丁目緑地開設〕　　　　　　　　　　〔宮前緑地開設〕

Ｈ２１

事業名 みどりの広場設置事業
体系コード ２－０３－０１－０６２

担当課 都市整備部　公園みどり課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　地域住民の憩いの場所、あるいは災害時の一時避難場所とし
ての機能を有する空閑地の確保

・市内に残る遊休地を地域住民に開放し、良好で快適
な生活環境の確保

Ｈ２１

　実　施

事業名 ビオトープ整備事業
体系コード ２－０３－０１－０７２

担当課 都市整備部　公園みどり課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　多様な野生動植物の生息・生育環境としての自然生態系の健
全な保全が図られることを目的としたビオトープ（生物生息空
間）の選定・整備

・自然生態系をネットワークとして維持

目標や効果

　市内に残されている樹林地としての憩いの森の整備と維持管
理
・本町一丁目緑地（Ｈ１９年度）
・宮前緑地（Ｈ２１年度）

・市民への開放による自然への啓発

都市整備部　公園みどり課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業名 憩いの森事業
体系コード ２－０３－０１－０５２

事業内容
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２．湘南の自然環境にささえられるまち

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 みどりいっぱい推進事業
体系コード

・市民に潤いと安らぎを与え、快適な都市環境を創造
するための緑化の推進、普及啓発

Ｈ２１
年
度

　緑化の推進、みどりの普及啓発のための事業
・緑化コンクールの実施
・「藤沢市緑と花いっぱい推進の集い」開催
・市内事業所等への緑化指導

Ｈ１８

事業名 自然環境実態調査事業
体系コード

２－０３－０１－０８２

担当課 都市整備部　公園みどり課

担当課 都市整備部　公園みどり課

２－０３－０１－０９２

　実　施

事業内容

　生物、生態系保全を目的とした自然環境の補足調査とデータ
の更新
・植物、鳥類、水生動物補足調査及びデータ更新

・環境施策の立案や環境に配慮した公共事業等の誘
導、あるいは環境学習など幅広く活用

Ｈ２１

目標や効果

担当課 都市整備部　公園みどり課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

体系コード ２－０３－０１－１０２
石川丸山緑地取得事業（新）

目標や効果

　石川丸山谷戸の整備計画策定、緑地の取得
・石川丸山緑地取得　約５．９ｈａ

・里山緑地の保全
・緑地の確保

事業名

　地球温暖化対策としての公共施設屋上緑化の推進
・市役所新館３階屋上緑化（Ｈ１８年度）

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　整備計画策定　　　　　　　　　　　　　　　用地取得

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

屋上緑化事業（新）
担当課

・都市部のヒートアイランド現象防止対策

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　〔屋上緑化工事〕

事業内容 目標や効果

事業内容 目標や効果

体系コード ２－０３－０１－１１２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査・データ更新

事業名

都市整備部　公園みどり課

事業内容

Ｈ２１
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２．湘南の自然環境にささえられるまち

Ｈ２２Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

　鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく事業
・原因野生鳥獣捕獲の許可事務
・愛がん飼養登録等事務
・野生鳥獣の捕獲、被害相談事務

・野生鳥獣による生活被害の拡大防止

事業名 鳥獣保護管理対策事業

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

体系コード ２－０３－０１－１２２

担当課 環境部　環境保全課
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① 　農業・水産業の自立化の支援

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業内容

　農業振興資金、農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）等
の利用推進のため資金利子の一部を助成

　
　農業者への資金面での支援による生産意欲の向上

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

目標や効果

事業名 農業制度資金利子補助事業
体系コード ３－０１－０１－０５３

担当課 経済部　農業水産課

  実　施
　　　　　　　　　〔整備計画の見直し〕

事業内容 目標や効果

　農業振興地域内における農地の適正な利用管理と農地の流動
化の推進、認定農業者への支援
　・農業振興地域整備促進事業
　・農業経営基盤強化促進事業

　
　優良農地の確保・保全
　農業振興地域整備計画の達成
　農業経営基盤の強化促進

Ｈ２１
年
度

事業名
体系コード ３－０１－０１－０４３

担当課 経済部　農業水産課

Ｈ１８ Ｈ１９

　実　施

Ｈ２１

農用地利用対策事業

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

経済部　農業水産課担当課

体系コード
事業名 援農普及推進事業

３－０１－０１－０３３

年
度

環境保全型農業実践推進事業
経済部　農業水産課担当課

体系コード ３－０１－０１－０１３

（１）　コミュニティと共存する産業の支援

事業名

３．既存産業の活性化と新しい起業化を支援するまち

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　
  環境への負荷の軽減に配慮した環境保全型農業を実践するた
めに必要な生産技術、資材等の導入への助成

　
  環境保全に配慮した農産物の生産方法の確立と定着

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　
　持続的な農業を推進するための援農者の育成に向けた事業の
実施
　・農業体験講座　　・都市農業フォーラム
　・援農ボランティア研修　　など

　
　援農システムの拡充と持続的な農業の推進

Ｈ２０
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名 畜産振興対策事業
体系コード ３－０１－０１－０９３

担当課 経済部　農業水産課

事業内容

　野菜の計画的な生産出荷を促進するため、価格が著しく低落
したとき生産者の損失を補填するための資金造成への助成

　
　野菜の安定的供給と価格の安定

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

事業名 野菜価格安定対策事業
体系コード ３－０１－０１－０８３

担当課 経済部　農業水産課

事業名 地域農産物出荷対策推進事業
体系コード ３－０１－０１－０７３

担当課 経済部　農業水産課

事業内容

　次代の農業を担う人的基盤を確保するため、農業後継者、新
規就農者の育成と拡充
　・後継者の技術向上に向けた講習会、研修会等の開催
　・新規就農者への支援
　・農業における協同交流事業への助成

　
　農業後継者、新規就農者の育成と定着化

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

目標や効果

事業名 後継者育成対策事業
体系コード ３－０１－０１－０６３

担当課 経済部　農業水産課

　
　衛生環境の整備、家畜の資質向上による畜産物の品
質向上

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

目標や効果事業内容

目標や効果

目標や効果事業内容

　
　地場農産物の表示（「湘南野菜」）をしたダンボール箱等出
荷用資材の作製への助成

　
　地場野菜の安定的な生産と出荷

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

年
度

　
　家畜排せつ物処理施設の整備・改修、家畜防疫対策、家畜の
改良又は増殖による資質・能力を向上させる事業等に対する助
成

　実　施

３．既存産業の活性化と新しい起業化を支援するまち
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　整　備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業内容

　
　老朽化の著しい取水施設の補修等整備、用水路の改修を行う
水利組合への助成

　
　安定した用水の確保と水田の保全

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　整　備

目標や効果

農業用水路等改修事業
体系コード ３－０１－０１－１２３

担当課 経済部　農業水産課

事業内容

　
　受益水田面積の確保と農業生産を維持するために、農業用水
路の清掃・浚渫を行う水利組合への助成

　
　農業用水路の水辺環境の維持保全

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

　実　施
〔施設整備・運営開始〕　〔運　営〕

農業用水路浚渫事業
体系コード ３－０１－０１－１１３

担当課 経済部　農業水産課
事業名

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業名 共同堆肥化施設整備運営事業
体系コード ３－０１－０１－１０３

担当課 経済部　農業水産課

農道等整備事業
体系コード

担当課 経済部　農業水産課

　
　有機質資源の循環利用による環境負荷の軽減

３－０１－０１－１７３
事業名

事業名

目標や効果

Ｈ２０ Ｈ２１

３．既存産業の活性化と新しい起業化を支援するまち

目標や効果事業内容

　家畜排せつ物の適正処理と、地域内の有機質資源の有効活用
を図り、良質な堆肥を製造する共同堆肥化施設の建設及び運営
をＰＦＩ事業として実施

事業内容

　
　農業振興地域の農道拡幅、舗装等及び主要用水路の改修

　　・葛原地区、西俣野地区、宮原地区、打戻地区

　
  受益農地面積の確保と農業生産の維持

目標や効果
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

事業内容 目標や効果

　
　農業者が蓄積した技術と日本大学生物資源科学部が保有する
技術を融合し、地域特性を活かした個性ある品種、魅力ある特
産農産物の開発・普及をめざす取り組みへの支援

　
　農業者と大学との連携による特産農産物の開発、農
業を主体とした産業の活性化

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業名 産学連携促進事業
体系コード ３－０１－０１－２７３

担当課 経済部　農業水産課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　
　江の島片瀬漁業協同組合の自営定置網経営の安定と漁獲量の
増大を図るため、「藤沢市定置網漁業経営安定化資金貸付要
綱」に基づく運営資金の貸付

　
　魚介類の安定的な供給、地産地消の推進

Ｈ２１

事業名 定置網経営近代化事業
体系コード ３－０１－０１－２４３

担当課 経済部　農業水産課

事業内容

　
　藤沢沿岸地域での水産業の活性化に向けた事業の推進
　・「つくり育てる漁業」への助成
　・漁場造成効果調査
　・水産物流通システムの改善

　
　水産資源の持続的安定的な供給

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

目標や効果

水産業活性化事業
体系コード ３－０１－０１－２２３

担当課 経済部　農業水産課

　
　平成２０年度の開港をめざし、防波堤プロムナード、市民交
流広場、製氷貯氷施設の建設など漁業活動の根拠地としての片
瀬漁港の基盤整備、環境整備

　
　漁業労働環境の向上、漁業の近代化、流通機能の改
善など漁業振興、自然と共生する漁港の整備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業内容

体系コード ３－０１－０１－２１３

担当課 経済部　農業水産課

３．既存産業の活性化と新しい起業化を支援するまち

事業名

目標や効果

事業名

　整　備

漁港整備事業
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

②　地元密着型商業の活性化の支援

Ｈ２２

　・安全で安心な青果物を供給するための流通体制
　　の再構築
　・卸売市場会計の健全化など市場の活性化

　実　施
　〔商店街調査〕　  　〔商店街調査〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔商店街調査〕

事業内容 目標や効果

　商店街活性化のための専門家派遣や各種調査等
　・商店街指導研究事業
　・商店街活性化、顧客満足度等調査事業
　・オープンカフェ推進事業

　
　魅力ある商店街づくりの推進

Ｈ１９ Ｈ２０

Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ２１

　実　施
〔市場再整備計画策定〕 〔地方卸売市場化〕

事業内容 目標や効果

　
　・平成１９年度の地方卸売市場化に向けた、市場再整備
　　計画の策定とその推進
　・市場関係事業者の経営改善

年
度

Ｈ１８

３－０１－０２－０２３

担当課 経済部　産業振興課
事業名 商店街活性化指導研究事業

体系コード

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

　実　施

事業名 卸売市場再整備事業
体系コード ３－０１－０１－３２３

担当課 経済部　市場管理課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　事業協同組合が食品循環資源の再利用のため行う食品リサイ
クル施設整備事業に対する助成

　食品廃棄物の再利用による循環型流通社会の構築

Ｈ２１

　実　施

事業名 飼料製造施設整備支援事業（新）
体系コード ３－０１－０１－３０３

担当課 経済部　農業水産課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　
　「宮原耕地検討委員会」が行う果樹栽培をはじめとする荒廃
地対策事業等への支援など、地域との連携により、田や畑の持
つ多様な機能を活かした遊休農地等の活用施策の推進

　
　農地の回復、環境の保全・整備による宮原地域の活
性化

３－０１－０１－２８３

担当課 経済部　農業水産課

Ｈ２０ Ｈ２１

３．既存産業の活性化と新しい起業化を支援するまち

事業名 宮原地域活性化事業（新）
体系コード
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　
　商店街団体が設置する街路灯や常夜灯の電灯料の一部助成 　消費者及び一般歩行者の安全確保、商店街の環境改

善と防犯対策の向上

Ｈ２１

　実　施

事業名 商店街街路灯電灯料補助事業
体系コード ３－０１－０２－０６３

担当課 経済部　産業振興課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　商店街団体が設置した借上駐車場及び提携駐車場など顧客用
駐車場の運営費の一部助成

　安全快適な買い物環境整備、消費者の利便性の向上

Ｈ２１

　実　施

事業名 商店街駐車場運営費補助事業
体系コード ３－０１－０２－０５３

担当課 経済部　産業振興課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　街路灯やアーチなど商店街団体が計画的に実施する共同施設
設置事業への助成

　快適な買い物環境の向上、市民の安全な生活環境の
確保

Ｈ２１

　実　施

事業名 商店街づくり共同施設設置補助事業
体系コード ３－０１－０２－０４３

担当課 経済部　産業振興課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　商店街のショッピング・モール事業について、事業費の一部
助成、壁面線後退に伴う建築物改装に対する資金融資等

　
　商店街の環境整備と快適な買い物空間の確保

３－０１－０２－０３３

経済部　産業振興課

Ｈ２０ Ｈ２１

ショッピング・モール関係事業
体系コード

担当課
事業名
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

事業内容 目標や効果

　商店街の空洞化対策として新業種の参入、憩いの場としての
利用やイベント空間、チャレンジストアなど空き店舗を効率
的・効果的に活用する商店街団体に対し賃借料の一部を助成

　
　空き店舗の活用による地域住民の交流や新規顧客に
よる商店街の振興

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８

　実　施
　　　　　　　　　  〔コンテストの実施〕

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　商店街でのユニークイベント、空き店舗の活用などのプラン
を募集するコンテストの開催と、アイデアの実現に向けた支援

　
　商店街や個店の創意工夫による魅力ある商店街づく
りの推進

Ｈ２１

　実　施

事業名 商店街・個店ビジネスコンテスト事業
体系コード ３－０１－０２－１５３

担当課 経済部　産業振興課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市内各域の商店街等を会場にアマチュアミュージシャンによ
るコンテストとして実施する「湘南藤沢まちかど音楽祭」事業
への支援

　集客力の増強による商店街の活性化、商店街から発
信する湘南に相応しい音楽祭としての定着

Ｈ２１

事業名 湘南藤沢まちかど音楽祭事業
体系コード ３－０１－０２－１４３

担当課 経済部　産業振興課

Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業名 空き店舗活用支援事業
体系コード ３－０１－０２－０８３

担当課 経済部　産業振興課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　商店街が各地域において実施するイベント事業、ごみ減量リ
サイクル推進事業などへの助成

　
　地域に密着したイベント事業による集客力の増強、
商店街の振興と結束

Ｈ２１

事業名 商店街活性化ステップアップ事業
体系コード ３－０１－０２－０７３

担当課 経済部　産業振興課
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Ｈ２２

Ｈ２２

③　中小企業の自立化の支援

Ｈ２２

Ｈ２２

事業内容 目標や効果

　市内中小企業の経営安定と成長発展のために必要な事業資金
（運転資金、設備資金）の融資

　中小企業の振興と経営安定

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

Ｈ２１

　運　営

事業名 中小企業融資事業
体系コード ３－０１－０３－０３３

担当課 経済部　産業振興課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

 （財）藤沢市生活経済公社が市内中小企業事業主及び従業員
等を対象に実施する「中小企業従業員等福利共済事業」への支
援

　中小企業の従業員の定着、経営の安定

　実　施
　　　　　　　　　    〔関連施設整備〕

事業名
体系コード ３－０１－０３－０１３

担当課 経済部　産業振興課

年
度

中小企業従業員等福利共済事業

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　「遊行寺」が持つ文化・観光的な価値を地域資源として活用
するイベント事業、関連施設の整備事業への支援

　地域資源を活用したイベント事業、関連施設の整備
よる藤沢駅北口周辺の観光及び商業の活性化

Ｈ２１

　実　施

事業名 地域資源活用推進事業（新）
体系コード ３－０１－０２－１７３

担当課 経済部　産業振興課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　商店街の環境改善と防犯対策の向上を図るため、防犯施設
（防犯カメラ等）を設置する商店街団体に対する設置費用の一
部助成

　市民が安心して買い物ができる犯罪の起きにくい環
境の整備

Ｈ２１

事業名 商店街防犯施設設置補助事業
体系コード ３－０１－０２－１６３

担当課 経済部　産業振興課

３．既存産業の活性化と新しい起業化を支援するまち

              １８
〔小規模企業緊急資金新設〕

１９
〔創業支援資金の検討〕

２０
〔創業支援資金・新設〕

-45-



Ｈ２２

Ｈ２２

①　江の島・湘南海岸の活性化の支援

Ｈ２２

Ｈ２２

事業内容 目標や効果

　神奈川県信用保証協会の保証制度を利用した中小企業者やベ
ンチャー企業に対する信用保証料の一部助成

　中小企業者の負担軽減、融資制度の有効活用と経営
の安定

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　海水浴場の安全と快適性の確保
　　・海水浴場救護警備　　　　・仮設トイレ設置
　　・防護柵、サーファーフェンスの設置
　　・海水浴場周辺監視船パトロール

　海水浴客の救護と安全対策、海水浴場の環境衛生の
向上、安全で快適な海水浴場づくり

Ｈ２１

　実　施

事業名 海水浴場安全対策事業
体系コード ３－０２－０１－０２３

担当課 経済部　観光課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　観光ＨＰやポスター・パンフレットなどを活用した幅広い観
光宣伝活動、四季を通じた観光イベントの充実
　・江の島マイアミビーチショー         ・湘南江の島フェスティバル
　・全日本ライフセービング選手権大会 ・県外観光キャンペーン

　
　湘南江の島を中心とした市内の観光資源を活用した
観光産業の振興、地域経済の活性化

Ｈ２１

（２）　湘南の顔になる産業の支援

事業名 誘客宣伝関連事業
体系コード ３－０２－０１－０１３

担当課 経済部　観光課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

Ｈ２１

　実　施

事業名 信用保証料補助事業
体系コード ３－０１－０３－０５３

担当課 経済部　産業振興課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市の中小企業融資制度利用者及び神奈川県のスタートアップ
融資利用者に対する利子の一部助成

　中小企業者の負担軽減、融資制度の有効活用と経営
の安定

Ｈ２１

事業名 利子補給事業
体系コード ３－０１－０３－０４３

担当課 経済部　産業振興課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

事業内容 目標や効果

　藤沢市を舞台とする国内外の映画・ＴＶドラマ・ＣＭ等を中
心としたロケーション撮影の誘致、市内全域における撮影環境
の整備やロケ支援

　知名度の向上、イメージアップなど地域振興・観光
振興の推進

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施
〔岩屋橋耐久度調査〕

事業名 湘南藤沢フィルム・コミッション事業
体系コード ３－０２－０１－０９３

担当課 経済部　観光課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　江の島岩屋の定期的な点検及び耐久度調査等による状況に応
じた対策など、観光客の安全を確保するための整備

　
　岩屋の安全確保

Ｈ２１

　実　施

事業名 江の島岩屋整備事業
体系コード ３－０２－０１－０７３

担当課 経済部　観光課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　江の島を中心とした観光施設・観光史跡の維持管理、観光案
内サインの再整備

　
　観光客の利便性、市民サービスの向上
　観光地としての魅力の向上

３－０２－０１－０４３

担当課 経済部　観光課

Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 観光施設管理事業
体系コード

事業名 観光センター設置事業
体系コード ３－０２－０１－０３３

担当課 経済部　観光課

事業内容 目標や効果

　神奈川県立湘南海岸公園整備事業に伴い移転している藤沢市
観光センターの県立公園内への設置

　
　観光客の誘致、観光案内業務の充実

Ｈ２１

　建　設

年
度

Ｈ１８
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②　既存産業の新たな展開の支援

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業内容 目標や効果

　（社）藤沢市商店会連合会が行う諸事業や運営費の一部助成
　
        ・指導事業、情報提供事業、商店街近代化事業

Ｈ２０

　市内商店街の振興と発展

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

　実　施

事業名

　実　施

事業名 （社）藤沢市商店会連合会育成・助成事業
体系コード ３－０２－０２－０５３

担当課 経済部　産業振興課

年
度

Ｈ１８ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中小企業の振興、地域産業間の交流・研修、情報発信、新産
業の創出などの機能を持つ藤沢産業センターの管理・運営への
支援

　産業センターの円滑な管理・運営のための支援によ
る産業振興施策の推進

Ｈ２１Ｈ１９

藤沢産業センター管理運営支援事業
体系コード ３－０２－０２－０３３

担当課 経済部　産業振興課

年
度

Ｈ１８

事業内容 目標や効果

　商工会議所が本市商工業の振興を目的として行う諸事業に対
する助成
　・青年部育成事業　　　　　　・表彰事業
　・ふじさわ産業まつり　　　　・産業政策懇談会

　地域商工業の健全な発展

Ｈ１９ Ｈ２１

　実　施

Ｈ２１

　実　施
〔エコアクション２１〕

事業名 商工会議所事業助成事業
体系コード ３－０２－０２－０２３

担当課 経済部　産業振興課

Ｈ２０

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中小企業が実施する品質管理及び環境管理の国際規格である
ＩＳＯ９０００シリーズ、ＩＳＯ１４０００シリーズなどの認
証取得に助成

　信頼性の高い企業の育成、受発注の拡大、環境経営
の推進

事業名 中小企業ＩＳＯ等認証取得支援補助事業
体系コード ３－０２－０２－０１３

担当課 経済部　産業振興課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

③　都市拠点の機能強化と活性化の支援

Ｈ２２

事業内容 目標や効果

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　産業の活性化と地域産業の情報発信拠点施設として商工会議
所が計画している産業拠点施設の整備に対する助成

　市内産業の振興

経済部　産業振興課

Ｈ２１

　実　施

事業名 藤沢商工会議所産業拠点施設整備補助事業（新）
体系コード

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔施設整備支援〕　　

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

３－０２－０２－０７３

担当課

年
度

　
　事業協同組合が行う生産、加工、販売等共同施設の整備事業
への助成

　協同組合の経営の向上、中小企業の振興

事業名 事業協同組合等共同施設整備補助事業
体系コード ３－０２－０２－０６３

担当課 経済部　産業振興課

事業名 辻堂駅周辺地域都市再生事業
体系コード ３－０２－０３－０１５

担当課 計画建築部　辻堂駅前都市再生担当

Ｈ２０ Ｈ２１

事業内容 目標や効果

  辻堂駅北口の大規模工場跡地の土地利用転換等により多様な
機能が集積する都市拠点の形成を図る
  その受け皿となる基盤施設整備として街路事業、デッキ・自
由通路等整備事業、駅機能強化事業、南口整備事業等を行う

・工場跡地の土地利用の促進
・交通結節点機能の強化
・産業関連機能、複合都市機能等の導入による都市再
生

   整　備
〔都市基盤整備〕                                          〔一部まち開き〕

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業名 中小企業特許取得支援事業
体系コード ３－０２－０２－０８３

担当課 経済部　産業振興課

事業内容 目標や効果

　特許取得推進セミナー、ＨＰの運営管理、中小企業に対する
専門家による指導・助言・マッチングなど、特許取得や知的財
産活用への支援

　
　独自性のある技術を持つ企業の育成

Ｈ２１

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
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Ｈ２２

④　新たな産業集積と雇用の創出

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２Ｈ２１

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　無料職業紹介を中心とする「藤沢しごと相談システム」事
業、湘南就職面接会、若年層の就職を支援する「Ｌｅｔ’ｓし
ごと塾」、藤沢インターンシップ等、就労支援・雇用対策に向
けた事業の実施

　
　地域の雇用環境の改善

事業名 就労支援事業
体系コード ３－０２－０４　　(再掲4-03-02-073)

担当課 経済部　勤労市民課

Ｈ２１

    実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　大学・企業による共同研究・開発のための調査研究
・湘南ライフサイエンスコンソーシアムの運営

・特定保健用食品などの開発
・市民の健康増進

事業名 湘南ライフサイエンスコンソーシアム事業（新）
体系コード 3－02－０４－０２３

担当課 企画部　経営企画課

事業名 藤沢駅北口通り線整備事業
体系コード ３－０２－０３－０２５

担当課 計画建築部　都市計画課

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業内容 目標や効果

　藤沢駅北口直近地区の土地利用促進及び防災機能向上を目的
に、藤沢村岡線静岡銀行脇と遊行通りロータリーとを結ぶ地区
骨格道路を築造する
（延長約240ｍ、幅員13．0ｍ）

・藤沢駅及び駅周辺施設への接近性・利便性の向上
・沿線の土地利用の促進
・防災機能の確保

　　　　　　　                   整  備
　　　〔検討〕

事業名 企業立地等促進事業
体系コード ３－０２－０４－０13

担当課 経済部　産業振興課

年
度

Ｈ１８

　企業誘致の促進と既存立地企業の市内投資の促進

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

　企業立地に伴い新規に市民を雇用した企業への雇用奨励補
助、県の産業立地促進融資を利用した企業への利子補助など、
企業立地のための支援措置及び企業誘致に関する情報提供や誘
致活動

３．既存産業の活性化と新しい起業化を支援するまち
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①　グローバルスタンダードで競うベンチャー企業の支援

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

②　コミュニティ志向のベンチャー企業の支援

Ｈ２２

事業名 新産業創出事業
体系コード ３－０３－０１－０１３

担当課 経済部　産業振興課

事業内容 目標や効果

　新産業の創出、ベンチャー企業の育成、既存企業の新事業進
出を支援
　・湘南新産業創出コンソーシアム事業
　・産学連携マッチングコーディネート事業
　・大学連携型起業家育成施設支援事業

　産学官民の連携による地域経済の活性化

Ｈ２１

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

（３）　２１世紀型新産業の創出の支援

３－０３－０２　　(再掲3-03-01-013)

担当課 経済部　産業振興課

事業内容 目標や効果

事業名 新産業創出事業
体系コード

　新産業の創出、ベンチャー企業の育成、既存企業の新事業進
出を支援
　・湘南新産業創出コンソーシアム事業
　・産学連携マッチングコーディネート事業
　・大学連携型起業家育成施設支援事業

　産学官民の連携による地域経済の活性化

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

事業名 利子補給事業
体系コード ３－０３－０１　　(再掲3-01-03-043)

担当課 経済部　産業振興課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市の中小企業融資制度利用者及び神奈川県のスタートアップ
融資利用者に対する利子の一部助成

　中小企業者の負担軽減、融資制度の有効活用と経営
の安定

Ｈ２１

　実　施

事業名 信用保証料補助事業
体系コード ３－０３－０１　　(再掲3-01-03-053)

担当課 経済部　産業振興課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　神奈川県信用保証協会の保証制度を利用した中小企業者やベ
ンチャー企業に対する信用保証料の一部助成

　中小企業者の負担軽減、融資制度の有効活用と経営
の安定

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

３．既存産業の活性化と新しい起業化を支援するまち
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③　大学・研究機関との連携による企業の支援

Ｈ２２

Ｈ２２

④　新しい産業ゾーンの形成

Ｈ２２

事業名 都市農村交流拠点形成事業
体系コード ３－０３－０４－０１３

担当課 計画建築部　西北部総合整備事務所

事業内容 目標や効果

　宮原耕地を含む西北部地域全体の都市農業、交流型農業拠点
として整備計画を検討する

・荒廃地の活性化

Ｈ２１

 　実　施
                                            〔 基 本 計 画 策 定 〕                                                〔整備計画策定〕

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 新産業創出事業
体系コード ３－０３－０３　　(再掲3-03-01-013)

担当課 経済部　産業振興課

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　産学官民の連携による地域経済の活性化

Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

　新産業の創出、ベンチャー企業の育成、既存企業の新事業進
出を支援
　・湘南新産業創出コンソーシアム事業
　・産学連携マッチングコーディネート事業
　・大学連携型起業家育成施設支援事業

年
度

事業名 湘南ライフサイエンスコンソーシアム事業（新）
体系コード ３－０３－０３　　(再掲3-02-04-023)

担当課 企画部　経営企画課

事業内容 目標や効果

　大学・企業による共同研究・開発のための調査研究
・湘南ライフサイエンスコンソーシアムの運営

・特定保健用食品などの開発
・市民の健康増進

Ｈ２１

    実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

３．既存産業の活性化と新しい起業化を支援するまち
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①　ともにささえあう地域福祉の推進

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４－０１－０１－０５１

年
度

事業内容 目標や効果

原子爆弾被爆者援護事業事業名

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

目標や効果

　平和への願いを再確認

目標や効果

・地域福祉の推進
・地域支援の体制強化

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　民生委員が地域で円滑に相談や情報提供を行うための研修会
開催等の支援並びに地域福祉を支えるボランティアの育成

Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

　「藤沢市地域福祉活動計画」に基づく事業を実施
し、地域福祉を推進

４－０１－０１－０４１

担当課 福祉健康部　福祉推進課
事業名

体系コード
社会福祉協議会支援事業

　実　施

　地域福祉推進のため社会福祉協議会に運営経費を助成

年
度

　県で被爆者として認定された方を対象に援護手当や年末見舞
金を支給

　被爆者への援護

Ｈ２１

　実　施

福祉健康部　福祉推進課

体系コード

Ｈ２１

Ｈ１９ Ｈ２０

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

担当課

団体の育成及び福祉活動への支援（民生委員
活動事業・地域福祉推進）事業

４－０１－０１－０３１

福祉健康部　福祉推進課

　第２次大戦の戦没者の遺族の方を対象に、弔慰の意を表すた
めに、毎年追悼式典を実施

事業名 遺族援護事業
体系コード

担当課

事業内容

事業内容

４．安全で安心して暮らせるまち
（１）　ぬくもりのある福祉社会の構築

体系コード
事業名

４－０１－０１－０２１

担当課 福祉健康部　福祉推進課

Ｈ１８
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業内容

　高齢や障害・児童など様々な分野で策定している福祉計画と
保健所業務の各事業が円滑に実施できるよう総合委員会を設置
運営
・年２回開催

　高齢・障害・児童などの個別計画の進捗状況の把
握と保健福祉施策の総合的な推進

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

目標や効果

事業名 保健福祉推進総合委員会運営事業
体系コード ４－０１－０１－０８１

担当課 福祉健康部　福祉推進課

　地域福祉を推進するため、市内１２地区の市民センター・公
民館に専門窓口を常設

　福祉相談や手続きについての市民の利便性の向上

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

（地区福祉窓口事業） 担当課 福祉健康部　福祉推進課

事業内容 目標や効果

事業内容

担当課 福祉健康部　福祉推進課

目標や効果

事業名 愛の輪福祉基金活用事業
体系コード ４－０１－０１－０７１

年
度

事業名 愛の輪福祉基金積立事業
体系コード

担当課

事業内容

　パンフレット等作成配布による啓発活動を実施 　目標額の確保と市民意識の高揚

４－０１－０１－０６１

福祉健康部　福祉推進課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

　実　施

事業名
地域福祉のネットワークづくりの推進 ４－０１－０１－０９１

　積み立てた基金を、地域で福祉活動を行う市民団体や福祉事
業者の活動費として助成

　地域福祉を推進するための基金の有効活用

Ｈ２０ Ｈ２１

４．安全で安心して暮らせるまち

目標や効果

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

体系コード

Ｈ２１

　実　施
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業内容

　風水害や火災などにより、家財や家屋の大きな被害がでた場
合に、再建のための費用として、貸付を実施

　被災者の支援

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　発生時

目標や効果

事業名 災害援護資金貸付事業
体系コード ４－０１－０１－１３１

担当課 福祉健康部　福祉推進課

　風水害や火災などの災害時に、家屋の被害や負傷をした場合
の見舞金等の支給

　被災者の支援

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　発生時

４－０１－０１－１２１

担当課 福祉健康部　福祉推進課

事業内容 目標や効果

目標や効果

事業名 災害見舞金事業
体系コード

　（仮称）総合福祉センター建設の検討 　地域福祉推進の拠点となる施設のあり方の検討

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　検　討

事業内容

Ｈ２０

　身近なところでの相談実施や多様化する福祉サー
ビスの利用支援など利便性の向上

在宅高齢者等に関わる相談機能の充実
体系コード ４－０１－０１－１４１

　在宅の要援護高齢者や介護者等に対する在宅介護に関する総
合的な相談の実施
・市内の在宅介護支援センターへ支援

４－０１－０１－１１１

担当課 福祉健康部　福祉推進課

事業名

Ｈ２１

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

４．安全で安心して暮らせるまち

事業名 （仮称）総合福祉センター建設の検討
体系コード

担当課 福祉健康部　福祉推進課

事業内容 目標や効果
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ１８

事業内容 目標や効果

　介護を円滑に行うため、社会全体で支える保険制度として実
施

・介護が必要な高齢者等にサービスが適正に提供で
きるよう制度の確保と円滑な運営
・高齢者福祉の推進

Ｈ２１

　実　施

事業名 介護保険事業
体系コード ４－０１－０１－１７１

担当課 福祉健康部　介護保険課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

福祉健康部　保険年金課

事業内容 目標や効果

　老後の社会保障制度としての国民年金法に基づく取り扱い事
務

　老後のための社会保障の確保

事業名 国民年金事業
体系コード ４－０１－０１－１６１

担当課

体系コード

　相互扶助の精神に基づき、加入者を対象に医療給付事業を実
施

　加入者が安心して受けられる医療サービスの仕組
みの確保

年
度

Ｈ１８

４－０１－０１－１５１

担当課 福祉健康部　保険年金課

Ｈ２１

　実　施

Ｈ２１

　実　施

Ｈ１９ Ｈ２０

Ｈ１９ Ｈ２０

国民健康保険事業

４．安全で安心して暮らせるまち

事業名

目標や効果事業内容

Ｈ１９ Ｈ２０

年
度

Ｈ１８

事業内容 目標や効果

　低所得の障害者及び低所得者に対する自己負担金を減免した
社会福祉法人への助成

　だれもが安心してサービスを利用できるよう低所
得者の負担を軽減

Ｈ２１

　実　施

事業名 介護保険利用者負担軽減対策事業
体系コード ４－０１－０１－１８１

担当課 福祉健康部　介護保険課

年
度
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　ケアマネジャーの研修会等実施 　要介護者が適正なサービスを受けられるようケア
マネジメントの質の向上

体系コード ４－０１－０１－221

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名

事業内容 目標や効果

事業名 介護保険ケアマネジメント支援事業
体系コード

担当課

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　老人保健法に基づく医療給付事務

年
度

年
度

事業名 老人保健事業

福祉健康部　介護保険課

４－０１－０１－２１１

・医療給付を必要とする高齢者に適正に給付
・高齢者医療の確保

Ｈ１８ Ｈ２１

　実　施

福祉健康部　医療予防課

Ｈ２１Ｈ１８ Ｈ１９

　実　施

体系コード ４－０１－０１－２０１

担当課

事業内容

体系コード

目標や効果

事業内容 目標や効果

　各種予防教室や機能訓練・食の改善等の事業を実施

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　心身機能の維持・向上や予防の知識を深め介護状
態への進行を予防

介護予防事業（新）

Ｈ２１

　実　施

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

　介護保険サービスを利用する低所得者に対する利用者負担分
の助成

　だれもが安心して介護サービスを利用できるよう
低所得者の負担を軽減

Ｈ２０

４－０１－０１－１９１

担当課 福祉健康部　介護保険課
事業名 介護保険サービス利用者支援事業

４．安全で安心して暮らせるまち
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

・３３ヶ所指定 ・１５ヶ所指定 ・１２ヶ所指定 検　討

年
度

　実　施

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

地域住民グループ支援事業
体系コード ４－０１－０１－251

　地域住民等が実施するデイサービス事業への助成 　住民自らの活動の推進による介護予防

Ｈ２０ Ｈ２１Ｈ１８

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

事業内容 目標や効果

事業名

事業内容 目標や効果

　介護予防を推進するための地域包括支援センターの運営と関
連事業の実施

Ｈ１９

地域密着型サービス事業（新）
体系コード ４－０１－０１－2６１

担当課 福祉健康部　介護保険課

年
度

年
度

Ｈ１８

　実　施

Ｈ２１

給食サービス事業
４－０１－０１－241

事業内容

　実　施

Ｈ１９

体系コード

事業名

　食の改善や栄養バランスを考えた配食及び食の確保が困難な
要介護者へ配食を実施

担当課
事業名

    住み慣れた地域で在宅生活を支える新たなサービスとし
て、日常生活圏域で展開する介護サービス事業者の指定事務

包括的支援事業（新）

　きめ細かなサービス利用の展開による介護予防の
普及

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

事業名

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

４．安全で安心して暮らせるまち

体系コード ４－０１－０１－231

　介護状態の進行予防と在宅生活を維持継続

Ｈ２０

福祉健康部　高齢福祉課

目標や効果

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

　在宅生活の維持継続とサービス提供体制の確保
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②　高齢期の生きがい確保と自立への支援

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　敬愛の意を表し長寿を祝う

Ｈ２１

年
度

Ｈ１９ Ｈ２０

敬老会等事業

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

体系コード ４－０１－０２－０５１

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

福祉健康部　高齢福祉課

目標や効果

事業名 生きがい福祉センター運営助成事業
体系コード

担当課

Ｈ２０

４－０１－０２－０２１

　健康づくりやストレス解消を図るために７５歳以上の高齢者
に助成券を支給

・要介護状態への進行を予防
・高齢者福祉サービスの多様化により他のサービス
との選択制を検討

　実　施

事業内容 目標や効果

Ｈ１８

事業内容 目標や効果

　地域で活動する老人クラブ（会員３０名以上）と連合会への
運営費の助成

　会員相互の親睦や地域での生きがいと健康づくり
の推進

Ｈ２１

　実　施

事業名

事業名 老人クラブ助成事業
体系コード

Ｈ２０ Ｈ２１

４－０１－０２－０３１

　実　施

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２１

事業内容

　高齢者・障害者等の就労の場として運営費を助成 　高齢者等がもつ技術を生かした活動の場の確保と
生きがいや社会貢献の推進

事業内容 目標や効果

高齢者はり・きゅう・マッサージ助成事業事業名
体系コード ４－０１－０２－０１１

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

　８０歳、９０歳、１００歳など節目の年齢や結婚５０周年、
６０周年、７０周年の方を対象に、毎年式典の中で記念品や祝
い金を贈呈

４．安全で安心して暮らせるまち
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　公共施設や公共用地の除草などを高齢者が加入する日本労働
者共同組合連合会センター事業団へ委託

・高齢者の雇用の促進と雇用を通じての生きがいづ
くりを推進
・加入者の減少により２１年度で終了

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

体系コード
事業名

担当課
高齢者対策事業

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

Ｈ１８

事業内容 目標や効果

　６５歳以上のねたきり高齢者の外出支援のための福祉タク
シー利用券交付

　外出支援による在宅生活の維持継続

　実　施

Ｈ１９

事業名 要援護高齢者福祉タクシー助成事業
体系コード ４－０１－０２－０８１

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

Ｈ２０

養護老人ホーム湘風園運営助成事業
体系コード

Ｈ２１

Ｈ２１

４－０１－０２－０７１

　市町単独で維持が困難な養護老人ホームを藤沢・茅ヶ崎・寒
川の２市１町で運営費を負担

事業内容 目標や効果

　老朽化の激しい老人福祉センター「やすらぎ荘」の改修を計
画的に実施
・２１年度設計、２２～２３年度整備

　高齢者の生きがいや健康づくりを進めるため、日
頃の活動の場として利用される施設の確保

老人福祉センター施設整備事業
４－０１－０２－０６１

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

年
度

Ｈ１８

事業内容

　高齢者の生活の場の確保

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

目標や効果

事業名

事業名
体系コード

４．安全で安心して暮らせるまち

年
度

福祉健康部　高齢福祉課

４－０１－０２－１０１

設　計 整　備

-60-



Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２１

　実　施

事業名
体系コード ４－０１－０２－１４１

担当課
老人福祉施設返済金助成事業

年
度

Ｈ２０

福祉健康部　高齢福祉課

Ｈ１８

体系コード ４－０１－０２－１３１

担当課 福祉健康部　高齢福祉課
高齢者入浴助成事業

Ｈ１９ Ｈ２０

　地域に点在する公衆浴場の助成券を６８歳以上の高齢者に交
付

・高齢者の生きがいやストレスの解消による健康維
持
・高齢者福祉サービスの多様化により他のサービス
との選択制を検討

事業内容 目標や効果

Ｈ２１

　実　施

事業名

年
度

　老人福祉センターや保育園を利用した高齢者と保育園児の交
流

　高齢者と児童の交流とふれあいの場の醸成

　高齢者の生きがいづくりの機会を提供するため講座やスポー
ツ大会などを実施

　老人福祉センターにおける介護予防や健康増進

Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

体系コード ４－０１－０２－１１１
事業名 生きがい対策推進事業

福祉健康部　高齢福祉課担当課

目標や効果

体系コード ４－０１－０２－１２１
事業名 世代間交流事業

福祉健康部　高齢福祉課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容

担当課

４．安全で安心して暮らせるまち

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

目標や効果事業内容

年
度

　老人福祉施設整備のために社会福祉法人等が資金の借り入れ
をした場合の返済元金の一部を助成

　社会福祉法人等の負担の軽減を図ることによる施
設整備の促進

Ｈ２１
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　検討・整備　

事業名
体系コード ４－０１－０２－１８１

介護老人保健施設建設助成事業
担当課 福祉健康部　高齢福祉課

年
度

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　社会福祉法人等が整備する老人福祉施設（特別養護老人ホー
ム）の整備助成

・高齢者施設サービスの充実
・特別養護老人ホームの整備を５年間で３ヶ所検討
整備

目標や効果事業内容

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　医療法人等が整備する介護老人保健施設の整備助成
・１９年度に５ヶ所から６ヶ所へ増

　高齢者施設サービスの充実

Ｈ２１

Ｈ２１Ｈ１８ Ｈ１９

事業名
体系コード ４－０１－０２－１７１

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

老人福祉施設建設助成事業

（特別養護老人ホーム建設助成事業）

Ｈ２１

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

福祉健康部　高齢福祉課

　外出支援のためのバスカード等の購入助成券を７５歳以上の
高齢者に交付

・高齢者の健康維持のための外出支援
・高齢者福祉サービスの多様化により他のサービス
のと選択制を検討

事業内容 目標や効果

事業内容 目標や効果

高齢者バス利用助成事業

Ｈ２１

事業名
体系コード ４－０１－０２－１６１

担当課

　公的年金の対象とならない１９２６年（大正１５年）４月１
日以前に生まれた在日外国籍等の高齢者に福祉給付金を支給

　制度の格差を解消し、安心して生活が出来る条件
の確保

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

４．安全で安心して暮らせるまち

福祉健康部　高齢福祉課
在日外国人高齢者福祉給付金支給事業事業名

体系コード ４－０１－０２－１５１

担当課

１ヶ所整備 検　討
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Ｈ２２

Ｈ２２

　　　　　　　　　　

Ｈ２２

Ｈ２２

事業内容

　介護保険で非該当となった高齢者を対象に、必要に応じて
ホームヘルパーを派遣

　在宅生活の維持継続

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

目標や効果

事業名 生活支援型ホームヘルパー派遣事業
体系コード ４－０１－０２－２２１

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

事業内容

　高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）の３年ごとの改定 ・サービスの質や量、財源計画を勘案した介護保険
の適正な推進
・保健福祉施策の計画的な実施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

目標や効果

改　定

事業名
高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）の
改定

体系コード ４－０１－０２－２１１

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

　片瀬しおさい荘の入浴設備を活用し、地域の高齢者のふれあ
いの場として地域入浴事業を実施

　高齢者の生きがいや交流の場の確保

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

事業内容

事業名 地域入浴事業
体系コード

目標や効果

４－０１－０２－２０１

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

体系コード ４－０１－０２－２５１

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

４．安全で安心して暮らせるまち

寝具乾燥消毒事業

事業内容

事業名

目標や効果

　衛生面の確保や生活の質の向上

　実　施

年
度

　ねたきりや虚弱高齢者等の寝具乾燥消毒を実施

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

改　定
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

事業内容 目標や効果

　紙おむつが常時必要な要介護高齢者への支給 　在宅生活の維持継続

　一時的に在宅生活が困難となった場合や生活訓練のための施
設利用

　在宅生活の維持継続

事業名 紙おむつ支給事業
体系コード ４－０１－０２－２７１

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

年
度

Ｈ１８

４－０１－０２－２６１

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

事業内容 目標や効果

事業名 高齢者一時入所事業
体系コード

　一人暮らしで体調などに不安がある人の緊急時の通報システ
ム

　自宅での生活を安心して継続出来る条件の確保

年
度

　介護保険で非該当となった高齢者を対象としたデイサービス
事業の実施

　介護予防や健康維持

事業名 緊急通報システム事業
担当課

Ｈ２１

福祉健康部　高齢福祉課

事業内容 目標や効果

Ｈ２１

Ｈ１８

４－０１－０２－３０１

福祉健康部　高齢福祉課担当課

体系コード

Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

Ｈ１９

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ２０

体系コード

事業内容

事業名 生活支援型デイサービス事業

４－０１－０２－３１１

目標や効果

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

Ｈ１９ Ｈ２０

４．安全で安心して暮らせるまち

-64-



Ｈ２２

Ｈ２２

③　「すべての人の個性が輝くまちへ」の実現

Ｈ２２

Ｈ２２

　高齢者の虐待防止専門相談窓口の設置及び関係機関による
ネットワークシステムを活用した対応

福祉健康部　高齢福祉課

　虐待の発生防止と迅速な対応を図り高齢者の安全
と人権の確保

体系コード
障害者住宅設備等援護事業事業名

Ｈ２１

担当課

Ｈ２０
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

　実　施

担当課 福祉健康部　高齢福祉課

事業内容 目標や効果

事業名 徘徊高齢者対策事業

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

４－０１－０２－３３１

　ネットワークシステムを活用した安全確保

Ｈ２０

　実　施

Ｈ２１

　段差解消など自宅をバリアフリー化した場合の一部助成制度

Ｈ２１

　自宅で安心して生活が出来る条件の確保

体系コード

事業内容 目標や効果

４．安全で安心して暮らせるまち

福祉健康部　障害福祉課

４－０１－０３－０１１

　行方不明高齢者の捜索並びに保護のための関係機関による
ネットワークシステム

体系コード

事業内容 目標や効果

事業名 高齢者虐待防止対策事業
体系コード

担当課

４－０１－０２－３４１

目標や効果

４－０１－０３－０７１
事業名 障害者福祉手当支給事業

担当課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

　実　施

Ｈ２０ Ｈ２１

　障害者への手当支給制度 　経済的支援

事業内容

福祉健康部　障害福祉課

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

担当課

４．安全で安心して暮らせるまち

　障害者の日中活動や作業訓練の場として、市民団体等が運営
する作業所への運営助成

　障害者の日中活動の確保と作業能力等の向上

年
度

Ｈ２１

事業内容 目標や効果

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　社会福祉法人等が障害者施設を整備する場合の建設助成 ・日中活動の確保と就労や生活訓練を実施する場の
確保
・自立支援法に合わせた施設機能の検討

　実　施

福祉健康部　障害福祉課
事業名 在日外国人障害者福祉給付金支給事業

体系コード ４－０１－０３－１１１

担当課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　在宅の重度障害児者の介護者への手当支給制度 　介護者に対する心身の負担軽減

Ｈ２１

事業名 障害者介護手当支給事業
体系コード ４－０１－０３－０８１

担当課 福祉健康部　障害福祉課

Ｈ２１

　検　討

事業名 障害者地域作業所運営助成事業
体系コード

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

福祉健康部　障害福祉課

体系コード

Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

４－０１－０３－１２１

担当課 福祉健康部　障害福祉課

事業内容 目標や効果

　公的年金の支給を受けられない１９８６年（昭和６１年）４
月１日以前に日本に居住した外国籍の障害者に福祉給付金を支
給

　制度の格差を解消し安心して生活が出来る条件の
確保

事業名

年
度

障害者福祉施設建設助成事業

Ｈ２０

４－０１－０３－１４１

Ｈ１８ Ｈ１９
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業内容 目標や効果

　重度の障害者等の外出支援を行うため、福祉タクシー利用券
を交付

事業名 障害者福祉タクシー利用助成事業

４．安全で安心して暮らせるまち

年
度

事業内容 目標や効果

　障害者の地域生活を支援するために、ふれあいセンターで行
われる事業等の運営助成

　障害者の生活支援や居住支援と障害者団体の活動
拠点の場の確保

事業内容 目標や効果

　一般の歯科診療所では治療が困難な重度の障害児者の歯科治
療を行うために藤沢市歯科医師会へ委託

　障害児者の健康維持

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

Ｈ２１

　実　施

事業名

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

障害者等歯科診療運営助成事業
体系コード ４－０１－０３－１６１

事業内容 目標や効果

　発達に心配のある乳幼児が保育園や幼稚園に通園する場合の
運営助成

　発達を促すとともに園児の情操教育の向上

事業名 障害児等支援事業
体系コード ４－０１－０３－１５１

担当課 福祉健康部　障害福祉課

年
度

Ｈ１８

担当課 福祉健康部　障害福祉課

　実　施

事業名 ふれあいセンター事業
体系コード ４－０１－０３－１９１

担当課 福祉健康部　障害福祉課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

体系コード ４－０１－０３－１８１

担当課 福祉健康部　障害福祉課

　外出支援による生きがいづくりや経済的負担の軽
減
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

Ｈ１９

　実　施

　発達に心配のある児童の相談や訓練を実施
　１８年度からは新たに整備される保健所内に移転

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　発達を促すための訓練や相談の提供及び保護者の
育児負担の軽減

年
度

Ｈ２１

　障害者の就労や福祉的就労を支援するために湘南地域就労援
助センターや福祉的就労事業所等へ助成

　障害者の就労及び就労後の定着

４－０１－０３－２５１

担当課 福祉健康部　障害福祉課
事業名 太陽の家施設整備事業

　老朽化が進む施設の改修・整備を計画的に実施

　実　施

Ｈ２１

　実　施

Ｈ１８

事業内容 目標や効果

体系コード

Ｈ２０ Ｈ２１

福祉健康部　障害福祉課

Ｈ２０

目標や効果

　社会福祉法人等が障害者福祉施設を整備する場合の借入金元
金の一部を助成

　福祉サービスを提供するための施設整備を進める
社会福祉法人等の負担軽減

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容

４－０１－０３－２１１

事業内容 目標や効果

事業名 障害者の就労支援（新）
体系コード ４－０１－０３－２２１

担当課 福祉健康部　障害福祉課

障害者福祉施設返済金助成事業
体系コード

担当課
事業名

　障害児者が利用する施設の安全等環境整備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

・空調、食堂南側改修
・厨房床 ・体育館エレベーター等 ・本館耐震工事

事業名
療育相談機能の充実 体系コード

担当課
福祉健康部　市民健康課（こども発達相談
室）

４－０１－０３－２６１

目標や効果

（療育相談関係事業）

事業内容
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　障害者に対する意識や制度の格差を解消するため、市民を対
象に模擬体験教室等様々な啓発事業を実施

　だれもが安心して生活できる地域社会の形成

目標や効果

　障害児者の日中活動や生活訓練の場として指定管理者制度を
活用した施設運営を実施

　サービスの質の向上と効果的な運営

事業内容

福祉健康部　障害福祉課

年
度

Ｈ２０

４－０１－０３－２８１

担当課 福祉健康部　障害福祉課

事業内容 目標や効果

事業名 心のバリアフリー推進事業
体系コード

担当課 福祉健康部　障害福祉課

事業内容 目標や効果

事業名 障害者計画（障害福祉計画）策定事業
体系コード ４－０１－０３－２７１

４．安全で安心して暮らせるまち

改　定

　実　施

Ｈ１８

太陽の家学園等運営の充実事業名
体系コード ４－０１－０３－３２１

担当課

Ｈ２１Ｈ１９

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

年
度

事業名

Ｈ２１

　障害福祉事業を計画的に実施するための計画書の改定を３年
ごとに実施
・１８年度障害福祉計画を策定

　障害福祉サービスの質の向上と拡大並びに提供体
制の整備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

策　定

障害児放課後等支援事業
体系コード

　障害のある中・高校生に放課後等の居場所を提供する社会福
祉法人へ運営助成
・５ヶ年で２ヶ所開設

　保護者の介護負担の軽減と本人の自立性の向上

４－０１－０３－３４１

担当課 福祉健康部　障害福祉課

事業内容 目標や効果
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２Ｈ２１

　実　施

福祉健康部　障害福祉課

事業内容 目標や効果

障害者地域生活支援事業（新）
体系コード

事業名

Ｈ１８

目標や効果

　障害者が地域で自立した生活を営むための身体機
能や生活能力の向上

担当課 福祉健康部　障害福祉課

事業内容 目標や効果

Ｈ２１

事業内容 目標や効果

　障害者が就労へ移行するための様々な訓練や就労継続支援等
に対する給付

４－０１－０３－３８１

年
度

担当課

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

４－０１－０３－３５１

担当課 福祉健康部　障害福祉課
事業名 障害者介護給付事業（新）

体系コード

４．安全で安心して暮らせるまち

　実　施

Ｈ２１

　実　施

事業名 障害者訓練等給付事業（新）
体系コード ４－０１－０３－３６１

Ｈ１８

福祉健康部　障害福祉課

年
度

Ｈ２０

４－０１－０３－３７１

Ｈ１９

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容

　知的障害者・精神障害者が地域で共同生活を営む場としての
グループホーム等の利用に対する給付や助成
・年２ヶ所開設

　地域で自立した生活を実現

事業名
共同生活援助事業（新） 体系コード

（障害者グループホーム）

担当課

　重度の障害児者の日常生活を支援するため入浴や排泄・食事
などの支援や施設等を活用した生活訓練等に対する給付

　障害者等の地域で自立した日常生活や社会生活の
実現

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

年
度

　障害者が自立した生活を営めるよう、移動支援や相談事業・
コミュニケーション支援等地域の実情に応じて実施

　円滑に地域生活を送るための支援
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Ｈ２２

Ｈ２２

④　子どもが健やかに育つ環境づくりと子育て支援

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

担当課 福祉健康部　児童福祉課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

事業内容

　日常生活上の身体的負担の軽減

Ｈ２１

　体の不自由な方の障害を補うために装着する様々な用具を交
付

体系コード ４－０１－０４－０１１

　福祉サービスの適正な利用を推進するための審査会の運営や
自立支援医療に係る経費の助成

　実　施

Ｈ２０

事業内容

Ｈ２１

　子育て不安の解消　子育てに不安のある保護者が気軽に相談や交流ができる場と
して地域子育て支援センターやつどいの広場の検討整備
・子育て支援センターは２２年度に２ヶ所から３ヶ所へ増
・つどいの広場は３ヶ所開設

Ｈ１８ Ｈ１９

障害者補装具交付事業（新）
体系コード

担当課

事業名 障害者自立支援運営等事業（新）
体系コード ４－０１－０３－４１１

Ｈ２１
年
度

　実　施

児童虐待防止対策事業

Ｈ１８ Ｈ１９

　児童虐待を未然に予防するとともに発生した場合の迅速な対
応を図るための関係機関によるネットワークシステムの運営

事業名

目標や効果

　虐待の発生防止と迅速な対応を図り児童の安全と
人権の確保

地域子育て支援センター等事業

目標や効果

担当課

年
度

　実　施

事業名
福祉健康部　児童福祉課

４－０１－０４－０２１体系コード

年
度

福祉健康部　障害福祉課

事業内容 目標や効果

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　審査会の円滑な運営や障害者の自立した生活への
支援

Ｈ２１

Ｈ１８ Ｈ１９

事業名

担当課

Ｈ２０

　実　施

年
度

福祉健康部　障害福祉課

４－０１－０３－３９１
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　社会福祉法人等が運営する保育所に運営費を助成
・１８年度に１園増

　保育内容の充実及び待機児解消

年
度

　実　施

年
度

Ｈ１８

年
度

Ｈ１９

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　保育園本体とは別に分園を設置した場合に運営費を助成 　待機児解消

Ｈ２１

事業名 法人立保育所分園等運営助成事業
体系コード ４－０１－０４－０６１

担当課 福祉健康部　児童福祉課

Ｈ２１

　実　施

目標や効果

Ｈ１８

Ｈ１８

体系コード ４－０１－０４－０５１

担当課

・待機児解消
・児童の保育環境の確保

事業内容

年
度

Ｈ２０

Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

福祉健康部　児童福祉課

事業内容

　認定保育施設や私設保育施設の運営環境を改善するために、
運営費等を助成

　実　施

事業名 法人立保育所等運営助成事業
体系コード ４－０１－０４－０４１

担当課 福祉健康部　児童福祉課

Ｈ２０

担当課 福祉健康部　児童福祉課

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２１

　子育て不安の解消と地域での支援体制の強化

事業内容

　保護者が必要な時に登録をしている会員宅に預ける有償ボラ
ンティア制度

目標や効果

体系コード ４－０１－０４－０３１

４．安全で安心して暮らせるまち

事業名 ファミリーサポートセンター事業

Ｈ２１

目標や効果

事業名 認定保育施設等運営助成事業
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ１８ Ｈ２０

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　発達に心配のある乳幼児の心身の発達を促すために保育園で
実施

　心身の発育の促進

Ｈ２１

保育内容の充実 体系コード ４－０１－０４－１１１

（統合保育と交流保育の拡大） 担当課 福祉健康部　児童福祉課

　実　施

事業名 公立保育所環境整備事業
体系コード ４－０１－０４－０９１

担当課 福祉健康部　児童福祉課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　低所得の母子家庭の生活の場を確保するために住宅を提供 　母子家庭の地域での自立生活の実現

Ｈ２１

　実　施

事業名 母子福祉施設の充実
体系コード ４－０１－０４－０８１

担当課 福祉健康部　児童福祉課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　経済的・精神的に不安のあるひとり親に対し、相談や児童扶
養手当・貸付金などの経済的支援を実施

　子育て不安の解消や経済的支援

Ｈ２１

事業名
ひとり親家庭への生活援助の充実 体系コード ４－０１－０４－０７１

（母子・父子福祉・母子福祉資金貸付金）事業 担当課 福祉健康部　児童福祉課

Ｈ１９

　老朽化した建物の計画的な整備や防犯対策を実施
・防犯カメラは１８年度から２０年度までに公立保育園全園設
置

　安全な保育環境の確保

　実　施

年
度

Ｈ２１

事業名

事業内容 目標や効果
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

Ｈ２１

　対象となる保育所との協議を進める

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　耐震補強が必要な法人立保育所の施設整備助成の検討実施 　通園する児童の安全を確保

　実　施

事業名 法人立保育所施設整備事業（新）
体系コード ４－０１－０４－１５１

担当課 福祉健康部　児童福祉課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業内容 目標や効果

　保育園通園児の保護者が日曜日や祝日に仕事などで保育が困
難な場合の保育を実施
・１８年度に１園開設

　保護者の育児負担の解消

　実　施

事業名 休日保育事業（新）
体系コード ４－０１－０４－１４１

担当課 福祉健康部　児童福祉課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　病気回復期の児童を専門的に預かる事業として、病後児保育
を実施する社会福祉法人等に助成
・１８年度に１園開設

　保護者の育児負担の解消

Ｈ２１

事業名 病後児保育事業（新）
体系コード ４－０１－０４－１３１

担当課 福祉健康部　児童福祉課

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施 改　定

事業内容 目標や効果

　少子化対策を進めるための啓発事業の実施や計画的な事業を
展開するための計画の推進及び改定
・次世代育成支援行動計画は２１年度に改定

　少子化対策についての普及と効果的に実施するた
めの計画の推進及び改定

事業名 次世代育成支援対策推進事業
体系コード ４－０１－０４－１２１

担当課 福祉健康部　児童福祉課
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⑤　だれもが自立する生活への支援

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

Ｈ１９

計画建築部　住宅課

事業内容 目標や効果

・低廉で良質な住宅提供による住宅困窮者の居住の
確保

◇民間の建主が建設する賃貸住宅を市が借上げ、市営住宅とし
て整備を行う
◇ 建主への建設費補助（住宅共用部分に関する補助、共同施設
等整備に関する補助、高齢者向け設備の設置に関する補助）

年
度

Ｈ１８

Ｈ２１

Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ１８

借上公共賃貸住宅整備事業事業名
体系コード ４－０１－０５－０４１

担当課

   実　施

計画建築部　住宅課

事業内容 目標や効果

◇市営住宅及び集会所等共同施設の適正な維持管理を行う
◇市営住宅の管理（直接建設型、借上建設型）（居住環境の整
備、入居者の募集、使用料の徴収）

・低廉で良質な住宅提供による住宅困窮者の居住の
確保

年
度

Ｈ１９

担当課

Ｈ２０

年
度

体系コード

Ｈ２０ Ｈ２１Ｈ１８

生活保護事業

目標や効果

　疾病などが原因で生活困窮となった場合に生活支援を実施 　 低限度の生活を保障

事業内容

体系コード

担当課
事業名

Ｈ２１

 　整　備

年
度

Ｈ１８

・低廉で良質な住宅提供による住宅困窮者の居住の
確保
・施設の適正な整備や更新

４－０１－０５－０２１

福祉健康部　生活福祉課

４－０１－０５－０１１

担当課
市営住宅建設事業

体系コード

Ｈ１９

　実　施

事業名 住宅維持管理事業

計画建築部　住宅課

事業内容 目標や効果

事業名
４－０１－０５－０６１

Ｈ１９ Ｈ２０

  入居者に対し、公営住宅として適切な状態にしておくため、
老朽化した住宅の整備並びに大規模修繕等を行う
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Ｈ２２

①　安心できる地域医療のしくみづくり

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

目標や効果

　所得の少ないひとり親の経済的負担を軽減するために医療費
の自己負担分を助成

　安心して医療にかかれる体制の整備

年
度

Ｈ１８ Ｈ２１

　実　施

Ｈ１９ Ｈ２０

福祉健康部　医療予防課

Ｈ２０ Ｈ２１Ｈ１９

　実　施

事業名
体系コード ４－０２－０１－０２１

担当課

Ｈ１８

ひとり親家庭等医療費助成事業

事業内容

担当課

　実　施

事業名
体系コード ４－０２－０１－０３１

担当課 福祉健康部　医療予防課

年
度

Ｈ１９ Ｈ２０

　低所得の高齢者が安心して医療にかかれる体制の
整備

Ｈ１９ Ｈ２１Ｈ２０

　整　備

事業名
４－０２－０１－０１１

高齢者医療費助成事業

事業内容

福祉健康部　医療予防課

体系コード

住宅環境整備事業
体系コード

（２）　健康をささえる保健医療の充実

年
度

Ｈ１８

年
度

Ｈ１８

障害者等医療費助成事業

・居住環境の向上
・居住者の安全性を確保

事業内容

４－０１－０５－０８１

担当課

目標や効果

  市営住宅の住環境の改善を図る
◇外壁改修等工事（鵠沼住宅、遠藤第二住宅）
◇浴室ユニット工事（滝の沢住宅、遠藤第二住宅、長後住宅、
鵠沼住宅及び永山住宅）  ◇火災報知器の設置

計画建築部　住宅課
事業名

４．安全で安心して暮らせるまち

事業内容 目標や効果

　障害者等の経済的負担を軽減するために、医療費の自己負担
分を助成

　安心して医療にかかれる体制の整備

Ｈ２１

目標や効果

　所得の少ない高齢者の経済的負担を軽減するために、医療費
の自己負担分の一部を助成
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

　かかりつけ医の定着化に向けた啓発や連携のためのネット
ワーク化の推進

　医療サービスの効果的な提供

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

４－０２－０１－０４１

Ｈ２１

　実　施

二次・三次救急医療の充実

（病院群輪番制運営補助事業）

事業内容 目標や効果

　藤沢市医師会に加盟する病院等が輪番制で運営する夜間診療
の運営経費を助成及び救命救急体制の円滑な運営に向けた空床
確保対策の検討

・安心して生活を営めるよう救急医療体制の確保
・空床確保対策は１８年度検討

年
度

担当課

年
度

年
度

福祉健康部　医療予防課

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

担当課

事業内容

Ｈ２１

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業名
体系コード ４－０２－０１－０７１

福祉健康部　医療予防課

４－０２－０１－０５１

Ｈ２０

担当課 福祉健康部　医療予防課

Ｈ１８ Ｈ１９

体系コード

目標や効果

小児医療費助成事業事業名

　子供のいる保護者の経済的負担を軽減するため、医療費の自
己負担分を助成

　少子化対策として保護者の医療費負担を軽減

４－０２－０１－０６１

担当課 福祉健康部　医療予防課

事業内容

一次救急医療の充実
（休日夜間急病診療所・在宅当番医制・休日急患
歯科診療所運営補助）事業

Ｈ２１

目標や効果

　実　施

目標や効果

年
度

事業名
体系コード

Ｈ２１

　実　施

事業名
体系コード

　休日や夜間の診療を実施するために藤沢市医師会等へ委託若
しくは助成することにより一次救急医療体制を充実

　安心して生活が営めるよう救急医療体制の確保

事業内容

医療ネットワークの構築・かかりつけ医の定
着化・病診連携の推進
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

４－０２－０１－０８１

Ｈ２１

　不足する看護師等を養成するため、藤沢市医師会が運営する
看護師養成施設の運営費を助成

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

４－０２－０１－１０１

担当課

Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

　医療機関が施設や設備を整備する場合の借入金の利子補助制
度

年
度

Ｈ１９

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

担当課

事業内容 目標や効果

　地域医療を充実するため将来の誘致に向けた関係機関との検
討

　高度医療の計画的配置

事業名
（大学病院の設置） 福祉健康部　医療予防課

医療施設の整備 体系コード

事業内容 目標や効果

　医療体制を整えるための人材の養成と確保

事業名
体系コード ４－０２－０１－０９１

担当課 福祉健康部　医療予防課
医師会立看護師養成施設運営補助事業

　災害時に必要とする医薬品について常時備蓄している医薬品
の更新

　災害時の医療体制を確保

緊急用医薬品備蓄事業

事業内容

担当課
事業名

体系コード ４－０２－０１－１１１

福祉健康部　医療予防課

年
度

Ｈ１９ Ｈ２０

医療施設整備資金利子補助事業

Ｈ１８ Ｈ２１

　実　施

事業名
体系コード

Ｈ２０

・医療機関の円滑な運営
・平成２１年度で現在の対象が返済終了のため制度
を廃止

　実　施

Ｈ２１Ｈ２０Ｈ１８

目標や効果

福祉健康部　医療予防課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

　整　備

　実　施

Ｈ１８ Ｈ１９

　整　備

Ｈ１８ Ｈ１９

担当課 市民病院　病院総務課

事業内容 目標や効果

Ｈ２０

　個室病床などの環境整備

４－０２－０１－１４１

担当課 市民病院　病院総務課

　プライバシーの確保など患者が安心して治療でき
る環境の整備

事業名

事業内容

療養環境整備事業
体系コード

目標や効果

年
度

　老朽化した病床を現在の基準に合わせた再整備 　人権や療養環境の改善

Ｈ２１

　整　備

Ｈ２０
年
度

Ｈ２０ Ｈ２１

事業名 感染症病床整備事業
体系コード ４－０２－０１－１５１

　湘南東部医療圏の基幹病院として高度医療機能を有効活用す
るため地域医療機関と連携した病院運営を実施

　だれもが安心して受診できる医療提供体制の整備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 地域医療支援病院としての病院運営事業
体系コード

Ｈ２１

４－０２－０１－１２１

担当課 市民病院　病院総務課

事業内容 目標や効果

事業名 救命救急センター整備事業
体系コード ４－０２－０１－１３１

担当課 市民病院　病院総務課

目標や効果

　救急医療体制として、高度で専門的医療を総合的に提供する
ための整備

　だれもが安心して受診できる体制の整備

年
度

事業内容

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２１
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　安心して生活を営めるよう医療体制の確保

事業名
体系コード小児救急医療拠点病院運営事業

（小児救急２４時間診療体制事業）

事業内容 目標や効果

福祉健康部　医療予防課

Ｈ２０

　整　備

事業内容 目標や効果

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

  実　施

　老朽化したエネルギー供給設備をエスコ事業を活用し整備
　１９年度から工事開始

　エネルギーコストの削減及び安全性の確保

Ｈ２１

４－０２－０１－１９１

担当課

エネルギー棟改修事業（新）

Ｈ１９

年
度

Ｈ１８

　市民病院で実施する小児救急２４時間診療体制に対する支援

　医療情報の伝達・処理システムであるオーダリングや電子レ
セプト・電子カルテなど総合情報システムの導入

　医療業務の効率化と患者サービスの向上

　整　備

事業名
体系コード ４－０２－０１－２１１

担当課 市民病院　病院総務課

年
度

Ｈ２１

Ｈ２０

Ｈ１８

市民病院　病院総務課

Ｈ１８

事業内容 目標や効果

Ｈ２１

　整　備

Ｈ１９ Ｈ２０

４．安全で安心して暮らせるまち

体系コード ４－０２－０１－１８１

年
度

事業名 医療総合情報システム整備事業

事業名 高度医療器械整備事業

担当課

市民病院　病院総務課

４－０２－０１－１７１

担当課

体系コード

事業内容 目標や効果

　耐用年数を超える高度医療器械の計画的な更新 　患者への医療サービスの向上

Ｈ１９
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Ｈ２２

Ｈ２２

②　生涯にわたる健康づくりの支援

Ｈ２２

Ｈ２２

担当課

年
度

Ｈ２１Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　東館の耐震補強工事 　患者の安全の確保

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

東館耐震補強事業（新）

４．安全で安心して暮らせるまち

事業名
体系コード ４－０２－０１－２２１

担当課 市民病院　病院総務課

　健康に対する意識の高揚や検診・食生活の改善・軽運動など
効果的な実施による健康づくりの推進

　健康に対する意識の高揚と生活習慣の改善

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

Ｈ２１

事業名
体系コード

（乳幼児健診等事業・母子保健事業・歯科保健事業）

事業内容 目標や効果

循環型健康づくりの推進
（健康教育・健康診査・がん検診・歯科健康診査・健康
づくり推進）事業

Ｈ２０

　健康への意識の高揚と受診率の向上

　実　施

４－０２－０２－０２１

担当課 福祉健康部　市民健康課

母子保健の充実

福祉健康部　市民健康課

事業内容 目標や効果

　乳幼児の定期的な検診や妊娠・出産・育児を安心してできる
よう教室や相談を実施

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２１

事業名
体系コード ４－０２－０２－０３１

未熟児養育事業（新）
体系コード ４－０２－０１－２７１

担当課 福祉健康部　医療予防課
事業名

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

　対象となる未熟児の保護者の経済的負担を軽減するため、医
療費の自己負担分と食事療養費を助成

・保護者の経済的負担の軽減
・未熟児の健康保持及び増進

　整　備
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

　実　施

事業内容

４－０２－０２－０４１

担当課 福祉健康部　市民健康課

Ｈ１９ Ｈ２０

Ｈ２０

保健医療センター高度医療機器更新事業

保健医療センター訪問歯科衛生事業

　実　施

事業名

担当課 福祉健康部　市民健康課

Ｈ２０ Ｈ２１Ｈ１８

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

　在宅ねたきり高齢者等の口腔ケアのために歯科衛生士を派遣 　ねたきり高齢者の口腔機能の維持向上

事業名
体系コード ４－０２－０２－０７１

事業内容 目標や効果

　 先端医療機器の更新 　医療技術の向上

年
度

Ｈ１９

体系コード ４－０２－０２－０６１

担当課 福祉健康部　市民健康課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　結核や日本脳炎など伝染性疾病の予防やまん延を防ぐための
事業を実施

　伝染性疾病の防止とまん延予防

４－０２－０２－０５１

担当課 福祉健康部　市民健康課

予防接種の推進

（結核予防・予防接種）事業

Ｈ２１

Ｈ２１

事業名
訪問指導・機能訓練の充実

（機能訓練・高齢者等歯科診療推進）事業

体系コード

　身体機能・生活機能の維持向上のために機能訓練の相談や在
宅ねたきり高齢者の訪問歯科調査を実施

　身体機能・生活機能の改善

事業名
体系コード

年
度

Ｈ１８

目標や効果
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２Ｈ２１

事業名 環境・食品衛生事業の充実（新）
担当課 福祉健康部　保健所　生活衛生課

体系コード ４－０２－０２－１31

福祉健康部　保健所　地域保健課

4ー０２－０２－１１１

担当課

　生活衛生営業関係施設や食品衛生等の監督指導を実施

事業内容 目標や効果

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業名

Ｈ２０

担当課 福祉健康部　保健所　保健予防課

　結核・感染症・難病及び精神保健対策事業の実施

Ｈ２１
年
度

　各事業の予防普及・啓発及び支援等の展開

Ｈ１８

地域保健事業の推進（新）

（仮称）北保健センター建設事業（新）

Ｈ１９

　健康づくりの普及及び充実

Ｈ２１

体系コード

Ｈ２０

　母子保健や高齢者保健サービスの充実に向けた北部方面での
拠点の検討・整備
・２２年度に設計

事業内容 目標や効果

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　安全性の確保や衛生思想の普及

　地域に根ざした保健事業の展開

事業内容 目標や効果

　企画調整・衛生統計等の実施や栄養改善・歯科保健事業の企
画調整を実施

　実　施

Ｈ２１

事業内容

４．安全で安心して暮らせるまち

福祉健康部　市民健康課

目標や効果

事業名
体系コード

Ｈ１９ Ｈ２０

４－０２－０２－０９１

　実　施

担当課

設　計

年
度

Ｈ１８

事業名

保健予防対策事業の推進（新）
体系コード ４－０２－０２－１２１
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Ｈ２２

①　総合的な人権施策の推進

Ｈ２２

Ｈ２２

②　安心して働ける環境づくり

Ｈ２２

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

４．安全で安心して暮らせるまち

Ｈ２０

４－０２－０２－１４１

担当課

労働会館整備事業

事業内容 目標や効果

　
   老朽化がすすむ労働会館の施設・設備の改修及び修繕

　
  労働会館利用者への安全かつ快適な施設提供

４－０３－０２－０１３

担当課 経済部　勤労市民課

Ｈ２０ Ｈ２１

事業内容 目標や効果

　高齢者や障害者の人権の尊重をすすめるため制度利用を推進

体系コード

            実施
人権施策推進指針策定

事業名
体系コード ４－０３－０１－０２１

担当課 福祉健康部　福祉推進課

（３）　くらしを守る市民生活への支援

事業内容 目標や効果

　保健所事業に基づく検査及び市民・事業者からの依頼検査を
実施

　各種検査の実施による衛生環境の向上

事業名 衛生検査事業の充実（新）
福祉健康部　保健所　衛生検査課

Ｈ２１

事業内容

地域権利擁護・成年後見制度利用支援事業

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　基本的人権を守り心豊かな地域社会を築くため、人権啓発講
演会の開催、各種研修会・大会等への参加、人権擁護委員会へ
の助成、啓発資料の配布など広く人権意識の高揚を図る

　人権問題に対する理解や基本的人権擁護の普及、
啓発

担当課 市民自治部　市民相談課
事業名 人権啓発関係事業

体系コード

目標や効果

４－０３－０１－０１７

　意志決定が困難な高齢者や障害者の自立の促進

Ｈ１９ Ｈ２０
年
度

Ｈ１８

事業名
体系コード

Ｈ２１

　実　施
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　技能者の優れた技能や功績の表彰、技術・技能の振興、後継
者育成など伝統技術の維持発展への支援
　・技能者表彰事業　　　・技能者研修事業
　・職人版インターンシップ事業（技能職場体験事業）

　技能者の社会的地位の向上、若年者の雇用促進と
伝統技能の振興

Ｈ２１

事業名 技能奨励事業
体系コード ４－０３－０２－０５３

担当課 経済部　勤労市民課

　実　施

事業内容 目標や効果

　勤労者の生活安定と福祉増進に向けた勤労者福祉制度の充実
　・勤労者融資預託事業　　　　・勤労者生活資金融資制度
　・勤労者住宅資金利子補助制度・勤労者文化交流事業
　・勤労者教育資金利子補助制度

　勤労者の経済的負担の軽減、生活の安定と福祉の
増進

Ｈ２１

  実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ２１

４－０３－０２－０４３

担当課 経済部　勤労市民課

体系コード

　障害者雇用の企業への協力要請、雇用促進キャンペーンの実
施、障害者雇用優良事業所表彰など、障害者の就労機会の拡大
に向けた普及啓発活動の実施

　雇用促進に向けた制度の啓発等による障害者の雇
用・就労の促進

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

Ｈ２０

　
　勤労者の社会的地位、労働条件の向上

Ｈ２１

　実　施

事業名 雇用・就労機会拡大事業
体系コード ４－０３－０２－０３３

担当課 経済部　勤労市民課

年
度

事業名 労働条件改善事業
体系コード ４－０３－０２－０２３

担当課 経済部　勤労市民課

事業内容 目標や効果

　
　勤労者が安心して働けるよう、専門家による各種労働相談の
実施、労働情報の収集・提供、情報誌「勤労ふじさわ」の発行
など、労働条件の確保や改善に向けた事業の実施

Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 勤労者福利厚生事業
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Ｈ２２

Ｈ２２

③　賢い消費生活の推進

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　消費生活に関する各種講演会や展示会の開催、啓発資料の配
布、消費生活モニター制度の活用などにより、消費者としての
基本的知識の向上を図る

　消費生活に関する学習機会の提供、啓発等を通じ
た主体性のある消費者の育成

Ｈ２１

　実　施

事業名 消費者啓発事業
体系コード ４－０３－０３－０２７

担当課 市民自治部　消費生活課

年
度

Ｈ１８

目標や効果

　消費生活相談や商品表示に対する立ち入り検査、食品を取り
巻く不安の解消などにより、消費者の安全で快適な生活を守る
・消費生活相談      ・商品表示に関する立ち入り検査
・食の安全に関する諸問題について検討、啓発等

・消費生活相談に対する適切な助言・斡旋
・資源の有効活用や食生活に関する検討・啓発

Ｈ２１Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容

事業名 消費者保護事業
体系コード ４－０３－０３－０１７

担当課 市民自治部　消費生活課

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業内容 目標や効果

　無料職業紹介を中心とする「藤沢しごと相談システム」事
業、湘南就職面接会、若年層の就職を支援する「Ｌｅｔ’ｓし
ごと塾」、藤沢インターンシップ等、就労支援・雇用対策に向
けた事業の実施

　
　地域の雇用環境の改善

　実　施

事業名 就労支援事業
体系コード ４－０３－０２－０７３

担当課 経済部　勤労市民課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　
　一般労働講座、資格取得講座等の実施、労働会館まつりの開
催

　
　勤労者の知識や技能・能力の向上、求職者の雇用
の促進

Ｈ２１

事業名 勤労者講座等実施事業
体系コード ４－０３－０２－０６３

担当課 経済部　勤労市民課
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Ｈ２２

④　市民相談で暮らしの充実

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　検討・ＦＡＱ整理　　　　開発・準備　　　　　　

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２０

４．安全で安心して暮らせるまち

　市民からの問い合わせに迅速・的確に対応するためのコール
センター設置の検討

・ＩＴを使わない市民や閉庁時間における問い合わ
   せへの対応
・市民ニーズの把握や情報の共有化

企画部経営企画課
市民自治部情報管理課

年
度

事業内容 目標や効果

Ｈ２０

事業名

Ｈ２１

Ｈ２１

　広範な専門相談による生活上の問題についての助
言による問題解決

　実　施

事業名
体系コード ４－０３－０４－０３７

担当課

　市民生活の中での民事的トラブルや軽易な法律問題（一般相
談）及び市政に対する相談の実施
・一般相談
・市政相談

・市民の日常生活上の悩み等に対する助言による不
  安の解消
・市政に関する相談や問い合わせ等に対する解決の
  促進

Ｈ１８ Ｈ１９

　様々な生活上の問題について、各分野の専門相談員による相
談の実施
・暮らしの法務、法律、外国人、交通事故、建築紛争、人権な
ど

Ｈ２１

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

４－０３－０４－０２７

担当課 市民自治部　市民相談課
特別相談事業

体系コード

Ｈ２１Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　消費者が消費生活の向上を図り、健全かつ自主的な組織活動
ができるよう、消費者団体の活動を支援する
・消費者団体連絡会への助成
・石けん推進協議会への助成

　消費者団体の健全で自主的な組織活動の推進

　実　施

事業名 市政相談事業
体系コード ４－０３－０４－０１７

担当課 市民自治部　市民相談課

年
度

事業名 消費者団体育成事業
体系コード ４－０３－０３－０３７

担当課 市民自治部　消費生活課

目標や効果

コールセンター開設準備事業（新）

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容
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⑤　犯罪を未然に防ぐまちづくり

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

①　地区別まちづくりの推進

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

事業内容 目標や効果

　庁内外に防犯調整・連絡会議を設置し、犯罪防止に取り組む
総合的な防犯体制を確立するとともに、市民の行う多様な防犯
活動等への積極的支援の実施

・市民生活の安全の確保
・犯罪件数の減少

Ｈ２１

　実　施

Ｈ２０

　学校における危機管理と安全指導体制を一層強化する
　・学校非常通報システムの拡充（平成１８年度）
　・防犯ブザーの配付
　・防犯教育の推進

　児童生徒の安全確保
　学校の安全管理の徹底
　防犯教育の充実

事業名 学校安全対策関係事業（新）
担当課 教育総務部　学校教育課

事業内容 目標や効果

実施
通報システム拡充

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　商店街の環境改善と防犯対策の向上を図るため、防犯施設
（防犯カメラ等）を設置する商店街団体に対する設置費用の一
部助成

　市民が安心して買い物ができる犯罪の起きにくい
環境の整備

体系コード

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

４－０３－０５　(再掲3-01-02-163)

担当課 経済部　産業振興課

　実　施

体系コード ４－０３－０５　(再掲6-01-01-214)

 　実　施

（４）　だれもが住み続けたくなるまちづくり

事業内容 目標や効果

　交通バリアフリー化や歩行空間ネットワークを含む市民の日
常生活を支える一般市道の整備計画の策定を行う

・人に優しいまちづくり
・歩道などの整備による居住環境の向上

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

４－０４－０１－０１５

担当課 土木部　土木計画課

体系コード
事業名

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

市道整備計画策定事業

事業名 商店街防犯施設設置補助事業

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

事業名 防犯対策強化事業
体系コード ４－０３－０５－０１７

担当課 市民自治部　市民自治推進課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

都市整備部　北部区画整理事務所

Ｈ２１

　事業実施

目標や効果

　良好な住環境の形成を図るため、道路や公園などの整備を総
合的、一体的に実施
・施行面積　４９．６ｈａ
・都市計画道路　横浜藤沢線他５路線
・近隣公園１ヶ所　　街区公園３ヶ所

・地区内の都市計画道路の整備と合わせ周辺地域の
基盤整備の形成

担当課 都市整備部　北部区画整理事務所

年
度

　 実　施

事業名 柄沢特定土地区画整理事業
体系コード ４－０４－０１－０２５

担当課 都市整備部　柄沢区画整理事務所

事業内容

Ｈ１９ Ｈ２０

担当課

Ｈ１９

　事業実施

事業名 北部第二（二地区）土地区画整理事業
体系コード ４－０４－０１－０３５

Ｈ１８

事業内容 目標や効果

４－０４－０１－０４５

　土地区画整理事業終了に伴う清算事務
・施行面積　７９．５ｈａ
・都市計画道路　藤沢厚木線他６路線
・近隣公園１ヶ所　街区公園４ヶ所

・平成１９年度清算事務終了見込み

Ｈ２１Ｈ１９ Ｈ２０
年
度

Ｈ１８

Ｈ２１Ｈ２０

事業内容

事業名 北部第二（三地区）土地区画整理事業
体系コード

事業内容 目標や効果

　産業と住宅が共存するまちをめざし、道路や公園などの整備
を総合的、一体的に実施
・施行面積　２７５．２ｈａ
・都市計画道路　藤沢厚木線他６路線
・秋葉台公園　他公園１２ヶ所

・都市計画道路藤沢厚木線、横浜伊勢原線の整備に
よる地域の活性化
・産業と住宅の共存するまちづくり

Ｈ２１

　事業実施

Ｈ２０

・市民が主体となったまちづくりの推進

４－０４－０１－０５５

計画建築部　都市計画課

目標や効果

　藤沢市都市マスタ－プランに基づき、市民と行政が協働し
て、13地区でまちづくりマネージメントを推進する
（くらしまちづくり会議等市民の自治組織との連携、地区のま
ちづくりマネージメントに取り組む組織との連携を強化、各市
民センター等の自治組織との連携）

年
度

Ｈ１８

事業名 地区別まちづくり推進事業
体系コード

担当課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

組合区画整理支援事業

担当課 都市整備部　都市整備課

　検　討

事業内容 目標や効果

　村岡地区の産業の活性化と新旅客駅の設置の検討

４．安全で安心して暮らせるまち

・村岡地区のまちづくりの検討

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１
年
度

事業内容 目標や効果

　組合区画整理事業への技術的な指導と居住環境整備への助成
・渡内東土地区画整理事業（H１７～H２０年度）

・無秩序な市街化への進展を防止し、市街地の再
生・再構築の促進

事業名
４－０４－０１－１１５

４－０４－０１－105

担当課 都市整備部　都市整備課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

事業名

　検　討

年
度

Ｈ１８

体系コード

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業内容 目標や効果

　既成市街地の成熟した住宅地を、区画整理以外のまちづくり
手法について住民と協議して居住環境の整備、改善

・住民との協働ですすめる身近な居住環境の検討

   実  施
〔渡内地区住居表示〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔住居表示実施〕

事業名 地区居住環境整備事業
体系コード ４－０４－０１－０９２

担当課 都市整備部　都市整備課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　住居表示に関する法律に基づき、市街地の中の住居表示未実
施区域を対象に住居表示を行う

・わかりやすい住所の符番
・目標指定ヶ所  ２ヶ所

Ｈ２１

住居表示整備事業
体系コード ４－０４－０１－０８５

担当課 計画建築部　建築指導課
事業名

村岡地区拠点整備事業
体系コード
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　整　備

年
度

Ｈ１８

事業内容 目標や効果

・狭あい道路※の中心後退用地及び角切用地の取得及び整備を
行う
・地域住民との協働により路線として狭あい道路の解消を図る

・狭あい道路の解消、改善
・生活環境、都市機能の向上

担当課 土木部　道路管理課

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

体系コード

　実　施

年
度

４－０４－０１－１５５

　整備計画策定

事業名 道路台帳整備事業
体系コード ４－０４－０１－１４５

担当課 土木部　道路管理課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　長後駅西口地区の都市計画道路の整備、狭あい道路解消に向
けた防災まちづくりの検討
・善行長後線
・長後座間線
・西口駅前通り線

・都市計画道路の整備
・防災まちづくりのための狭あい道路解消等

Ｈ２１

　事業実施

事業名 長後駅西口地区整備計画策定事業
体系コード ４－０４－０１－１３５

担当課 都市整備部　長後地区整備事務所

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　区画整理事業進捗に伴う換地処分、清算事務 ・平成２１年度清算事務終了見込みより、長後駅東
口土地区画整理事業完了

４－０４－０１－１２５

担当課 都市整備部　長後地区整備事務所

Ｈ２０ Ｈ２１

目標や効果

・道路法第28条に基づき、道路台帳（調書・平面図）の調
製、保管、閲覧に対応するため整備を行う
・公共基準点の管理や復元作業を行う
・道路台帳のＧＩＳ化の推進を図る

・道路情報の共有や事務の効率化の推進

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 狭あい道路整備事業

事業名 長後駅東口土地区画整理事業
体系コード

Ｈ２１

事業内容

４．安全で安心して暮らせるまち

                ※ 狭あい道路：建築基準法第42条第2項に規定された幅員が4ｍに満たない道路
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容

事業名

目標や効果

  子どもや高齢者を中心に、交通安全意識の高揚を図るため交
通安全教育を行う
（交通安全教室（幼児、児童、高齢者、二輪車）、交通安全指
導者講習会、交通安全ビデオ等の貸出）

・交通事故防止のため市民一人ひとりの交通安全意
識の高揚

Ｈ２１

交通安全教育指導事業
体系コード ４－０４－０１－１９５

担当課 土木部　交通安全課

Ｈ２１

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

  交通事故を防止するための交通安全運動や各種啓発事業を交
通安全団体と連携して行う

・交通事故防止のため市民一人ひとりの交通安全意
識の啓発・高揚

　実　施

事業名 交通安全運動事業
体系コード ４－０４－０１－１８５

担当課 土木部　交通安全課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業内容 目標や効果

・交通事故防止の推進団体である各交通安全団体活動を支援
し、連携して啓発活動を行う
・通学路等危険箇所において交通指導員、学童等交通誘導員に
よる街頭指導を行う

・交通事故防止活動推進
・交通事故発生件数の抑制

４－０４－０１－１７５

担当課 土木部　交通安全課

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業名 道水路境界等確認事業
体系コード ４－０４－０１－１６５

担当課 土木部　道路管理課

４．安全で安心して暮らせるまち

事業名

事業内容 目標や効果

　市が管理する道路及び水路の境界未確定箇所の境界確認業務
及び既に境界が確定されている箇所の復元業務を行う
（ 道路及び水路の境界確認又は境界復元、境界標の埋設、図
面の作成及び保存、境界証明発行及び境界確定図の閲覧対応）

・道水路管理の円滑な遂行

Ｈ１８

交通安全団体活動推進事業
体系コード

　実　施

年
度
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

 　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業内容 目標や効果

　駅周辺の放置自転車対策として自転車等駐車場の整備を行う ・自転車等駐車場設置による放置台数の減少
・鉄道駅周辺の交通環境の改善
・駅利用者等の利便性の向上

事業名 自転車等駐車場整備事業
体系コード ４－０４－０１－２３５

担当課 土木部　交通安全課

Ｈ２１

　実　施

事業名 違法駐車対策事業
体系コード ４－０４－０１－２２５

担当課 土木部　交通安全課

年
度

Ｈ１８

Ｈ１８ Ｈ１９

 　実　施

目標や効果

Ｈ２０

事業内容

　「藤沢市違法駐車等の防止に関する条例」で指定する藤沢駅
周辺の重点地域等において、交通誘導員による助言、啓発等を
行う

・鉄道駅周辺の交通環境の改善

Ｈ２１

土木部　交通安全課

事業内容 目標や効果

  歩行者の安全と快適な道路環境を確保するため安全施設の整
備を行う
（道路反射鏡の設置・維持管理、 道路区画線の標示補修、発
光鋲設置、すべり止め舗装、道路照明灯設置）

・市道における交通安全と交通の円滑化

Ｈ２１

Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業名 交通安全施設整備事業
体系コード ４－０４－０１－２１５

担当課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

４－０４－０１－２０５

担当課 土木部　交通安全課

・交通安全対策の各種事業の経費に充当

事業内容 目標や効果

　市民等からの寄付金の積み立てを行う

事業名 交通安全対策基金積立事業
体系コード

年
度
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容

Ｈ１９

事業内容

事業名 市道新設改良事業
体系コード ４－０４－０１－２８５

担当課 土木部　道路整備課

事業名 高飯橋架替事業
体系コード ４－０４－０１－３２５

担当課 土木部　道路整備課

 　整　備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

目標や効果

  市民生活と密接に関係する生活道路の新設や歩道の設置を含
めた道路の改良整備を行う。

・歩道の設置を含めた道路の改良工事による市民生
活の安全性と利便性の向上

Ｈ２１

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業名 自動車駐車場管理業務事業
体系コード ４－０４－０１－２５５

担当課 土木部　交通安全課

目標や効果

  民間事業者が設置する自転車駐車場の建設費の一定額を補助
する

・自転車等駐車場設置による放置台数の減少
・鉄道駅周辺の交通環境の改善
・駅利用者等の利便性の向上

Ｈ２１

事業名 民間自転車駐車場設置補助事業
体系コード ４－０４－０１－２４５

担当課 土木部　交通安全課

　神奈川県が進める総合治水特定河川（境川）事業に伴い、老
朽化した橋の拡幅架替事業 （計画橋長Ｌ＝32.40ｍ、幅員Ｗ
＝8.0ｍ　（車道幅員6.0ｍ、下流側に歩道幅員2.0ｍ））事業
主体　藤沢市

・老朽化した橋梁の架替による耐震性能の向上
・歩行者と車両の分離により歩行者の安全の確保

事業内容 目標や効果

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８

 　整　備

事業内容 目標や効果

  湘南台駅周辺の違法駐車を減少させるため、市営湘南台駅地
下自動車駐車場の管理を行い、自動車での来訪者の利便を図る

・湘南台駅周辺への来訪者の利便性の向上
・鉄道駅周辺の交通環境の改善
・駅利用者等の利便性の向上

 　実　施

年
度

Ｈ２０
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

 　整　備

 　整　備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　未舗装市道や新規認定道路、寄付道路の新設舗装を行う ・生活道路の確保と生活環境の向上

Ｈ２１

事業名 市道舗装事業
体系コード ４－０４－０１－４０５

担当課 土木部　土木維持課

体系コード ４－０４－０１－３９５

担当課

 　整　備

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

  道路の保全、交通の安全性の確保を行う
・道路保護（擁壁等）、路面排水施設（Ｌ型/Ｕ型側溝、街
渠、集水桝等）の整備

・道路の損傷を 小限に抑制
・道路上の雨水処理による生活道路の歩道空間の安
全確保

Ｈ２１
年
度

土木部　土木維持課

Ｈ２０

目標や効果

  路面の流動、ひび割れをパトロール等により調査し計画的に
打換等の整備を行う
・主要道路(1･2級道)　93路線　L=119,707ｍ
・一般道･その他　 7,749路線　L=1,146,685ｍ
　　　　　　　　　　（2005年4月1日現在）

・通行の安全と沿道住民の生活環境の向上

Ｈ２１
年
度

　神奈川県が進める総合治水特定河川（引地川）事業に伴い、
老朽化した橋の拡幅架替事業（計画橋長Ｌ＝25.30ｍ　幅員Ｗ
＝8.0ｍ（車道幅員6.0ｍ、上流側に歩道幅員2.0ｍ））事業主
体　藤沢市

・老朽化した橋梁の架替による耐震性能の向上
・歩行者と車両の分離により歩行者の安全の確保

年
度

Ｈ１８

Ｈ１８

事業内容

事業内容

 　整　備

事業名
土木部　土木維持課

４－０４－０１－３８５

Ｈ１９

事業名 道路舗装打換事業
体系コード

担当課

土木部　道路整備課

道路施設整備事業

目標や効果

事業名 馬渡橋架替事業
体系コード ４－０４－０１－３３５

担当課

４．安全で安心して暮らせるまち
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

  神奈川県が進める総合治水特定河川（引地川）事業に伴い、
老朽化した橋の拡幅架替事業（計画橋長Ｌ＝２１.４０ｍ　幅員
Ｗ＝４.０ｍ）  （藤沢市負担は右岸取付道路分のみ）　橋梁架
替事業主体は藤沢市　事業期間　平成19～22年度を予定

・老朽化した橋梁の架替による耐震性能の向上
・歩行者と車両の分離により歩行者の安全の確保

Ｈ２１

 　　　　　　　　　　　　整　備

年
度

Ｈ２０Ｈ１８ Ｈ１９

 　整　備

事業名 大山橋架替事業（新）
体系コード ４－０４－０１－４４５

担当課 土木部　道路整備課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　新幹線跨線橋の耐震補強工事を関係機関と調整を図りながら
行う

・大規模地震災害発災時の新幹線の運行確保のため
の耐震化

Ｈ２１

事業名

 　整　備

事業名 新幹線跨線橋改修事業
体系コード ４－０４－０１－４３５

担当課 土木部　土木維持課

年
度

Ｈ１８ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

・平成14年度道路橋示方書（耐震設計編）の改正に準拠した
耐震補強及び落橋防止工事を行う
・劣化の進んでいる橋の修繕及び鋼橋の塗装、高欄嵩上工事、
橋梁台帳の整備を計画的に行う

・耐震補強及び落橋防止工事による利用者の安全の
確保

Ｈ２１Ｈ１９

橋りょう維持修繕事業
体系コード ４－０４－０１－４２５

担当課 土木部　土木維持課

年
度

Ｈ１８

事業内容 目標や効果

・私道舗装に関する規則に適合する申請箇所に対して助成又は
市が施工を行う
・利用者が限定される行き止り道路の助成率の見直しを進める

・私道舗装による生活環境の整備

Ｈ１９ Ｈ２１

 　整　備

事業名

事業内容 目標や効果

Ｈ２０

私道舗装事業

４．安全で安心して暮らせるまち

土木部　土木維持課

体系コード ４－０４－０１－４１５

担当課
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Ｈ２２

Ｈ２２

②　緑のネットワーク空間の整備

Ｈ２２

Ｈ２２

事業内容 目標や効果

　都市公園法第１７条に基づき、公園管理者として管理する都
市公園の台帳作成
・市内約２７０公園の台帳作成

・公園の情報を台帳管理することによる計画的な維
持整備を推進

Ｈ２０

Ｈ１９

　実　施

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２１

　実　施

Ｈ２０

事業名 公園緑地台帳整備事業
体系コード

Ｈ２１

４－０４－０２－０２５

担当課 都市整備部　公園みどり課

年
度

Ｈ１８

事業名 公園愛護会育成事業

　街区公園等の清掃・除草等の管理を地域住民の協力を得て行
うため、公園愛護会設立の勧奨、育成
・年間５団体設立

体系コード ４－０４－０２－０１５

担当課 都市整備部　公園みどり課

自転車対策管理業務事業名

事業内容

土木部　道路整備課
事業名

年
度

                                                                     整　備

中村橋架替事業（新）
体系コード

目標や効果

４－０４－０１－４５５

担当課

目標や効果

年
度

事業内容

Ｈ２１

　実　施

Ｈ１８

担当課 土木部　交通安全課

事業内容

  神奈川県が進める総合治水特定河川（引地川）事業に伴い、
老朽化した橋の拡幅架替事業（計画橋長Ｌ＝22.20ｍ　幅員Ｗ
＝10.0ｍ（車道幅員6.0ｍ、上下流側に歩道幅員2.0ｍ））事
業主体　藤沢市　　事業期間平成２０～２３年度を予定

・老朽化した橋梁の架替による耐震性能の向上
・歩行者と車両の分離により歩行者の安全の確保

Ｈ１８

・駅周辺の自転車、バイクの放置による交通への支障及び非常
時等の緊急活動に伴う障害を排除する。
・市営有料自転車等駐車場は指定管理者制度を導入する。

・自転車等の適正な駐車と放置行為に対する街頭指
導及び撤去による放置台数の削減

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

体系コード ４－０４－０１－４７５

Ｈ１９ Ｈ２０

目標や効果

・地域住民による管理の推進

年
度

４．安全で安心して暮らせるまち
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２Ｈ２１

　整　備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

４．安全で安心して暮らせるまち

　用地取得

事業名 近隣公園新設事業
体系コード ４－０４－０２－１１５

担当課 都市整備部　公園みどり課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　北部地域のスポーツ拠点としての運動公園の整備
・施行面積　13.4ha

・運動公園としての確保

Ｈ２１

　実　施

事業名 秋葉台公園新設事業
体系コード ４－０４－０２－０９５

担当課 都市整備部　公園みどり課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　球技場及びプール等、設備の老朽化に伴う改修
・八部公園
・秋葉台公園
・辻堂南部公園等

・公園利用者の安全確保と良好な施設の提供

Ｈ２１

　実　施

事業名 近隣公園等施設改修事業
体系コード ４－０４－０２－０４５

担当課 都市整備部　公園みどり課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業内容 目標や効果

　街区公園の外柵、照明灯、遊具や園路等、施設の老朽化した
箇所の改修

・幼児や高齢者が安全に憩える場としての街区公園
の提供

４－０４－０２－０３５

担当課 都市整備部　公園みどり課

　地域の特色を取り入れ、市民が花や緑に親しめる公園として
整備を図る
・宮ノ下公園
・桜小路公園
・湘南の丘公園等

・地域コミュニティ形成の役目を担う公園としての
確保

事業名 街区公園整備事業
体系コード

事業内容 目標や効果
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

　街路樹及びグリーンベルトの剪定、刈り込み、害虫駆除、清
掃等の日常的管理

・街路樹の健全な育成と都市景観の形成

Ｈ１８

　実　施

事業名 街路樹管理事業
体系コード ４－０４－０２－１５５

担当課 都市整備部　公園みどり課

年
度

事業内容 目標や効果

事業内容 目標や効果

　実　施

Ｈ２０

　実　施

Ｈ２１

Ｈ２１Ｈ２０Ｈ１９

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業名 公園緑地小規模修繕事業
体系コード ４－０４－０２－１４５

担当課 都市整備部　公園みどり課

　公園施設の樹木、遊具、街灯、水飲みなど維持管理を図るた
め、公園パトロール、公園内遊具保守点検・修理

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　公園緑地内の日常的な樹木の剪定、刈り込み、除草、清掃等
の維持管理

・公園利用者に快適で、安心・安全な公園の提供

Ｈ２１

・公園利用者に快適で、安心・安全な公園の提供

Ｈ１９
年
度

体系コード ４－０４－０２－１２５

担当課

体系コード

　整　備

４－０４－０２－１３５

目標や効果

　地域住民にとって も身近な公園として、また市民が安全に
憩える場として整備を図る
・下ノ根第一公園、鞍骨公園、大台公園、柏木公園
・菖蒲沢境第一、第二、第三公園等

・地域住民にとって一番身近な公園であり、災害時
には一時避難地の役割を果たす重要な機能を担う公
園の確保

Ｈ１８

Ｈ１９

事業名 公園緑地管理事業

Ｈ２０

担当課 都市整備部　公園みどり課

年
度

Ｈ１８

事業名

Ｈ２１

街区公園新設事業

事業内容

都市整備部　公園みどり課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

福祉健康部　医療予防課
事業名

体系コード

　整　備

４－０４－０２－１８１

担当課

墓地の整備 体系コード

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

（大庭台墓園立体墓地増設事業） 担当課 福祉健康部　医療予防課

４－０４－０２－１７１
事業名

　風致公園としての片瀬山公園の施設整備 ・片瀬地区における良好な景観と緑の保全、広域避
難場所としての機能の確保

事業名

目標や効果

年
度

目標や効果

　老朽化する斎場のホールや空調設備等を改修
・小ホールの洋室化、空調設備等改修

　葬儀や法事を円滑にまた安心して行える場の確保

　整　備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

片瀬山公園新設事業（新）
体系コード ４－０４－０２－１９５

担当課 都市整備部　公園みどり課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容

事業名 藤沢市斎場整備事業（新）
担当課 福祉健康部　医療予防課

体系コード ４－０４－０２－２０１

　　　　　　　　　　整　備

Ｈ２１Ｈ２０

目標や効果

　不足する墓地需要に対応するための立体墓地の増設 　需要に合わせた増設

事業内容

　検　討

４．安全で安心して暮らせるまち

事業内容

（合葬納骨壇増設事業）

　墓地需要に対応するため増設を検討

事業内容 目標や効果

Ｈ２０ Ｈ２１
年
度

Ｈ１８

　需要に合わせた増設の検討

Ｈ１９

墓地の整備
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Ｈ２２

③　魅力ある都市景観の形成

Ｈ２２

Ｈ２２

④　だれにも優しいまちづくりの推進

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

目標や効果

　だれもが利用しやすい駅舎にするため、鉄道事業者が実施す
るエレベーター設置工事に助成

　高齢者や障害者、妊娠期の方等が利用しやすい駅
舎の改善

事業内容

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
年
度

Ｈ２１

検　討

 実　施

事業名 鉄道駅エレベーター設置事業
体系コード ４－０４－０４－０１１

担当課 福祉健康部　障害福祉課

年
度

　景観法を活用し、地域の特性を活かした景観形成によりまち
づくりを推進する ◇地域の都市景観形成活動の支援、情報提供

　　　・住民自らが進める景観形成を支援し景観計画を策定

　　　・貴重な景観重要建築物等を把握と活用

　　　・景観形成の観点から大規模建築物等の助言指導

・藤沢らしい個性豊かな都市景観の形成
・市民による景観まちづくりの推進

Ｈ２１

 　実　施

事業名 都市景観推進事業
体系コード ４－０４－０３－７２

担当課 計画建築部　都市計画課

・都市の美観、風致の維持

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

屋外広告物対策事業
体系コード ４－０４－０３－０６２

担当課 計画建築部　建築指導課

事業内容 目標や効果

　都市の美観や風致の維持を図るため掲出指導等を行う
・屋外広告物の申請の受付及び許可業務
・違反屋外広告物の簡易除却・措置命令業務
・違反屋外広告物除却協力員制度の運用業務

　整　備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業名

事業名
体系コード ４－０４－０２－２４５

担当課 都市整備部　公園みどり課

引地川緑道新設事業

（川べりの遊歩道新設事業含む）

事業内容 目標や効果

　引地川の「みず・みち・みどりの基幹軸」における高名橋～
城下橋及び稲荷橋～竜宮橋～鵠沼橋区間の緑道整備
・高名橋～城下橋整備（Ｈ１８年度）
・稲荷橋～竜宮橋用地取得・整備（Ｈ１８～Ｈ１９年度）
・竜宮橋～鵠沼橋用地取得（Ｈ２１年度）

・「みず・みち・みどりの基幹軸」として緑のネッ
トワークの中心軸の形成
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Ｈ２２

①　災害に強い都市構造の構築

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

Ｈ２１

担当課

（５）　災害に強いまちづくり

事業名

年
度

 　整　備

Ｈ２０

防災都市づくり計画策定事業
体系コード ４－０５－０１－０１６

Ｈ１８ Ｈ１９

歩道等交通安全施設整備事業

事業内容 目標や効果

　駅や学校、福祉施設等の主要な公共施設等を結ぶ歩行空間の
確保とバリアフリーのみちづくりを行う

・誰もが安心して歩ける道づくりの推進

事業名
体系コード ４－０４－０４－０３５

担当課 土木部　道路整備課

　台風、豪雨や洪水により災害を受けた又は受けるおそれのあ
る住宅の、補修又は補強工事に要する資金融資
・融資原資として取扱金融機関に一定額を預託する

事業名 住宅災害防止資金貸付事業

・住民自らによる地域防災意識の高揚
・防災モデル地区における防災機能の強化

体系コード ４－０５－０１－０３６

担当課 計画建築部　開発業務課

事業内容

計画建築部　都市計画課

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　都市防災基本計画に基づき、防災面からまちづくりを推進す
る

年
度

目標や効果

年
度

 　整　備

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　急傾斜地崩壊危険区域の崩壊防止工事の測量、設計、工事施
工（事業主体は神奈川県）
・地権者との調整など事業の促進と事業費の一部負担

・急傾斜危険区域の低減

Ｈ２１

・災害復旧又は防災工事への支援

Ｈ２１

 　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

体系コード

計画建築部　開発業務課

Ｈ１８

Ｈ１８ Ｈ２１

 　実　施

事業名 急傾斜地防災事業
４－０５－０１－０２６

担当課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業内容 目標や効果

　公共建築物の計画的な予防保全及び事後保全による維持保全
を行う

・適正な維持管理による建築物の長寿命化

Ｈ１９ Ｈ２０

計画建築部　公共建築課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

   耐震補強を含めた各施設の全体計画（仮設、工事期間、工事
方法、 移転等費用、概算工事費）を決め、設計と工事を行う

・公共建築物の耐震性能の向上

Ｈ２１

担当課

４．安全で安心して暮らせるまち

４－０５－０１－０４６
事業名

体系コード

担当課

Ｈ２１

計画建築部　開発業務課
住宅災害防止資金利子補助事業

事業内容 目標や効果

年
度

Ｈ１８

事業名 公共建築物台帳作成事業
体系コード ４－０５－０１－０５６

担当課 計画建築部　公共建築課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

・公共建築課において建物を調査し公共建築物台帳の作成、更
新を行う
・公共建築物台帳のシステム化を行う

・調査結果及び修繕工事の内容（設計図書、積算資
料等）等の蓄積による計画修繕

Ｈ２１

 　実　施

事業名 公共建築物維持保全事業
体系コード ４－０５－０１－０６６

担当課 計画建築部　公共建築課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２１

 　実　施

事業名 既存公共建築物耐震補強事業

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

体系コード ４－０５－０１－０８６

 　整　備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

　住宅災害防止等資金の融資を受けた融資対象者の利子支払額
のうち、一定額の補助を行う

・災害復旧又は防災工事への支援

 　実　施
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　浸水防除などのため、未整備の水路を改修を行う
（水路延長　86.29ｋｍ）（2005年4月1日現在）

・浸水被害の防止、農業生産基盤保護及び生活環境
の改善

４．安全で安心して暮らせるまち

事業名 ブロック塀等防災事業
体系コード ４－０５－０１－０９６

担当課 土木部　道路管理課

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

・既存のブロック塀等の取り壊しに要する費用相当額の全額助
成を行う
・取り壊し後にブロック塀等を築造する場合は、限度額以内で
工事費相当額の一定額を助成する

・道路に面する危険なブロック塀等の安全性の確保

Ｈ２１

Ｈ２１

 　整　備

事業名 水路改修事業
体系コード ４－０５－０１－１０６

担当課 土木部　下水道整備課

年
度

Ｈ１８

Ｈ２０

 　整　備

事業名 準用河川打戻川改修事業
体系コード ４－０５－０１－１１６

担当課 土木部　下水道整備課

年
度

Ｈ１８

事業内容 目標や効果

　護岸改修工（柵渠）や緩斜面護岸工などにより河川改修を行
う
 （準用河川指定延長 2,250ｍ）

・流域の水田地帯、温室等への浸水被害の防止
・農業基盤整備の保護と安全性の確保

Ｈ２１

事業名 準用河川白旗川改修事業
体系コード ４－０５－０１－１２６

担当課 土木部　下水道整備課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

目標や効果

　浸水防除のため、橋梁架替工や護岸改修工などにより河川改
修を行う
（準用河川指定延長　Ｌ＝2,300ｍ）

・護岸等の改修による流域住民の安全の確保

事業内容

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

 　整　備

　　　補  償　　　　　　　　整  備
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

　木造住宅の耐震診断、耐震改修費用に対する補助を行う  ・木造住宅の耐震性能の向上

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業内容 目標や効果

事業名 河川水路維持管理事業
体系コード ４－０５－０１－１４６

担当課 土木部　土木維持課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

  準用河川５路線（不動川、打戻川、白旗川、一色川、滝
川）、普通河川（小糸川）、水路１３１路線の維持管理を行う

・河川及び流域住民の安全と快適な生活環境の確保

Ｈ２１

 　実　施

事業名 既存建築物耐震促進事業
体系コード ４－０５－０１－１５６

担当課 計画建築部　建築指導課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

４－０５－０１－１６６

担当課 財務部　管財課

年
度

Ｈ１８

 　実　施

事業名 庁舎整備事業（新）
体系コード

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　老朽化した市役所本庁舎等の改築
・本館、東館、第１庁舎、第２庁舎、職員会館

　大規模災害への対応や効率的な維持管理のための
庁舎整備事業計画の策定

Ｈ２１

　庁内プロジェクト　　　　　　　　　計画策定　　　　　　　　　　　　　　事業実施方法の選定　　　

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

年
度

Ｈ１８

  整  備
     〔分水路築造工〕                                                                         〔瑞光橋嵩上工・多自然型護岸工〕

Ｈ２１

・分水路築造等による流域住民の安全の確保

事業内容 目標や効果

　浸水防除のため、分水路築造工、多自然型護岸工、瑞光橋嵩
上工などにより河川改修を行う

土木部　下水道整備課

体系コード ４－０５－０１－１３６

Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 準用河川滝川改修事業
担当課
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②　防災体制の整備

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

Ｈ２０ Ｈ２１

　 他市との協議・調整

事業内容 目標や効果

　応急物資などが陸路で搬入できなくなった場合に備え、港を
有する都市との応援協定を締結する

事業名
港を有する都市との災害時相互応援協定の締
結

体系コード ４－０５－０２－０２６

担当課 総務部　災害対策課

　協定先の港からの人的物的応援態勢の確立

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　防災意識の向上と災害時に大切な初動体制のため、各種の防
災訓練を実施する
・各種防災訓練の実施
・防災知識の普及

　関係機関との連携や機動力を高め、初動体制に必
要な地域の防災力の向上

Ｈ２１

　実　施

事業名 応急・復旧体制の整備
体系コード ４－０５－０２－０４６

担当課 総務部　災害対策課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　災害発生時の危機的状況への対処後、被災者の生活再建の支
援や施設の復旧、仮設住宅の建設など地域の基礎的な条件づく
りを行い円滑な復旧を図る

　県や関係機関などとの事前の調整を図り、迅速な
対応のための体制づくりの推進

Ｈ２１

連携の強化・連絡調整

事業名 災害救援ボランティアネットワーク支援事業
体系コード ４－０５－０２－０５６

担当課 市民自治部　市民自治推進課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２１

事業内容 目標や効果

　災害時における効果的なボランティア活動の推進を図るた
め、藤沢災害救援ボランティアネットワークの育成等に支援を
行う

　ボランティア活動をリードするコーディネーター
の育成

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

防災訓練等関係事業
事業名

体系コード ４－０５－０２－０３６

担当課 総務部　災害対策課（防災訓練の充実・防災知識の普及）

　　実　施
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名
防災施設等整備事業 体系コード ４－０５－０２－０８６

（備蓄資機材の整備・災害時の水の確保） 担当課 総務部　災害対策課

４．安全で安心して暮らせるまち

担当課

　自主防災組織による円滑な初動体制の確立

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

　自主防災組織の育成・強化のため、各種訓練指導、防災リー
ダーの育成、自主防災会の資機材充実、防災指定井戸の整備・
拡充を行う

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　災害時の応急対策として必要な資機材及び耐震性飲料用貯水
槽等の整備をすすめる

　平成２０年度で耐震性飲料用貯水槽等主な整備は
完了
  順次、保存食等の更新

Ｈ２１

貯水槽（東部地区）　　貯水槽（御所見地区）　　貯水槽（西部地区）

事業名 国民保護計画の策定、啓発、訓練事業（新）
体系コード ４－０５－０２－０９６

担当課 総務部　災害対策課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　国民保護法に基づく藤沢市国民保護計画の策定と訓練等の実
施

・市の特性を考慮した計画の策定と訓練の実施
・県及び近隣市町との連携の強化

Ｈ２１

　　　計画策定　　　　　啓発・訓練の実施

事業名 津波ハザードマップ作成事業（新）
体系コード ４－０５－０２－１０６

担当課 総務部　災害対策課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　神奈川県が作成する津波浸水予測図を基に、藤沢市津波ハ
ザードマップを作成する

　全戸配布による市民への情報提供

年
度

Ｈ１８ Ｈ２１

　　　　　　　　　　　　　作成・配布

（自主防災育成事業）

自主防災組織の育成・活性化

事業内容 目標や効果

事業名
体系コード ４－０５－０２－０７６

総務部　災害対策課
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Ｈ２２

③　消防・救急体制の整備

Ｈ２２

Ｈ２２
　

Ｈ２２

〔デジタル化への対応〕

４．安全で安心して暮らせるまち

　　　　　　　　　　　　　　　設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　維持・管理

北部防災カメラ設置事業（新）

事業内容 目標や効果

　防災カメラによる監視体制を市内全域に拡大するため、北部
地区にカメラを設置する

・映像による防災情報の迅速な把握
・全市域を対象

年
度

Ｈ１８

体系コード ４－０５－０２－１１６

事業名
体系コード ４－０５－０３－０１６

担当課 消防本部　通信指令課
消防無線等整備事業

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　
　・消防無線の性能維持のための更新等整備
　・消防・救急無線のデジタル化に向けた対応

　災害活動の重要な情報伝達手段の確保

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

  実　施　　　　　　

事業名 消防訓練センター整備事業
体系コード ４－０５－０３－０２６

担当課 消防本部　消防総務課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　消防活動体制の充実強化を図るための消防訓練センターの整
備
　
　・訓練塔　Ａ・Ｂ・Ｃ塔の建設

　消防訓練センターの整備による消防職員等の消防
技術の向上

Ｈ２１

〔訓練塔の建設〕

事業名 羽鳥出張所改築整備事業
体系コード ４－０５－０３－０３６

担当課 消防本部　消防総務課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　
　明治市民センターとの合築による羽鳥出張所の改築整備

　
　地区消防防災活動拠点の整備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　　〔改築整備〕

Ｈ１９ Ｈ２０

事業名

Ｈ２１

担当課 総務部　災害対策課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業名 消防自動車等整備事業
体系コード ４－０５－０３－０５６

　
　複雑多様化する各種災害に対応するための消防救助資機材の
整備

　消防活動に必要な資機材の計画的な更新・整備、
各種災害への迅速かつ的確な対応

事業名 消防救助資機材整備事業
体系コード

年
度

Ｈ１８

４－０５－０３－０４６

担当課 消防本部　警防課

　実　施

事業内容 目標や効果

担当課 消防本部　警防課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　老朽車両や自動車Ｎｏｘ・ＰＭ法への対応、新規車両の購入
など消防自動車の更新・整備

　災害実態に即応できる消防装備の充実強化

Ｈ２１

　実　施

事業名 消防水利整備事業
体系コード ４－０５－０３－０６６

担当課 消防本部　警防課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　防火水槽・消火栓等の新設・維持管理
　江の島屋外消火栓設備の５ヶ年での計画的更新

　消防水利の整備拡充、地域消防力の充実・強化

４－０５－０３－０７６

担当課 消防本部　消防総務課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　
　市民に身近な地域の消防防災活動拠点としての整
備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　　　　　　　　　　　改　築

　
　老朽化した分団待機宿舎の計画的な改築
　　１９年　第　７分団　　　２０年　第８分団
　　２１年　第１４分団　　　２２年　第６分団

事業内容 目標や効果

Ｈ２１

　実　施

事業名 分団待機宿舎改築整備事業
体系コード

４．安全で安心して暮らせるまち
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名 応急手当普及啓発推進事業
体系コード ４－０５－０３－１０６

担当課 消防本部　救急救命課

４．安全で安心して暮らせるまち

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　傷病者に対し市民の誰もが適切な応急手当が実施できるよ
う、技術習得のために必要な救命講習の開催
　・普通救命講習及び上級救命講習
　・応急手当普及員講習

　市民の自主的な救護能力の向上、応急手当の普
及・推進と救命率の向上

Ｈ２１

　実　施

事業名 消防職員研修事業
体系コード ４－０５－０３－１１６

担当課 消防本部　消防総務課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　複雑多様化する災害や救急業務に対応する能力と資質の向上
を図るための各種研修
　・消防学校各種研修
　・各種資格取得研修

　消防職員の能力と資質の向上による消防力全体の
強化

Ｈ２１

　実　施

事業名 消防庁舎等整備事業
体系コード ４－０５－０３－１２６

担当課 消防本部　消防総務課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　消防署所等消防施設・設備の適正な維持管理、計画的な整備
や突発的な改修・修繕

　消防施設及び設備の適正な維持管理・環境整備に
よる消防防災体制の充実強化

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

４－０５－０３－０９６

担当課 消防本部　消防総務課

体系コード

　救命率の向上に向けた全市的な救急体制の充実強
化

　
　全市的な救急出動体制の増強と救命率の向上を図るための救
急隊の新設（明治地区、遠藤方面地区）

事業名 救急隊新設事業

Ｈ２１

〔救急隊配備準備〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔救急隊配備準備〕　　

事業内容

Ｈ１９Ｈ１８ Ｈ２０
年
度

目標や効果
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

４．安全で安心して暮らせるまち

事業内容 目標や効果

事業名

Ｈ１８

　
　火災による死傷者の減少、防火知識の普及啓発

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　住宅用火災警報器等の設置が義務化されたことに伴う市民へ
の普及推進、独居高齢者等世帯へ設置費用の一部助成

事業名 救急高度化事業
体系コード ４－０５－０３－１７６

担当課 消防本部　救急救命課

　総務省消防庁が、大規模・特殊災害への対応の強化として、
全国的に整備を進める「高度救助隊」新設への対応の検討

　大規模災害時における消防・救助体制の向上

４－０５－０３－１８６

担当課 消防本部　消防総務課
事業名 高度救助隊新設事業（新）

体系コード

事業内容 目標や効果

　遠藤方面に消防防災活動の拠点となる出張所を開設し消防
隊・救急隊を配置

　消防出張所の開設による本市全体の消防防災力の
充実強化

４－０５－０３－１９６

Ｈ１９ Ｈ２０
年
度

遠藤方面出張所開設事業（新）
体系コード

　検　討

事業名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔用地取得・実施設計等〕　〔施設建設〕

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ１８ Ｈ２１

目標や効果事業内容

担当課 消防本部　消防総務課

年
度

　実　施

住宅防火対策推進事業（新）
体系コード ４－０５－０３－１６６

担当課 消防本部　予防課

　実　施

事業内容 目標や効果

　救急救命士の養成、教育
　高度化する救急業務に対応するための救急資器材の整備

　救急救命活動の高度化と救命率の向上

Ｈ２１Ｈ１９ Ｈ２０
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①　情報公開・提供システムの充実

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

目標や効果

　広報紙では十分に掘り下げることができない市の重要施策や
地域の歴史・文化・自然などを写真やイラストを多用し紹介す
る
・広報ふじさわ特集号「わたしの藤沢」

　市政や地域の歴史・文化をより詳しく、かつ分かり
やすく紹介する身近な情報誌として、市民の郷土愛の
醸成

年
度

Ｈ２１

５－０１－０１－０１７

担当課 市民自治部　広報課

特集 広報発行事業

Ｈ１９ Ｈ２０Ｈ１８

事業内容

（１）　だれにも開かれた公正な行政運営

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市の施策や行事など市民生活に必要な情報を、広報ふじさわ
を発行し提供する
・広報ふじさわ
・広報ふじさわ点字版、声の広報

　親しみやすい内容と読みやすい紙面づくりによる情
報提供
・自治会・町内会を通じ各家庭へ配布

Ｈ２１

事業名 広報ふじさわ発行事業
体系コード

  実　施

事業名 子ども広報関係事業
体系コード ５－０１－０１－０２７

担当課 市民自治部　広報課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　子どもたちの市政に対する理解・関心を高めるため、身近な
話題などを取り入れた市政情報等の提供
・市内の施設を紹介した「藤沢市子どもマップ」を隔年で発行

　インターネットを利用した情報提供と子どもマップ
の隔年発行による学習への活用の推進

Ｈ２１

           実施
　子どもマップ発行　　　　　　　　　　　　子どもマップ発行　　　　　　　　　　　　子どもマップ発行

事業名 その他広報活動事業
体系コード ５－０１－０１－０３７

担当課 市民自治部　広報課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　冊子やホームページなど様々なかたちでの市政情報の提供
・市民便利帳「こんにちは藤沢市です」の発行
・広報ふじさわホームページの作成
・広報ポスター等の広報板への掲示
・デジタルデータ放送を利用した情報提供の検討・実施

　市民生活に必要な行政情報を様々なかたちで提供
し、転入者をはじめとする市民の利便性を向上

担当課 市民自治部　広報課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

     実　施

５．情報公開による公正と効率を守るまち

　　　実　施

事業名
体系コード ５－０１－０１－０４７
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業内容 目標や効果

　市政に関する市民の知る権利を保障した情報公開制度の充実
及びホームページ等による情報提供の推進
・公開請求の受付及び閲覧等の対応　・情報公開審査会及び運
営審議会の運営　・文書目録の整備　・職員の意識啓発及び市
民への制度のＰＲ　・情報提供施策の充実等

　開かれた市政の推進

Ｈ２０ Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業名 情報公開制度関係事業
体系コード ５－０１－０１－０５７

担当課 市民自治部　情報管理課

事業名 都市計画基本図作成事業
体系コード ５－０１－０１－０６５

担当課 計画建築部　都市計画課

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

   都市計画法第14条に規定されている都市計画基本図作成
は、都市計画のベースとなる現況地形図（1/2500）で、概
ね５年ごとに行われる線引き見直しに併せて修正・図化を行う

・都市計画のベースとなる現況地形図の更新による都
市計画行政の推進

Ｈ２１

Ｈ２１

　実　施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔航空測量〕

事業名 地図情報システム開発事業
体系コード ５－０１－０１－０７５

担当課 計画建築部　都市計画課

年
度

Ｈ１８

事業内容 目標や効果

   用途地域や都市計画施設の明示指導に利用しているデータを
紙データからデジタルデータ利用に更新する

・都市計画情報のデジタルデータ利用による窓口業務
の省力化

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

目標や効果

・都市計画法第６条に規定されている都市計画基礎調査は、
計画立案のため５年ごとに土地利用・建物・人口・交通量の現
況などの調査を行う
・｢整･開･保｣※及び｢都市マスタープラン｣の見直し作業を行う

・｢整・開・保｣の見直し等による都市計画行政の推進

　検  討                                                          システム構築・実施

事業名 都市計画基礎調査事業
体系コード ５－０１－０１－０８５

担当課 計画建築部　都市計画課

５．情報公開による公正と効率を守るまち

　※｢整･開･保｣：都市計画法第６条の２に規定する、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

Ｈ２１

　実　施
                                             〔整・開・保の見直し〕

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容

　実　施
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②　個人情報の保護

Ｈ２２

③　オンブズマン制度の充実

Ｈ２２

①　行政システムの効率化・簡素化の推進

Ｈ２２

Ｈ２２Ｈ２１

　実　施

（２）　分権社会に応じた簡素で効率的な都市経営

事業内容 目標や効果

　国際化・少子高齢化・情報化・分権化などが進む中で、市政
全般にわたる特定課題、重要課題について調査・研究を行う
・政策研究員による特定課題の研究
・庁内横断組織による重要課題の研究
・職員研究員制度、政策提案制度の推進

・政策への反映

Ｈ２１

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　　実施・進行管理　　　　　　　　　   　　見直し　　　　　　　　 次期基本計画策定　  次期実施計画策定

事業名 総合企画関係事業
体系コード ５－０２－０１－０５８

担当課 企画部　経営企画課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　「ふじさわ総合計画２０２０」に基づく後期実施計画の推進
及び次期基本計画の策定
・後期実施計画の進行管理
・実施計画ローリング作業
・関連調査に基づく次期基本計画の策定

　実施計画の適切な進行管理と施策の展開

　実　施

事業名 総合計画関係事業
体系コード ５－０２－０１－０４８

担当課 企画部　経営企画課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市政に関する苦情を公正・中立な立場で簡易迅速に処理する
オンブズマン制度の運営
・苦情申立の受付及び苦情処理　・運営状況の報告及び公表
・制度の市民へのＰＲ　・職員の意識啓発等

　市民の権利・利益の擁護を図り、市民の市政に対す
る理解と信頼の確保

Ｈ２１

　実　施

事業名 オンブズマン制度関係事業
体系コード ５－０１－０３－０１８

担当課 オンブズマン事務局

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　基本的人権としてのプライバシーの権利を保護するため、個
人情報保護制度の推進を図る
・個人情報取扱事務の届出・登録　・自己情報開示等請求の受
付及び閲覧等の対応　・個人情報保護審査会及び運営審議会の
運営　・職員の意識啓発及び市民、事業者への制度ＰＲ等

・個人情報の適正な取扱いの徹底
・プライバシー権利の保護

Ｈ２１

事業名 個人情報保護制度関係事業
体系コード ５－０１－０２－０１７

担当課 市民自治部　情報管理課

５．情報公開による公正と効率を守るまち
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２Ｈ２１

　　　　運用
　〔電子入札稼動〕

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　情報通信技術を積極的に活用し、行政サービスのオンライン
化をすすめる
・県市町村共同運営協議会との連携
・電子入札の運用、電子申請手続きの拡大と内部業務連携
・新たな行政サービス電子化の検討、実施

・住民・企業の利便性の向上
・対象業務の拡大
・手続きの統廃合、ワンストップ化による業務の効率
化

　　　システム運用
　　〔パソコン更新〕

事業名 電子自治体推進事業
体系コード ５－０２－０１－１２８

担当課 企画部　ＩＴ推進課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　事務処理の統合化・効率化及び情報公開の基盤として、シス
テムを運用する
・情報系パソコンの更新

・事務の効率化
・情報共有
・セキュリティの向上

Ｈ２１

事業名 職員ポータルシステム関係事業
体系コード ５－０２－０１－０８８

担当課 企画部　ＩＴ推進課

Ｈ２１

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

       運  営
〔外部評価の導入〕

事業名 財政調整基金積立金
体系コード ５－０２－０１－０７８

担当課 財務部　財政課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市民意識調査結果等を参考に、政策－施策－事務事業の三層
評価を実施し、その結果を行政活動の意思決定に反映させる
・外部評価の導入

・事務の改革・改善
・制度の定着

Ｈ２１

事業名 行政評価システム運営事業
体系コード ５－０２－０１－０６８

担当課 企画部　経営企画課

事業内容 目標や効果

 経済変動・災害・大規模建設事業等に備えるための基金積立 　災害などの緊急対応への備え

５．情報公開による公正と効率を守るまち
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

②　地方分権の推進

Ｈ２２

事業名 投票管理システム導入事業（新）
体系コード ５－０２－０１－１３８

担当課 選挙管理委員会

Ｈ２０ Ｈ２１

事業内容 目標や効果

　投票所で行う選挙人名簿の登録の有無並びに投票状況の確認
作業にコンピュータを活用し、入場整理券のバーコードを読み
込むことにより行うシステムの導入

　投票事務の迅速性、正確性
　有権者の利便性の向上

　導入・実施

事業名 セキュリティ対策の推進（新）
体系コード ５－０２－０１－１４８

担当課 企画部　ＩＴ推進課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　情報化の推進に伴い、職員の情報セキュリティ意識を高め、
物理的・技術的・人的な対策を充実する
・情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の認証
取得

・組織におけるセキュリティマネジメントの確立
・情報セキュリティに対する意識の向上
・対外的信頼性の向上

Ｈ２１

Ｈ２１

         認証取得                       運用                       　　　              認証業務の拡大                 運用

事業名 システム最適化計画の策定・運用（新）
体系コード ５－０２－０１－１５８

担当課 企画部　ＩＴ推進課

年
度

Ｈ１８

事業内容 目標や効果

  汎用機を中心とした基幹業務のあり方を見直し、最適なシス
テムの導入を図る

　法改正、制度改正へのスムーズな対応

　検　討

事業名
体系コード ５－０２－０２－０１８

担当課 総務部　職員課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

目標や効果

  社会情勢の変化と市民ニーズの多様化の中で、地方分権の担
い手となる職員の育成を図るとともに政策研究室との連携を進
める
・基本研修 ・専門研修 ・派遣研修 ・職場研修 ・自主研修

　問題解決能力、政策形成能力の向上

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

５．情報公開による公正と効率を守るまち

職員研修事業

（基本研修・専門研修・派遣研修・職場研修・自主研修）

事業内容
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Ｈ２２

③　広域行政の推進

Ｈ２２

Ｈ１８

５－０２－０２－０２８

担当課 企画部　経営企画課

Ｈ２１

目標や効果

・職員の政策形成能力等の向上
・組織の活性化

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容

　政策研究室の機能を活用し、若手職員の政策形成能力等の開
発と政策提案の機会を提供する
・職員研究員制度
・政策提案制度（庁内ベンチャー事業）

事業名 職員政策提案事業（新）

年
度

担当課 企画部　経営企画課
事業名 広域行政推進事業

体系コード ５－０２－０３－０１８

体系コード

　実　施

事業内容 目標や効果

　分権時代に対応した事務事業の効率化や新たな課題の解決を
図り、広域行政を推進する
・湘南広域都市行政協議会
・湘南地区市町連絡協議会

・公共施設の相互利用
・スケールメリットを活かした広域的行政運営
・行財政の効率化、省力化

Ｈ２１

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

５．情報公開による公正と効率を守るまち
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６．ゆたかな心を育み湘南の地域文化を発信するまち

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

（１）　生涯学習社会の形成
①　児童・生徒等の生きる力を大切にする教育の推進

事業名 高校教育の充実事業
体系コード ６－０１－０１－０１４

担当課 教育総務部　教育総務課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　神奈川県市長会や神奈川県市町村教育長連合会などを通じ、
国や県などに対し要望書や意見書などを提出し、私立振興補助
制度のより一層の充実を求める

　私立高校通学者の保護者の経済的負担の軽減
　公・私立間の学費の格差是正

Ｈ２１

　要望活動

事業名 課外活動費補助事業
体系コード ６－０１－０１－０２４

担当課 教育総務部　教育総務課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校の課外活動である運動部、文化部、生徒会本部のクラ
ブ活動や生徒会活動並びに神奈川県代表として全国大会や関東
大会などの出場に対して助成を行う
　・課外活動補助金
　・特別課外活動補助金

　保護者の経済的負担の軽減
　クラブ活動の活性化
　生徒の心身の健全育成
　集団活動による人間形成

Ｈ２１

　実　施

事業名 食教育の充実事業
体系コード ６－０１－０１－０３４

担当課 教育総務部　保健給食課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　小学校及び白浜養護学校では完全給食、中学校ではミルク給
食を実施する
　・「給食だより」の発行
　・「ふじさわ市きゅうしょくフェア」の開催

　児童生徒の心身健全な発達
　正しい給食の理解や望ましい食習慣などの健康教育
の充実

Ｈ２１

　実　施

事業名
体系コード ６－０１－０１－０４４

担当課 教育総務部　学務課

年
度

幼稚園等運営資金貸付事業

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　幼児教育の発展を期するため、藤沢市私立幼稚園協会及び藤
沢市幼児教育協議会に対し、運営及び施設・設備等教育環境整
備のため、資金の貸し付けを行う

　保護者の経済的負担の軽減
　幼児教育の振興と充実
　施設運営の円滑化
　施設・設備等教育環境の向上

Ｈ２１

　実　施

年
度
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６．ゆたかな心を育み湘南の地域文化を発信するまち

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名 私立幼稚園就園奨励費補助事業
体系コード ６－０１－０１－０５４

担当課 教育総務部　学務課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　私立幼稚園等に就園している満３歳児、３歳児、４歳児、５
歳児の保護者の経済的負担を軽減するため、保育料を減免した
幼稚園等の設置者に対し、国の施策に本市独自の就園奨励費を
加算して助成する

　保護者の経済的負担の軽減
　幼児教育の振興と充実

Ｈ２１

　実　施

事業名
要保護準要保護児童・生徒援助事業（小・
中）

体系コード ６－０１－０１－０６４

担当課 教育総務部　学務課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に
対し、学用品費、修学旅行費、社会見学費、医療費、学校給食
費、メガネ購入費などを援助する

　保護者の経済的負担の軽減
　学校教育の推進
　義務教育の円滑な推進

Ｈ２１

　実　施

事業名 奨学資金関係事業
体系コード ６－０１－０１－０７４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　学業成績が良好で経済的理由により高等学校への就学が困難
な生徒の中から、規則等に基づき選考された就学生の保護者に
対し、奨学金を支給する

　生徒の保護者の経済的負担の軽減
　就学の奨励

Ｈ２１

　実　施

事業名 各教科研究研修関係事業
体系コード ６－０１－０１－０８４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　小・中学校が各々の課題や各教科ごとの課題の研究を推進す
る
　・教職員の研究・研修
　・藤沢市小学校教育研究会
　・藤沢市中学校教育研究会

教員の指導力向上
　指導法の工夫改善
　教育活動の充実
　学校教育の円滑な推進
　特色ある学校づくり

Ｈ２１

　研究・研修

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名 社会科資料集関係事業
体系コード ６－０１－０１－０９４

担当課 教育総務部　学校教育課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　社会科学習において、藤沢市の環境、経済、文化、歴史など
の社会的事象を学習するための資料集を作成する
　・小学校３・４年生　　「ふじさわ」
　・小学校５・６年生　　「藤沢」

　社会的理解を深め、自ら考える力の育成
　指導法の工夫改善

Ｈ２１

　実　施

事業名 教育課程の推進事業
体系コード ６－０１－０１－１０４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　「総合的な学習の時間」において、地域の人材・教材を活用
し、国際理解、情報、環境、福祉などの横断的・総合的な課
題、地域や学校の特色に応じた課題などを取り入れた学習を展
開する

　「生きる力」を育む教育の推進
　自ら学び、考え、解決する能力の育成
　創意工夫ある教育課程の推進
　特色ある学校づくり

Ｈ２１

　実　施

事業名 教育研究等推進事業
体系コード ６－０１－０１－１１４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　教育課程や学習指導など学校教育に関する事項についての研
究を行う
　・研究推進校研究（３年間）
　・藤沢市小学校教育研究会
　・藤沢市中学校教育研究会

　教員の指導力向上
　指導法の工夫改善
　教育活動の充実
　学校教育の円滑な推進

特色ある学校づくり
Ｈ２１

　研　究

事業名 人権・環境・平和教育関係事業
体系コード ６－０１－０１－１２４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　児童生徒や教職員に対し、人権教育・環境教育・平和教育の
啓発と研修会、実践研究を行う

　教員の指導力向上
　学校教育の円滑な推進

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名 国際教育の推進事業
体系コード ６－０１－０１－１３４

担当課 教育総務部　学校教育課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校では外国人英語指導助手（ＡＬＴ）、小学校では国際
理解協力員による授業を実施し、国際教育を推進し、ＡＬＴ体
制を拡充する
　日本語指導員による外国籍等児童生徒に対する日本語指導や
支援を行う

　ＡＬＴ１０人体制
　英語教育の充実
　実践的コミュニケーション能力の育成
　外国籍等児童生徒への支援

Ｈ２１

　実　施
ＡＬＴ６人　　　　　ＡＬＴ８人　　　　　　ＡＬＴ１０人

事業名 プラネタリウム学習事業
体系コード ６－０１－０１－１４４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　小学校４年生の授業において、湘南台文化センターこども館
プラネタリウム（宇宙劇場）を天体学習で利用する

　天体学習の充実
　学校教育の推進

Ｈ２１

　実　施

事業名 教育情報機器関係事業
体系コード ６－０１－０１－１５４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　教育情報機器として、コンピュータ及びネットワークを学校
に導入し活用する
　・中学校校内ＬＡＮ整備を図る
　　１８年度５校整備・１９年度６校整備・２０年度１校整備

　情報教育の充実
　情報活用能力の向上
　情報モラルの育成
　教員の研修の充実

Ｈ２１

Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施
ＬＡＮ５校　　　　　ＬＡＮ６校　　　　　　ＬＡＮ１校

事業名
体系コード ６－０１－０１－１６４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８

Ｈ２１

　実　施

教育指導活動事業

（部活動指導者派遣事業の充実）

事業内容 目標や効果

　中学校課外活動である運動部と文化部に指導者を派遣する
　全国大会や関東大会に出場する生徒に賞賜金を交付する

　生徒への一層きめ細かな対応
　専門的技術指導による部活動の活性化
　生徒の心身の健全育成

年
度

Ｈ１８
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

事業名
体系コード ６－０１－０１－１７４

担当課 教育総務部　学校教育課
教育文化センター研究研修事業

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　教育改革に関わる教育上の諸問題について、積極的な解決な
どに資するよう教職員が研究と研修を行う

　教員の指導力向上
　指導法の工夫改善
　教育活動の充実
　学校教育の円滑な推進

特色ある学校づくり
Ｈ２１

　研究・研修

事業名 藤沢市教育史編さん事業
体系コード ６－０１－０１－１８４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　藤沢市の教育史料の収集・整理・保存・研究を行う
　現在、将来の教育の指針を求めて「教育史」を編さんする
　・「教育アーカイブズふじさわ」の発行
　・「教育史通史編第１巻」の発行（平成１９年度）
　・「教育史通史編第２巻」の発行（平成２１年度）

　貴重な教育史料の収集・整理・保存
　貴重な教育史料の散逸の防止
　教育史料活用の利便性の向上

Ｈ２１

　実　施
　　　　　　　　　　通史編第１巻発行　　　　　　　　　　　　　　通史編第２巻発行

事業名 新入生サポート事業
体系コード ６－０１－０１－１９４

担当課 教育総務部　学務課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　小学校１年生にきめ細かな指導を行い、学習の基礎・基本の
定着、学習意欲の向上、並びに集団生活への適応を促進させる
ため、児童をサポートする市費講師を配置する
　市費講師配置基準の拡充を図る
　・小学校全校に配置（平成２０年度）

　学習の基礎・基本の定着
　学習意欲の向上
　集団生活への適応の促進

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市費講師全校配置

事業名
体系コード ６－０１－０１－２０４

担当課

Ｈ２１

　実　施

幼児教育振興助成事業（新）

事業内容 目標や効果

　幼稚園と幼児教育施設に入園している幼児を地震等の災害か
ら守るため園舎の耐震補強関係事業に助成を行う
　幼稚園と幼児教育施設の園具や教材教具の購入、健康管理に
要する経費の助成を行う

　保護者の経済的負担の軽減
　園児の安全確保
　幼児教育環境の向上
　幼児教育の振興と充実

教育総務部　学務課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２Ｈ２１

　実　施

学校安全対策関係事業（新）

事業内容 目標や効果

　不登校児童生徒が学校生活に適応できるよう解決策を考え、
相談、指導、援助を行う
　・通室相談
　・来室相談
　・家庭訪問相談

　児童生徒へのきめ細やかな対応
　学校教育の円滑な推進

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　　工事

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 教育相談活動の充実事業
体系コード ６－０１－０１－２４４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　教育文化センターの空調機は、老朽化しており、また、全館
空調方式につき非常にエネルギー効率が低いので、個別空調方
式に改修する
　・空調整備工事（平成１９～２１年度）

　研究研修環境の向上

　　　　　　　　　　　建設　　　　　　　　開設・運営

事業名 教育文化センター施設整備事業（新）
体系コード ６－０１－０１－２３４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　学校教育課所管の相談業務は、相談内容が多岐・複雑化して
いるため、相談指導教室、いじめなんでも相談ふじさわ、巡回
教育相談、就学相談、教育文化センター教育相談室の５相談を
一元化し、（仮称）総合教育相談センターを設置し運営する
　平成２０年度に（仮称）総合教育相談センターを設置する

　一体的な管理指導体制の確保（ワンストップ化）
　相談情報の共有化
　一体的な取り組みにより、適切、早急な相談対応
　学校教育の円滑な推進

Ｈ２１

　実　施
通報システム拡充

事業名
（仮称）総合教育相談センター設置運営事業
（新）

体系コード ６－０１－０１－２２４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　学校における危機管理と安全指導体制を一層強化する
　・学校非常通報システムの拡充（平成１８年度）
　・防犯ブザーの配付
　・防犯教育の推進

　児童生徒の安全確保
　学校の安全管理の徹底
　防犯教育の充実

Ｈ２１

事業名
体系コード ６－０１－０１－２１４

担当課 教育総務部　学校教育課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２Ｈ２１

　実　施

③　学校教育施設の整備

事業内容 目標や効果

　余裕教室がほとんど生じていないため、特別教室を活用して
地域に開放する
　小学校３校と中学校１校の特別教室を開放

　学校・地域の連携
　学習の機会と場の充実
　学校施設の有効活用
　開かれた学校づくり

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業名 学校施設の有効活用事業
体系コード ６－０１－０３－０１４

担当課 教育総務部　教育総務課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　肢体不自由養護学校通学者の付添保護者に対して、交通費を
補助する

　付添保護者の経済的負担の軽減
　特別支援教育の充実

Ｈ２１

　実　施

事業名 特殊学校通学費補助事業
体系コード ６－０１－０２－０３４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　特別支援教育上の諸問題を協議、研究する協議会、また、特
別支援教育専門指導員（スーパーバイザー）による支援並びに
特別指導学級やことばの教室の運営を行う
　・特別指導学級　　小学校１０校・中学校８校
　・ことばの教室　　小学校４校

　教育環境の向上
　特別支援教育の充実

Ｈ２１

　実　施

事業名 特別支援教育運営事業
体系コード ６－０１－０２－０２４

担当課 教育総務部　学校教育課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生
徒、担任、保護者への相談、援助を行う
　特に介助を要する児童生徒に、学校の要請に基づき介助員の
派遣を行う

　児童生徒などに適切な指導、支援
　介助による学習機会の保障
　特別支援教育の充実

Ｈ２１

②　障害児教育の充実

事業名 巡回教育相談関係事業
体系コード ６－０１－０２－０１４

担当課 教育総務部　学校教育課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　　　　　　　　　　新設１校　　　　　　　　　　　　　　　　　　新設２校　　　　　　　更新１校

事業内容 目標や効果

　小学校の音楽室、図書室などの特別教室並びに校長室、職員
室、保健室などの管理諸室に空調設備を整備する
　・小学校　　４校（新設３校・更新１校）

　児童の教育環境の向上
　教職員の執務環境の向上

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 小学校管理諸室等空調設備整備事業
体系コード ６－０１－０３－０８４

担当課 教育総務部　学校施設課

Ｈ２１

校舎１校　　　　　　校舎２校　　　　　　　　　　　　　　　　屋内運動場１校　　　　　屋内運動場３校　

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校の校舎、屋内運動場の耐震診断調査を実施し、その結
果に基づき、耐震補強設計、耐震補強工事を実施する
　・校舎耐震補強工事　　　　　　３校
　・屋内運動場耐震補強工事　　　４校

　校舎、屋内運動場の耐震力向上
　生徒の安全確保

校舎３校　　　　　　校舎２校　　　　　　校舎３校　　　　　　屋内運動場１０校　　　　屋内運動場６校　

事業名 中学校校舎耐震補強事業
体系コード ６－０１－０３－０７４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　小学校の校舎、屋内運動場の耐震診断調査を実施し、その結
果に基づき、耐震補強設計、耐震補強工事を実施する
　・校舎耐震補強工事　　　　　　８校
　・屋内運動場耐震補強工事　　１６校

　校舎、屋内運動場の耐震力向上
　児童の安全確保

Ｈ２１

　整　備

事業名 小学校校舎耐震補強事業
体系コード ６－０１－０３－０６４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　学校給食調理室の施設設備の改修整備を行う
　・床等改修工事
　・給湯設備改修工事

　給食調理施設の安全衛生管理の充実

Ｈ２１

事業名 学校給食調理室改修事業
体系コード ６－０１－０３－０４４

担当課 教育総務部　保健給食課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　取　得

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　（財）藤沢市開発経営公社が立替施行し、所有している学校
施設について年次計画に基づき取得する
　・年次計画で取得（平成２１年度まで）

　学校教育の円滑な運営

Ｈ２１

事業名 石川小校舎（施設）の取得事業
体系コード ６－０１－０３－１２４

担当課 教育総務部　学校施設課

Ｈ２１

　取　得

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　（財）藤沢市開発経営公社が立替施行し、所有している学校
施設について年次計画に基づき取得する
　・年次計画で取得（平成１８年度まで）

　学校教育の円滑な運営

１校　　　　　　　　１校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１校　　　　　　　　１校

事業名 高砂小屋内運動場等（施設）の取得事業
体系コード ６－０１－０３－１１４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　小学校校舎で剥離やひび割れが発生している外壁について、
外壁補修塗装工事を行う
　・小学校　　４校

　児童の安全確保
　教育環境の向上

Ｈ２１

　整　備

事業名 小学校外壁補修塗装事業
体系コード ６－０１－０３－１０４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　小学校３５校の既存施設について、維持・修繕により施設の
安全性を保つとともに、整備工事を実施し教育環境を整備する

　児童の安全確保
　教育環境の向上
　学校施設の適切な維持保全

Ｈ２１

事業名 小学校その他整備事業
体系コード ６－０１－０３－０９４

担当課 教育総務部　学校施設課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　取　得

事業内容 目標や効果

　（財）藤沢市開発経営公社が立替施行し、所有している学校
施設について年次計画に基づき取得する
　・年次計画で取得（平成２０年度まで）

　学校教育の円滑な運営

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 白浜養護学校校舎（施設）の取得事業
体系コード ６－０１－０３－１８４

担当課 教育総務部　学校施設課

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１校　　　　　　　　　１校

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校校舎で剥離やひび割れが発生している外壁について、
外壁補修塗装工事を行う
　・中学校　　２校

　生徒の安全確保
　教育環境の向上

　整　備

事業名 中学校外壁補修塗装事業
体系コード ６－０１－０３－１７４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校１９校の既存施設について、維持・修繕により施設の
安全性を保つとともに、整備工事を実施し教育環境を整備する

　生徒の安全確保
　教育環境の向上
　学校施設の適切な維持保全

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　更新１校

事業名 中学校その他整備事業
体系コード ６－０１－０３－１６４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校の音楽室、図書室などの特別教室並びに校長室、職員
室、保健室などの管理諸室に空調設備を整備する
　中学校については、全校整備済み
　・中学校　　１校（更新）

　生徒の教育環境の向上
　教職員の執務環境の向上

Ｈ２１

事業名 中学校管理諸室等空調設備整備事業
体系コード ６－０１－０３－１５４

担当課 教育総務部　学校施設課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

六会中学校

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校で老朽化がすすんでいる校舎については、大規模改修
工事により耐震補強を実施する
　・六会中学校　　校舎等大規模改修事業

　校舎等の耐震力向上
　生徒の安全確保
　教育環境の向上
　学校施設のバリアフリー化

Ｈ２１

事業名 中学校校舎大規模改修事業
体系コード ６－０１－０３－２２４

担当課 教育総務部　学校施設課

Ｈ２１

御所見小学校　　　　　　本町小学校　

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　小学校で老朽化がすすんでいる校舎については、大規模改修
工事により耐震補強を実施する
　・御所見小学校　　グラウンド改修
　・本町小学校　　　校舎等大規模改修事業

　校舎等の耐震力向上
　児童の安全確保
　教育環境の向上
　学校施設のバリアフリー化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１校整備　

事業名 小学校校舎大規模改修事業
体系コード ６－０１－０３－２１４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　中学校の特別指導学級について、障害の状態や特性に応じた
教育環境に整備する
　・中学校　１校

　教育環境の充実
　学校施設のバリアフリー化

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１校整備　　　　　　　１校整備

事業名 中学校特別支援教育環境整備事業
体系コード ６－０１－０３－２０４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　小学校の特別指導学級やことばの教室について、障害の状態
や特性に応じた教育環境に整備する
　・小学校　２校

　教育環境の充実
　学校施設のバリアフリー化

Ｈ２１

事業名 小学校特別支援教育環境整備事業
体系コード ６－０１－０３－１９４

担当課 教育総務部　学校施設課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

事業内容 目標や効果

　問題行動の情報交換、各種対応についての会議等を開催し、
検討協議する
　学校、保護者、関係機関等の連携協力を図る

　適切な指導・援助
　児童生徒の健全育成
　学校教育の円滑な推進

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 児童生徒指導関係事業
体系コード ６－０１－０４－０１４

担当課 教育総務部　学校教育課

Ｈ２１

基本設計　　　　　　実施設計　　　　　　工事　　　　　　　　工事　　　　　　　　　グラウンド整備

④　青少年が心豊かに育つ環境づくり

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　建築年度が古く、耐震力が不足し老朽化した善行小学校の校
舎、屋内運動場等の全面改築を行う
　改築とともに学校給食調理室を建設する
　・善行小学校　　改築事業

　校舎等の耐震力向上
　児童の安全確保
　教育環境の向上
　学校施設のバリアフリー化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大庭小設計　　　　大庭小建設・駒寄小設計

事業名 小学校改築事業（新）
体系コード ６－０１－０３－２７４

担当課 教育総務部　学校施設課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　西部学校給食合同調理場の対象校については、学校に給食調
理室を設置し、単独調理校方式をすすめる
　・善行小学校　　小学校改築事業で実施
　・大庭小学校　　設計・建設（平成２１・２２年度）
　・駒寄小学校　　設計（平成２２年度）

　学校給食の円滑な推進
　調理環境や安全衛生の充実

Ｈ２１

設計　　　　　　　工事　　　　　　　　　　工事　　　　　　　　　グラウンド整備

事業名 学校給食調理室単独校化推進事業（新）
体系コード ６－０１－０３－２６４

担当課 教育総務部　保健給食課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　建築年度が古く、耐震力が不足し老朽化した第一中学校の校
舎、屋内運動場等の全面改築を行う
　・第一中学校　　改築事業

　校舎等の耐震力向上
　生徒の安全確保
　教育環境の向上
　学校施設のバリアフリー化

Ｈ２１

事業名 中学校改築事業
体系コード ６－０１－０３－２５４

担当課 教育総務部　学校施設課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　整　備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　地域における子どもたちの遊びの拠点である地域子供の家や
児童館の施設や遊具を整備する
　・地域子供の家　　１７館
　・児童館　　　　　　５館

　利用者の安全確保
　児童・青少年の健全育成

６－０１－０４－０７４

担当課 生涯学習部　青少年課

Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ２１

　整　備

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 地域子供の家等整備事業
体系コード

事業内容 目標や効果

　市内唯一の野外活動施設として貴重な緑を生かし、青少年が
身近に自然体験でき、青少年自ら生き抜く力を養い、自然を愛
する優しい心を育む場として整備する

　青少年の健全育成
　利用者の安全確保

　実　施

事業名 少年の森整備事業
体系コード ６－０１－０４－０６４

担当課 生涯学習部　青少年課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　児童生徒等の健やかな成長を支援するため、学校・家庭・地
域が連携し、中学校区に地域協力者会議を設置し、学校と地域
が子どもたちに関わる地域課題解決に向けた事業を行う

　児童生徒の健全育成
　子どもたちに関わる地域課題の解決
　ふれあいのある地域づくり

Ｈ２１

　実　施

事業名 学校・家庭・地域連携推進事業
体系コード ６－０１－０４－０５４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　児童生徒が豊かな自然の中での集団宿泊生活や自然とのふれ
あいが体験できる野外体験学習を八ヶ岳野外体験教室を活用し
て実施する

　豊かな心の育成
　児童生徒の心身の健全育成

Ｈ２１

事業名 八ヶ岳野外体験教室の充実事業
体系コード ６－０１－０４－０４４

担当課 教育総務部　学校教育課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　検　討

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　青少年の居場所を確保し、活動拠点として情報発信地となる
藤沢青少年会館を移転建設するための検討を行う
　・施設規模、建設場所、機能などの検討

　青少年の健全育成
　青少年の居場所の確保

Ｈ２１

Ｈ２１

　実　施

事業名 青少年会館整備検討事業（新）
体系コード ６－０１－０４－１２４

担当課 生涯学習部　青少年課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　保護者が放課後不在になる家庭の児童を健全育成する放課後
児童クラブ事業を行う
　学校の教室、体育館、運動場を利用して、放課後の安全な遊
び場を提供する事業を行う
　・放課後児童クラブを２ヶ所設置（平成１８年度）

　児童の健全育成
　放課後の安全な場の確保

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設

事業名 放課後児童健全育成事業
体系コード ６－０１－０４－１１４

担当課 生涯学習部　青少年課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、また、情操
を豊かにする施設である児童館を建設する
 　・未設置小学校区に１館建設する

　健全な遊び場の確保
　児童・青少年の健全育成

Ｈ２１

　実　施

事業名 児童館建設事業
体系コード ６－０１－０４－０９４

担当課 生涯学習部　青少年課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　青少年会館、少年の森、地域子供の家、児童館の青少年施設
運営管理や青少年健全育成事業を行う

　青少年の活動場所と活動機会の確保
   青少年の健全育成
　青少年施設の安全運営

Ｈ２１

事業名 青少年健全育成事業
体系コード ６－０１－０４－０８４

担当課 生涯学習部　青少年課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

事業内容 目標や効果

　差別や人権侵害の問題に関して、正しい知識と理解を深める
ため市民への人権教育啓発事業を行う

　差別意識や差別的な対応のない社会の実現
　人権教育の充実

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 人権教育関係事業
体系コード ６－０１－０５－０５４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

　実　施

⑤　生涯学習ネットワークの構築

事業内容 目標や効果

　男女共同参画社会の実現のため、女性問題の解決及び女性指
導者の育成、主体的な学習グループの支援等、女性教育活動を
行う

　女性指導者の育成
　女性の主体的活動の支援
　女性教育の充実

Ｈ２１

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 女性教育関係事業
体系コード

Ｈ２１

６－０１－０５－０４４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　大学などの高等教育機関、社会教育関係団体などと連携し、
成人教育に関する各種の事業を行う
　・大学市民講座
　・ＰＴＡ育成事業
　・保育者セミナー

　学習機会の確保と充実
　生涯学習活動の推進
　成人教育の充実

　実　施

事業名 成人教育事業
体系コード ６－０１－０５－０３４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市民の豊かなライフスタイルづくりを支援するため、生涯学
習大学かわせみ学園の３学部で、さまざまな講座を実施する
　・かがやき学部
　・いきいき学部
　・はばたき学部

　多様な学習機会の提供
　シニア世代の生きがい、健康、仲間づくり
　市民人材の養成・育成とその活動の推進

Ｈ２１

事業名 生涯学習大学事業
体系コード ６－０１－０５－０２４

担当課 生涯学習部　生涯学習課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　図書館情報ネットワークの維持管理並びに神奈川県立図書館
及び慶應義塾大学、日本大学生物資源科学部、湘南工科大学の
市内３大学の図書館との協力体制を維持する

　図書館利用環境の充実
　図書館サービスの向上

Ｈ２１

Ｈ２１

　実　施

事業名 図書館情報ネットワーク事業
体系コード ６－０１－０５－１０４

担当課 生涯学習部　総合市民図書館

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　図書館に来館することが困難な障害者や高齢者に対し、各家
庭へボランティアにより図書館資料を宅配する

　図書館サービスの向上
　図書館資料提供の確保

　実　施

事業名 障害者・高齢者への宅配サービス事業
体系コード ６－０１－０５－０９４

担当課 生涯学習部　総合市民図書館

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　すべての市民が、いつでも、どこでも、生涯にわたり学習、
文化、スポーツの活動ができるように公民館で各種事業を開催
する

　生涯学習社会の構築
　生活文化の振興
　社会福祉の増進

Ｈ２１

　実　施

事業名 公民館事業
体系コード ６－０１－０５－０８４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　生涯学習社会の実現に向け、「藤沢市生涯学習推進基本構
想・基本計画（生涯学習ふじさわプラン）」に基づき、市民の
学習活動を支援する

　生涯学習社会の構築
　生涯学習推進体制の充実

Ｈ２１

事業名 生涯学習推進事業
体系コード ６－０１－０５－０６４

担当課 生涯学習部　生涯学習課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　検　討

事業内容 目標や効果

　生涯学習活動の拠点である藤沢公民館の改築のための検討を
行う
　・藤沢公民館　　１９６４年（昭和３９年）建設
　・施設規模、建設場所などの検討

　利用者の安全と利便性の向上
　生涯学習環境の充実

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 藤沢公民館改築検討事業（新）
体系コード ６－０１－０６－０５４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

Ｈ２１

　整　備

⑥　生涯学習機会の拡充と環境づくり

事業内容 目標や効果

　生涯学習活動の拠点である公民館の施設整備を行う 　利用者の安全と利便性の向上
　生涯学習環境の充実

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施
プログラム修正

事業名 公民館整備事業
体系コード ６－０１－０６－０３４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　インターネット予約した図書館資料の受取や返却を４市民図
書館から１１市民図書室に拡大する
　・プログラム修正（平成１８年度）
　・ＩＣチップ導入の研究

　図書館の利便性の向上
　図書館サービスの向上

Ｈ２１

　実　施
ブックスタート

事業名 図書館システムIT化整備事業（新）
体系コード ６－０１－０５－１４４

担当課 生涯学習部　総合市民図書館

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　「藤沢市子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもが本に
出会い、楽しみ、親しめる機会の提供並びに読書環境を整備
し、子どもの読書活動を推進する
　・ブックスタート事業（平成１８年度）

　読書環境や機会の充実
　子ども読書活動の推進
　子どもの健やかな育成

Ｈ２１

事業名 子ども読書活動推進事業（新）
体系コード ６－０１－０５－１３４

担当課 生涯学習部　総合市民図書館
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市内４校（藤ケ岡中・明治小・御所見中・長後小）に設置さ
れている屋外運動場夜間照明施設を一般市民に供用し、スポー
ツの場を提供する
　・新規設置について調査研究

　学校施設の有効活用
　スポーツの振興

Ｈ２１

事業名 学校屋外運動場夜間照明施設関係事業
体系コード ６－０２－０１－０２４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

Ｈ２１

　実　施

（２）　健康で豊かなスポーツライフの確立

①　スポーツ環境の充実

事業内容 目標や効果

　小学校３５校及び中学校１９校の学校体育施設である体育
館、校庭、プールを市民のスポーツ・レクリエーション活動の
場として開放する

　生涯スポーツの振興
　地域のコミュニティづくりの促進

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　検　討

事業名 学校体育施設の開放事業
体系コード ６－０２－０１－０１４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　南市民図書館については、施設・設備とも老朽化しているた
め、改築、移転建設や工事手法などの検討を行う
　・南市民図書館　　１９６３年（昭和３８年）建設
　・施設規模、建設場所などの検討

　図書館施設の充実
　図書館の利用環境の向上

Ｈ２１

　整　備

事業名 南市民図書館改築検討事業（新）
体系コード ６－０１－０６－０７４

担当課 生涯学習部　総合市民図書館

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　総合市民図書館を安全で快適な利用環境にするための施設整
備を行う

　図書館施設の充実
　図書館の利用環境の向上

Ｈ２１

事業名 総合市民図書館整備事業（新）
体系コード ６－０１－０６－０６４

担当課 生涯学習部　総合市民図書館
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

事業内容 目標や効果

　いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも気軽にスポーツ
を楽しめるプログラムサービスの研究を行うとともに、安心し
て生涯スポーツが楽しめるようスポーツボランティアを育成す
る

　生涯スポーツの振興
　スポーツ・レクリエーション指導者の育成
　スポーツボランティアの育成

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名
生涯スポーツのプログラム研究と普及・推進
事業

体系コード ６－０２－０２－０１４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

Ｈ２１

　実　施

②　生涯スポーツ活動の推進

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　指定管理者によるスポーツ施設（秩父宮記念体育館、石名坂
温水プールほか）の管理運営を行う

　スポーツ施設の適正な維持管理
　市民サービスの向上
　生涯スポーツの振興

　整　備
スポーツ広場整備

事業名 スポーツ施設維持管理事業
体系コード ６－０２－０１－０５４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市民が安心して利用できるスポーツ施設を維持していくため
に、施設の改修及び設備の修繕などを行う
　・（仮称）葛原スポーツ広場整備（平成１８年度）

　スポーツ施設の充実
　生涯スポーツの振興

Ｈ２１

　実　施

事業名 スポーツ施設整備事業
体系コード ６－０２－０１－０４４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　民間企業が所有又は管理する体育施設（体育館・テニスコー
ト・グラウンド）を企業の協力を得て、広く市民に開放しス
ポーツの場の提供を行う

　生涯スポーツの振興
　地域スポーツの充実

Ｈ２１

事業名 民間体育施設活用促進事業
体系コード ６－０２－０１－０３４

担当課 生涯学習部　スポーツ課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　民間の活力と創造・発想に基づくスポーツ事業展開を行う 　スポーツ・レクリエーション活動の充実
　市民サービスの向上
　生涯スポーツの振興

Ｈ２１

事業名 生涯スポーツ推進事業
体系コード ６－０２－０２－０６４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

Ｈ２１

　実　施

団体育成事業

（スポーツ・レクリエーション団体の育成）

事業内容 目標や効果

　継続的なスポーツ活動を推進し、また、多様化する市民ニー
ズに対応するため、各スポーツ団体を育成する

　地域スポーツ・レクリエーションの普及・振興
　スポーツ団体組織の強化育成
　スポーツ活動の充実

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業名
体系コード ６－０２－０２－０５４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　地域スポーツ振興の要となる体育指導委員を育成するととも
に、地域のスポーツリーダーに対し、研修・講習会を開催する

　地域スポーツ・レクリエーション指導者の育成
　スポーツ・レクリエーション活動の充実

Ｈ２１

　実　施

事業名 指導者育成関係事業
体系コード ６－０２－０２－０４４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　国の「スポーツ振興基本計画」に基づき設置した「総合型地
域スポーツクラブ」について、円滑な運営に向けて側面的支援
を行う
　・善行・大越スポーツクラブ（平成１８年２月設立）

　地域スポーツの振興
　スポーツ・レクリエーション活動の充実
　地域市民の健康増進

Ｈ２１

事業名 総合型地域スポーツクラブの研究・設置事業
体系コード ６－０２－０２－０２４

担当課 生涯学習部　スポーツ課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

事業内容 目標や効果

  実行委員会が実施する市民まつりへの必要な経費の負担
・実行委員会との共催

　地域伝統文化の継承と市民文化の創造

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

①　市民の文化活動の支援

事業名 市民まつり開催事業
体系コード ６－０３－０１－０1４

担当課 市民自治部　市民自治推進課

Ｈ２１

　実　施

スポーツ情報提供事業

（３）　市民文化の創造支援と新たな歴史の継承

事業内容 目標や効果

　情報社会において、適正な情報を収集して、健康づくりやス
ポーツ活動へ誘うスポーツ情報を市民に提供する

　スポーツの普及・振興
　スポーツ情報の充実

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

　実　施

事業名
体系コード ６－０２－０２－０９４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　広く市民に対しスポーツの普及振興のために競技会参加の機
会である各種大会を開催し、また、他団体主催競技会に代表選
手を派遣する

　スポーツの普及・振興
　競技力の向上
　競技スポーツの底辺の拡大

Ｈ２１

　実　施
記念イベント・記念碑建立

事業名 各種大会・選手派遣事業
体系コード ６－０２－０２－０８４

担当課 生涯学習部　スポーツ課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　ビーチバレーの国内発祥の地である鵠沼海岸で国内トップ大
会を開催する
　・２０周年記念イベント（平成１８年度）
　・記念碑建立（平成１８年度）

　トッププレーの観戦機会の提供
　ビーチバレーの普及・振興

Ｈ２１

事業名 ビーチバレージャパン開催関係事業
体系コード ６－０２－０２－０７４

担当課 生涯学習部　スポーツ課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　整　備
耐震設計　　　　　　耐震工事

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市民会館を安全で快適な利用環境にするための施設整備を行
う
　・全館耐震補強設計（平成１８年度）
　・全館耐震補強工事（平成１９年度）

　利用者の安全確保
　利用環境の向上

Ｈ２１

事業名 市民会館整備事業
体系コード ６－０３－０２－０３４

担当課 生涯学習部　文化推進課

Ｈ２１

　実　施

②　芸術文化創造の支援

事業内容 目標や効果

　安定的、継続的な市民文化の振興を図るため設置した「藤沢
市文化振興基金」へ積立を行う

　安定的・継続的な市民文化の振興

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民オペラ　　　　　　　　　　　　　　　　　市民オペラ

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 文化振興基金積立事業
体系コード ６－０３－０２－０２４

担当課 生涯学習部　文化推進課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　音楽、演劇、その他舞台芸術の公演等の開催及び奨励を行う
　・藤沢市民オペラ（平成２０年度・２２年度）
　・藤沢オペラコンクール（平成１９年度・２１年度）

　市民文化の支援と育成
　市民文化の創造

　実　施
壁面改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市制７０周年記念

事業名 芸術文化振興事業
体系コード ６－０３－０２－０１４

担当課 生涯学習部　文化推進課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市民美術創作活動の推進及び美術作品鑑賞のための事業を行
う
　・３０日美術館
　・壁面改修工事（平成１８年度）
　・市制７０周年記念３０日美術館（平成２２年度）

　市民文化の支援と育成
　創作活動の充実

Ｈ２１

事業名 市民ギャラリー事業
体系コード ６－０３－０１－０２４

担当課 生涯学習部　文化推進課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　整　備

事業内容 目標や効果

　湘南台文化センターを安全で快適な利用環境にするための施
設整備を行う

　利用者の安全確保
　利用環境の向上

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検討 　　　　　　　　　　　　　　　　

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業内容 目標や効果

　市民共有の財産である博物館資料を適切に保管するととも
に、市民に公開活用できる施設整備を検討する

　市民文化の向上
　文化施設の充実

事業名 公開型保管施設の整備事業
体系コード ６－０３－０３－０３４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

Ｈ２１

                                                       刊行準備                                                                        刊行

③　歴史の継承と文化の創造

事業内容 目標や効果

  戦後を中心とした市史の編さん
・資料の調査、収集、整理、解読
・聴取調査
・写真撮影等

  歴史文化情報の提供と市民文化の醸成
・平成２２年度市史刊行

Ｈ２１

　　運営
〔保管スペースの確保〕

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 市史編さん事業
体系コード ６－０３－０３－０２４

担当課 市民自治部　情報管理課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

  文書館収集資料の閲覧等利用提供の充実と、それらに基づく
調査研究結果の刊行・展示
・歴史資料等の調査、収集、整理、保存活用
・展示会、講演会、歴史講座の開催等
・行政文書の保存

  歴史・行政に関する諸資料の公開

事業名 文書館運営事業
体系コード ６－０３－０３－０１４

担当課 市民自治部　情報管理課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 湘南台文化センター整備事業
体系コード ６－０３－０２－０４４

担当課 生涯学習部　文化推進課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　埋蔵文化財包蔵地に関する資料を収集、整理し、公的資料と
して公開可能なものとするため整理する

　文化財の保護

Ｈ２１

　実　施

事業名 埋蔵文化財包蔵地資料整備事業
体系コード ６－０３－０３－０８４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　藤沢の歴史に関する調査研究、並びに考古資料、民俗資料、
歴史資料などの資料収集、整理保管を行う

　学校教育・生涯学習への支援
　藤沢の歴史探究
　市民文化の普及・向上

Ｈ２１

事業名 博物館準備事業
体系コード ６－０３－０３－０７４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

Ｈ２１

　実　施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市制７０周年特別展示会

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　藤沢の歴史に関する調査研究の成果や市民共有の財産である
考古資料、民俗資料、歴史資料など収集した博物館資料を広く
市民等に公開する
　・電子博物館みゆネットふじさわ
　・市制７０周年記念特別展示会（平成２２年度）

　学校教育・生涯学習への支援
　藤沢の歴史探究
　市民文化の普及・向上

　実　施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市制７０周年藤沢市展

事業名 博物館資料公開活用事業
体系コード ６－０３－０３－０６４

担当課 生涯学習部　生涯学習課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市民の文化活動を推進するため、また、創作発表の場と鑑賞
の機会を充実するため文化事業を行う
　・藤沢市展（平成２２年度は市制７０周年記念藤沢市展）
　・ロビーコンサート
　・「文芸ふじさわ」刊行

　市民文化の普及・向上
　創作活動の場と鑑賞機会の充実

Ｈ２１

事業名 文化行事振興事業
体系コード ６－０３－０３－０５４

担当課 生涯学習部　文化推進課
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

  県内基地の整理・縮小・返還を求めるとともに、航空機騒音
の解消を図るため、神奈川県等と連携し国・米軍への要請活動

・県内基地の整理・縮小、早期返還
・航空機騒音や事故の不安の解消

Ｈ２１

　実　施

事業名 基地対策
体系コード ６－０４－０１－０３７

担当課 企画部　渉外課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

  平和事業を推進するための平和基金への積立 ・積立金による平和事業の推進

Ｈ２１

事業名 平和基金積立事業
体系コード ６－０４－０１－０２７

担当課 企画部　渉外課

Ｈ２１

　実　施

（４）　地域に根ざした平和・親善交流の支援

①　平和事業の推進

事業内容 目標や効果

  核兵器廃絶と恒久平和の実現をめざし、平和事業を市民と協
働して推進
・子どもたちへの平和学習
・憲法記念事業の開催
・「平和の輪をひろげる実行委員会」との協働

  核兵器の恐ろしさ、戦争の悲惨さ、平和の尊さの次
代への継承

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

調査　　　　　　　　移築復原　　　　　　　報告書　　

事業名 平和都市宣言推進事業
体系コード ６－０４－０１－０１７

担当課 企画部　渉外課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　渡内にある江戸時代後期の建築物である長屋門を市の歴史文
化遺産として活用を図るため、解体保存調査を行うとともに、
新林公園に移築復原し、報告書を作成する

　歴史的建造物の保存活用
　文化財の保護

Ｈ２１

事業名 長屋門移築復原事業（新）
体系コード ６－０３－０３－１０４

担当課 生涯学習部　生涯学習課
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６．ゆたかな心を育み湘南の地域文化を発信するまち

Ｈ２２

　実　施

事業内容

・諸外国都市との交流を図ることを目的にした国際親善、国際
   交流の推進
・市内在住外国人の日常生活を援助するための多言語情報の提
   供等

・市民の国際理解の推進
・市内在住外国人の生活環境の向上

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

年
度

目標や効果

担当課 企画部　渉外課

②　国際化・都市親善交流事業の推進

事業名 国際化・都市親善交流事業
体系コード ６－０４－０２－０１７
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①　男女共同参画意識の普及と啓発

Ｈ２２

②　男女共同参画推進のネットワーク

Ｈ２２

①　活動団体のネットワーク化の支援

Ｈ２２

Ｈ２２

７．すべての市民が協働してすすめるまち

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

公益的市民活動助成事業（新）

　実　施

事業内容 目標や効果

　市民活動推進計画に基づき、公益的な市民活動を行う市民活
動団体に対し事業補助を行う

　市民活動の支援による自治の拡充

事業内容

Ｈ２０

　　　　　　　　　実　施　　　　　　　　　　　　　　　　　　推進計画見直しを答申　　推進計画の見直し

事業名
体系コード ７－０２－０１－０２７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

年
度

Ｈ２１Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

体系コード ７－０２－０１－０１７

（２）　市民が主体のまちづくり

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

  かながわ女性センターをはじめ関係機関、市民、企業や他都
市とも連携した意識啓発、情報交換などの実施

  より広範な市民の参画と意識啓発

　実　施

事業名
体系コード ７－０１－０２－０１７

担当課 企画部　男女共同参画課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　「ふじさわ男女共同参画プラン２０１０」の総合的推進と市
民等への意識啓発と情報提供
・ふじさわ男女共同参画プラン推進協議会、藤沢市男女共同参
　画推進会議の運営

　男女が互いの人権を尊重し、共に責任を負い、性別
にかかわりなく個性と能力を発揮できる社会の実現

（１）　男女平等社会の推進

男女共同参画事業

（県立かながわ女性センター等との連携）

Ｈ２１

事業名 男女共同参画事業
体系コード ７－０１－０１－０１７

担当課 企画部　男女共同参画課

年
度

Ｈ２１

　実　施

Ｈ１８

事業名 NPO（市民活動団体）支援事業
担当課 市民自治部　市民自治推進課

目標や効果

  市民活動推進計画に基づき、市民活動推進の諸課題について
具体化を図る平成２２年度、推進計画の見直し
・活動する場の確保 ・情報の収集及び提供 ・財政的支援
・協働事業

　市民活動の支援による協働の推進
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Ｈ２２

②　市民活動推進センターの支援

Ｈ２２

③　地域コミュニティ活動の支援

Ｈ２２

Ｈ２２

７．すべての市民が協働してすすめるまち

事業内容 目標や効果

　地域社会活動等の活動中の事故に対して、参加者の傷害や賠
償責任に対応するための保険への加入
・賠償責任保険
・傷害保険

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

・指導者の賠償責任と参加者の傷害事故の救済
・市民活動への参加の促進

　実　施

 　実　施

事業名 市民活動保険事業
体系コード ７－０２－０３－０２７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　藤沢市市民組織奨励規則に基づき自治組織へ助成
・結成奨励金
・事務費交付金

　住民自治意識の向上と地域連帯意識の高揚

Ｈ２１

 　　運　営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業名 市民組織交付金交付事業
体系コード ７－０２－０３－０１７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

  市民活動推進の拠点として、活動、情報、交流、人材育成の
場を提供する
・北部方面市民活動推進センター設置の検討

・センター機能の向上
・市民活動の推進

Ｈ２１

 　 協働事業の選考            モデル事業の実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各課での執行　

事業名 市民活動推進センター運営事業
体系コード ７－０２－０２－０１７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

　市民活動団体と行政との相互の提案による協働モデル事業の
実施
・市民活動団体からの提案事業
・行政からの提案事業

・多様化する公共サービスへの新たな対応
・市民協働の推進

７－０２－０１－０３７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

Ｈ２０ Ｈ２１

事業名 市民活動団体との協働事業（新）
体系コード
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Ｈ２２

④　市民主体のまちづくりの支援

Ｈ２２

Ｈ２２

⑤　地域拠点施設の整備

Ｈ２２

７．すべての市民が協働してすすめるまち

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市民が主体的にすすめるまちづくり活動への支援 ・市民との協働型まちづくりの推進

Ｈ２１

　実　施

事業名

事業名 地区集会所建設費等補助事業
体系コード ７－０２－０３－０３７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　自治会・町内会が行う集会所の新築、増改築、修繕及び用地
取得に要する経費並びに認可地縁団体が保有する集会所の登記
費用の一部補助
・地区集会所建設費等補助
・地区集会所登記補助

　自治意識の向上と地域活動の推進

Ｈ２１

　実　施

事業名 市民主体のまちづくり支援事業
体系コード ７－０２－０４－０１５

担当課 都市整備部　都市整備課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２１

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ１９

美化ネットふじさわ推進事業
体系コード ７－０２－０４－０２７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

事業内容 目標や効果

　市民が自主的・主体的に行う公共用物（道路・公園・河川
等）への環境美化活動に対する支援

・身近な生活環境の美化
・公共用物への市民意識の高揚

　　実　施
　アダプトサイン作成

事業名 市民センター改築事業
体系コード ７－０２－０５－０１７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

年
度

Ｈ１８ Ｈ２０

Ｈ２１

　明治市民センター                            御所見市民センター                                        六会市民センター

事業内容 目標や効果

　老朽化した市民センターの計画的な改築
・明治市民センター（Ｈ１８供用開始）
・御所見市民センター
・六会市民センター

　地区の拠点施設である市民センターの年次計画に基
づく機能確保
・５ヶ年で３ヶ所の改築

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

  地域活動の積極的支援
・市民の自主的な公益的地域活動に対する支援
・地区内の生活基盤における危険個所等の仮復旧や安全確保
　などの応急対応

７．すべての市民が協働してすすめるまち

事業名 市民センター整備事業
体系コード ７－０２－０５－０３７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

  市民センター施設の機能を高め、耐用年数をより長く保つた
め大規模修繕を行う
・１１市民センター

  地域の拠点施設として住民が安心して利用できるよ
う、計画的な修繕の実施

Ｈ２１

　実　施

事業名
地域対策関係事業（市民センター機能の充
実）

体系コード ７－０２－０５－０４７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

・市民の地域活動の充実
・市民との協働の推進

Ｈ２１

　実　施

事業名 地域市民の家増改築補修事業
体系コード ７－０２－０５－０５７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ１９ Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市民が安心して使用できるよう老朽化した市民の家の改修等
を行う
・オープンスペースの増築
・多目的トイレの新設等バリアフリー対策
・外壁塗装、内部修繕等

　バリアフリー化等による、快適・安全なコミュニ
ティ施設の提供

Ｈ２１

　実　施

事業名 地域市民の家建設事業
体系コード ７－０２－０５－０６７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

年
度

Ｈ１８

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

　市民が安心して快適に活動できるよう、小学校区に１ヶ所を
目標に市民の家を建設する

　未設置学区への市民の家の建設

Ｈ２１

                                                                                                                                    建設の検討

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９
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①　市民参加・参画の推進

Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

②　くらし・まちづくり会議の充実

Ｈ２２

７．すべての市民が協働してすすめるまち
（３）　市民と行政の協働によるまちづくり

事業名 市政モニター関係事業
体系コード ７－０３－０１－０１７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

Ｈ２０

事業内容 目標や効果

  市民の視点から見た市政に対する意見・要望・提案等を迅
速・的確に聴取する市政モニター制度の実施

　意見聴取による市政への反映の拡大

Ｈ２１

　実　施

事業名 施設めぐり事業
体系コード ７－０３－０１－０２７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

事業内容 目標や効果

  市民に公共施設等の見学機会を提供する 　市民の市政への理解度の向上

事業名 自治基本条例調査研究事業（新）
体系コード

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

　実　施

７－０３－０１－０３７

担当課 企画部　経営企画課

Ｈ２１

　検　討

事業内容 目標や効果

  自治の基本理念や仕組みを明確にし、市民参加と協働のあり
方を規定する自治基本条例について、市民とともに検討をすす
める

・市民自治の仕組みづくり
・市民参画の拡大

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

事業名 くらし・まちづくり会議関係事業
体系コード ７－０３－０２－０１７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

Ｈ２１

　実　施

事業内容 目標や効果

　地域の課題を取り上げ、より望ましい解決を目指して市民と
行政が協働してまちづくりを進める「くらし・まちづくり会
議」の運営・充実

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

・共生的自治の推進
・市への提言
・実践活動の支援
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③　市民電子会議室の充実

Ｈ２２

④　13地区まちづくりマネージメントの推進

Ｈ２２

Ｈ２２

目標や効果

　市民が主体的にすすめるまちづくり活動の支援を行う ・市民との協働型まちづくりの推進

７．すべての市民が協働してすすめるまち

事業名 市民主体のまちづくり支援事業
体系コード

Ｈ２１

　実　施

事業内容

７－０３－０４   　(再掲7-02-04-015)

担当課 都市整備部　都市整備課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

７－０３－０３－０１７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

年
度

事業名 市民電子会議室関係事業
体系コード

事業内容 目標や効果

　インターネットを活用した市民提案システム及びコミュニ
ティ形成の場としての市民電子会議室の円滑な運営

・共生的自治の推進
・新たなコミュニティの場として充実

Ｈ１８ Ｈ１９

事業名 地区別まちづくり推進事業
体系コード ７－０３－０４   　(再掲4-04-01-055)

担当課

Ｈ２０ Ｈ２１

　運　営

Ｈ２１

計画建築部　都市計画課

　藤沢市都市マスタ－プランに基づき、市民と行政が協働し
て、13地区でまちづくりマネージメントを推進する
（くらしまちづくり会議等市民の自治組織との連携、地区のま
ちづくりマネージメントに取り組む組織との連携を強化、各市
民センター等の自治組織との連携）

・市民が主体となったまちづくりの推進

事業内容 目標や効果

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
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参 考

実 施 計 画 事 業 一 覧



１．地球ネットワークにささえられるまち 慶應義塾大学周辺地区研究拠点形成  等 ‥‥‥34 辻堂駅周辺地域都市再生事業 ‥‥‥‥49

緊急通報システム事業(再掲) ‥‥‥18 緑地保全事業 ‥‥‥34 藤沢駅北口通り線整備事業 ‥‥‥‥50

教育情報機器関係事業(再掲) ‥‥‥18 みどり基金積立事業 ‥‥‥34 企業立地等促進事業 ‥‥‥‥50

ＣＡＴＶ視覚広報事業 ‥‥‥19 緑地取得事業 ‥‥‥34 湘南ライフサイエンスコンソーシアム事業‥‥‥‥50

ＦＭ放送事業 ‥‥‥19 樹木保全事業 ‥‥‥35 就労支援事業(再掲) ‥‥‥‥50

地域情報化推進事業 ‥‥‥19 憩いの森事業 ‥‥‥35 新産業創出事業 ‥‥‥‥51

電縁マップ関係事業 ‥‥‥19 みどりの広場設置事業 ‥‥‥35 利子補給事業(再掲) ‥‥‥‥51

新たな公共交通の検討 ‥‥‥20 ビオトープ整備事業 ‥‥‥35 信用保証料補助事業(再掲) ‥‥‥‥51

遠藤宮原線整備事業 ‥‥‥20 みどりいっぱい推進事業 ‥‥‥36 新産業創出事業(再掲) ‥‥‥‥51

高倉下長後線（国道以西）整備事業 ‥‥‥20 自然環境実態調査事業 ‥‥‥36 新産業創出事業(再掲) ‥‥‥‥52

鵠沼奥田線整備事業 ‥‥‥20 石川丸山緑地取得事業　 ‥‥‥36 湘南ライフサイエンスコンソーシアム事業(再掲)‥‥‥‥52

藤沢石川線（善行工区）整備事業 ‥‥‥21 屋上緑化事業　 ‥‥‥36 都市農村交流拠点形成事業 ‥‥‥‥52

善行長後線（善行工区）整備事業 ‥‥‥21 鳥獣保護管理対策事業 ‥‥‥37

主要幹線道路対策事業（県道） ‥‥‥21 ４．安全で安心して暮らせるまち

藤沢石川線（本町工区）整備事業 ‥‥‥21 ３．既存産業の活性化と新しい起業化を支援するまち 団体の育成及び福祉活動への支援事業‥‥‥‥53

善行長後線（六会工区）整備事業 ‥‥‥22 環境保全型農業実践推進事業 ‥‥‥38 遺族援護事業 ‥‥‥‥53

土棚石川線整備事業 ‥‥‥22 援農普及推進事業 ‥‥‥38 社会福祉協議会支援事業 ‥‥‥‥53

片瀬江ノ島駅前通り線整備事業 ‥‥‥22 農用地利用対策事業 ‥‥‥38 原子爆弾被爆者援護事業 ‥‥‥‥53

亀井野二本松線整備事業 ‥‥‥22 農業制度資金利子補助事業 ‥‥‥38 愛の輪福祉基金積立事業 ‥‥‥‥54

西北部地区幹線道路整備事業 ‥‥‥23 後継者育成対策事業 ‥‥‥39 愛の輪福祉基金活用事業 ‥‥‥‥54

主要幹線道路対策事業（国道） ‥‥‥23 地域農産物出荷対策推進事業 ‥‥‥39 保健福祉推進総合委員会運営事業 ‥‥‥‥54

コミュニティバス充実促進事業 ‥‥‥23 野菜価格安定対策事業 ‥‥‥39 地域福祉のネットワークづくりの推進‥‥‥‥54

総合交通体系策定事業 ‥‥‥23 畜産振興対策事業 ‥‥‥39 （仮称）総合福祉センター建設の検討‥‥‥‥55

バス交通充実促進事業 ‥‥‥24 共同堆肥化施設整備運営事業 ‥‥‥40 災害見舞金事業 ‥‥‥‥55

農業用水路浚渫事業 ‥‥‥40 災害援護資金貸付事業 ‥‥‥‥55

２．湘南の自然環境にささえられるまち 農業用水路等改修事業 ‥‥‥40 在宅高齢者等に関わる相談機能の充実‥‥‥‥55

海岸美化関係事業(再掲) ‥‥‥25 農道等整備事業 ‥‥‥40 国民健康保険事業 ‥‥‥‥56

特別緑地保全地区都市計画決定事業 ‥‥‥25 漁港整備事業 ‥‥‥41 国民年金事業 ‥‥‥‥56

みどりいっぱい推進事業(再掲) ‥‥‥25 水産業活性化事業 ‥‥‥41 介護保険事業 ‥‥‥‥56

ごみ減量基金積立事業 ‥‥‥25 定置網経営近代化事業 ‥‥‥41 介護保険利用者負担軽減対策事業 ‥‥‥‥56

ごみ減量推進事業 ‥‥‥26 産学連携促進事業 ‥‥‥41 介護保険サービス利用者支援事業 ‥‥‥‥57

リサイクル展示場運営事業 ‥‥‥26 宮原地域活性化事業 ‥‥‥42 老人保健事業 ‥‥‥‥57

ペットボトル中間処理事業 ‥‥‥26 飼料製造施設整備支援事業 ‥‥‥42 介護保険ケアマネジメント支援事業 ‥‥‥‥57

プラスチック中間処理事業 ‥‥‥26 卸売市場再整備事業 ‥‥‥42 介護予防事業 ‥‥‥‥57

北部焼却施設整備事業 ‥‥‥27 商店街活性化指導研究事業 ‥‥‥42 包括的支援事業 ‥‥‥‥58

桐原破砕施設整備事業 ‥‥‥27 ショッピング・モール関係事業 ‥‥‥43 給食サービス事業 ‥‥‥‥58

石名坂環境事業所整備事業 ‥‥‥27 商店街づくり共同施設設置補助事業 ‥‥‥43 地域住民グループ支援事業 ‥‥‥‥58

廃棄物処理対策事業 ‥‥‥27 商店街駐車場運営費補助事業 ‥‥‥43 地域密着型サービス事業 ‥‥‥‥58

終処分場整備事業 ‥‥‥28 商店街街路灯電灯料補助事業 ‥‥‥43 高齢者はり・きゅう・マッサージ助成事業‥‥‥‥59

清掃施設周辺環境整備事業 ‥‥‥28 商店街活性化ステップアップ事業 ‥‥‥44 生きがい福祉センター運営助成事業 ‥‥‥‥59

海岸美化関係事業 ‥‥‥28 空き店舗活用支援事業 ‥‥‥44 老人クラブ助成事業 ‥‥‥‥59

可燃ごみ収集事業 ‥‥‥28 湘南藤沢まちかど音楽祭事業 ‥‥‥44 敬老会等事業 ‥‥‥‥59

リサイクルセンター整備事業　 ‥‥‥29 商店街・個店ビジネスコンテスト事業 ‥‥‥44 老人福祉センター施設整備事業 ‥‥‥‥60

合併処理浄化槽設置補助事業 ‥‥‥29 商店街防犯施設設置補助事業 ‥‥‥45 養護老人ホーム湘風園運営助成事業 ‥‥‥‥60

公共下水道・管渠建設・維持管理事業 ‥‥‥29 地域資源活用推進事業 ‥‥‥45 要援護高齢者福祉タクシー助成事業 ‥‥‥‥60

ポンプ場建設・維持管理事業 ‥‥‥29 中小企業従業員等福利共済事業 ‥‥‥45 高齢者対策事業 ‥‥‥‥60

浄化センター建設・維持管理事業 ‥‥‥30 中小企業融資事業 ‥‥‥45 生きがい対策推進事業 ‥‥‥‥61

合流式下水道改善事業 ‥‥‥30 利子補給事業 ‥‥‥46 世代間交流事業 ‥‥‥‥61

区域外下水道・管渠建設事業 ‥‥‥30 信用保証料補助事業 ‥‥‥46 高齢者入浴助成事業 ‥‥‥‥61

水質汚濁防止対策事業 ‥‥‥30 誘客宣伝関連事業 ‥‥‥46 老人福祉施設返済金助成事業 ‥‥‥‥61

大気汚染防止対策事業 ‥‥‥31 海水浴場安全対策事業 ‥‥‥46 在日外国人高齢者福祉給付金支給事業‥‥‥‥62

公害関係分析事業 ‥‥‥31 観光センター設置事業 ‥‥‥47 高齢者バス利用助成事業 ‥‥‥‥62

地盤沈下対策事業 ‥‥‥31 観光施設管理事業 ‥‥‥47 老人福祉施設建設助成事業 ‥‥‥‥62

騒音振動対策事業 ‥‥‥31 江の島岩屋整備事業 ‥‥‥47 介護老人保健施設建設助成事業 ‥‥‥‥62

地下水・土壌汚染対策事業 ‥‥‥32 湘南藤沢フィルム・コミッション事業 ‥‥‥47 地域入浴事業 ‥‥‥‥63

公害防止対策事業 ‥‥‥32 中小企業ＩＳＯ等認証取得支援補助事業 ‥‥‥48 高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）の改定‥‥‥‥63

環境制度推進事業 ‥‥‥32 商工会議所事業助成事業 ‥‥‥48 生活支援型ホームヘルパー派遣事業 ‥‥‥‥63

高度医療施設（大学病院）誘致事業 ‥‥‥32 藤沢産業センター管理運営支援事業 ‥‥‥48 寝具乾燥消毒事業 ‥‥‥‥63

健康の森整備事業 ‥‥‥33 （社）藤沢市商店会連合会育成・助成事業 ‥‥‥48 高齢者一時入所事業 ‥‥‥‥64

新産業の森及び周辺地区の都市基盤整備事業 ‥‥‥33 事業協同組合等共同施設整備補助事業 ‥‥‥49 紙おむつ支給事業 ‥‥‥‥64

遠藤地区整備事業 ‥‥‥33 藤沢商工会議所産業拠点施設整備補助事業 ‥‥‥49 生活支援型デイサービス事業 ‥‥‥‥64

御所見地区整備事業 ‥‥‥33 中小企業特許取得支援事業 ‥‥‥49 緊急通報システム事業 ‥‥‥‥64
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徘徊高齢者対策事業 ‥‥‥65 未熟児養育事業 ‥‥‥81 公園愛護会育成事業 ‥‥‥‥97

高齢者虐待防止対策事業 ‥‥‥65 母子保健の充実 ‥‥‥81 公園緑地台帳整備事業 ‥‥‥‥97

障害者住宅設備等援護事業 ‥‥‥65 循環型健康づくりの推進 ‥‥‥81 街区公園整備事業 ‥‥‥‥98

障害者福祉手当支給事業 ‥‥‥65 訪問指導・機能訓練の充実 ‥‥‥82 近隣公園等施設改修事業 ‥‥‥‥98

障害者介護手当支給事業 ‥‥‥66 予防接種の推進 ‥‥‥82 秋葉台公園新設事業 ‥‥‥‥98

在日外国人障害者福祉給付金支給事業 ‥‥‥66 保健医療センター高度医療機器更新事業 ‥‥‥82 近隣公園新設事業 ‥‥‥‥98

障害者福祉施設建設助成事業 ‥‥‥66 保健医療センター訪問歯科衛生事業 ‥‥‥82 街区公園新設事業 ‥‥‥‥99

障害者地域作業所運営助成事業 ‥‥‥66 （仮称）北保健センター建設事業 ‥‥‥83 公園緑地管理事業 ‥‥‥‥99

障害児等支援事業 ‥‥‥67 地域保健事業の推進 ‥‥‥83 公園緑地小規模修繕事業 ‥‥‥‥99

障害者等歯科診療運営助成事業 ‥‥‥67 保健予防対策事業の推進 ‥‥‥83 街路樹管理事業 ‥‥‥‥99

障害者福祉タクシー利用助成事業 ‥‥‥67 環境・食品衛生事業の充実 ‥‥‥83 墓地の整備(立体墓地) ‥‥‥100

ふれあいセンター事業 ‥‥‥67 衛生検査事業の充実 ‥‥‥84 墓地の整備(合葬納骨壇) ‥‥‥100

障害者福祉施設返済金助成事業 ‥‥‥68 人権啓発関係事業 ‥‥‥84 片瀬山公園新設事業 ‥‥‥100

障害者の就労支援 ‥‥‥68 地域権利擁護・成年後見制度利用支援事業 ‥‥‥84 藤沢市斎場整備事業 ‥‥‥100

太陽の家施設整備事業 ‥‥‥68 労働会館整備事業 ‥‥‥84 引地川緑道新設事業 ‥‥‥101

療育相談機能の充実 ‥‥‥68 労働条件改善事業 ‥‥‥85 屋外広告物対策事業 ‥‥‥101

障害者計画（障害福祉計画）策定事業 ‥‥‥69 雇用・就労機会拡大事業 ‥‥‥85 都市景観推進事業 ‥‥‥101

心のバリアフリー推進事業 ‥‥‥69 勤労者福利厚生事業 ‥‥‥85 鉄道駅エレベーター設置事業 ‥‥‥101

太陽の家学園等運営の充実 ‥‥‥69 技能奨励事業 ‥‥‥85 歩道等交通安全施設整備事業 ‥‥‥102

障害児放課後等支援事業 ‥‥‥69 勤労者講座等実施事業 ‥‥‥86 防災都市づくり計画策定事業 ‥‥‥102

障害者介護給付事業 ‥‥‥70 就労支援事業 ‥‥‥86 急傾斜地防災事業 ‥‥‥102

障害者訓練等給付事業 ‥‥‥70 消費者保護事業 ‥‥‥86 住宅災害防止資金貸付事業 ‥‥‥102

共同生活援助事業 ‥‥‥70 消費者啓発事業 ‥‥‥86 住宅災害防止資金利子補助事業 ‥‥‥103

障害者地域生活支援事業 ‥‥‥70 消費者団体育成事業 ‥‥‥87 公共建築物台帳作成事業 ‥‥‥103

障害者補装具交付事業 ‥‥‥71 市政相談事業 ‥‥‥87 公共建築物維持保全事業 ‥‥‥103

障害者自立支援運営等事業 ‥‥‥71 特別相談事業 ‥‥‥87 既存公共建築物耐震補強事業 ‥‥‥103

児童虐待防止対策事業 ‥‥‥71 コールセンター開設準備事業 ‥‥‥87 ブロック塀等防災事業 ‥‥‥104

地域子育て支援センター等事業 ‥‥‥71 防犯対策強化事業 ‥‥‥88 水路改修事業 ‥‥‥104

ファミリーサポートセンター事業 ‥‥‥72 商店街防犯施設設置補助事業(再掲) ‥‥‥88 準用河川打戻川改修事業 ‥‥‥104

法人立保育所等運営助成事業 ‥‥‥72 学校安全対策関係事業(再掲) ‥‥‥88 準用河川白旗川改修事業 ‥‥‥104

認定保育施設等運営助成事業 ‥‥‥72 市道整備計画策定事業 ‥‥‥88 準用河川滝川改修事業 ‥‥‥105

法人立保育所分園等運営助成事業 ‥‥‥72 柄沢特定土地区画整理事業 ‥‥‥89 河川水路維持管理事業 ‥‥‥105

ひとり親家庭への生活援助の充実 ‥‥‥73 北部第二（二地区）土地区画整理事業 ‥‥‥89 既存建築物耐震促進事業 ‥‥‥105

母子福祉施設の充実 ‥‥‥73 北部第二（三地区）土地区画整理事業 ‥‥‥89 庁舎整備事業 ‥‥‥105

公立保育所環境整備事業 ‥‥‥73 地区別まちづくり推進事業 ‥‥‥89 港を有する都市との災害時相互応援協定の締結 ‥‥‥106

保育内容の充実 ‥‥‥73 住居表示整備事業 ‥‥‥90 防災訓練等関係事業 ‥‥‥106

次世代育成支援対策推進事業 ‥‥‥74 地区居住環境整備事業 ‥‥‥90 応急・復旧体制の整備 ‥‥‥106

病後児保育事業 ‥‥‥74 組合区画整理支援事業 ‥‥‥90 災害救援ボランティアネットワーク支援事業‥‥‥106

休日保育事業 ‥‥‥74 村岡地区拠点整備事業 ‥‥‥90 自主防災組織の育成・活性化 ‥‥‥107

法人立保育所施設整備事業 ‥‥‥74 長後駅東口土地区画整理事業 ‥‥‥91 防災施設等整備事業 ‥‥‥107

生活保護事業 ‥‥‥75 長後駅西口地区整備計画策定事業 ‥‥‥91 国民保護計画の策定、啓発、訓練事業 ‥‥‥107

住宅維持管理事業 ‥‥‥75 道路台帳整備事業 ‥‥‥91 津波ハザードマップ作成事業 ‥‥‥107

借上公共賃貸住宅整備事業 ‥‥‥75 狭あい道路整備事業 ‥‥‥91 北部防災カメラ設置事業 ‥‥‥108

市営住宅建設事業 ‥‥‥75 道水路境界等確認事業 ‥‥‥92 消防無線等整備事業 ‥‥‥108

住宅環境整備事業 ‥‥‥76 交通安全団体活動推進事業 ‥‥‥92 消防訓練センター整備事業 ‥‥‥108

障害者等医療費助成事業 ‥‥‥76 交通安全運動事業 ‥‥‥92 羽鳥出張所改築整備事業 ‥‥‥108

高齢者医療費助成事業 ‥‥‥76 交通安全教育指導事業 ‥‥‥92 消防救助資機材整備事業 ‥‥‥109

ひとり親家庭等医療費助成事業 ‥‥‥76 交通安全対策基金積立事業 ‥‥‥93 消防自動車等整備事業 ‥‥‥109

小児医療費助成事業 ‥‥‥77 交通安全施設整備事業 ‥‥‥93 消防水利整備事業 ‥‥‥109

医療ネットワークの構築 ‥‥‥77 違法駐車対策事業 ‥‥‥93 分団待機宿舎改築整備事業 ‥‥‥109

一次救急医療の充実 ‥‥‥77 自転車等駐車場整備事業 ‥‥‥93 救急隊新設事業 ‥‥‥110

二次・三次救急医療の充実 ‥‥‥77 民間自転車駐車場設置補助事業 ‥‥‥94 応急手当普及啓発推進事業 ‥‥‥110

医療施設の整備事業 ‥‥‥78 自動車駐車場管理業務事業 ‥‥‥94 消防職員研修事業 ‥‥‥110

医師会立看護師養成施設運営補助事業 ‥‥‥78 市道新設改良事業 ‥‥‥94 消防庁舎等整備事業 ‥‥‥110

医療施設整備資金利子補助事業 ‥‥‥78 高飯橋架替事業 ‥‥‥94 住宅防火対策推進事業 ‥‥‥111

緊急用医薬品備蓄事業 ‥‥‥78 馬渡橋架替事業 ‥‥‥95 救急高度化事業 ‥‥‥111

地域医療支援病院としての病院運営事業 ‥‥‥79 道路舗装打換事業 ‥‥‥95 高度救助隊新設事業 ‥‥‥111

救命救急センター整備事業 ‥‥‥79 道路施設整備事業 ‥‥‥95 遠藤方面出張所開設事業 ‥‥‥111

療養環境整備事業 ‥‥‥79 市道舗装事業 ‥‥‥95

感染症病床整備事業 ‥‥‥79 私道舗装事業 ‥‥‥96 ５．情報公開による公正と効率を守るまち

高度医療器械整備事業 ‥‥‥80 橋りょう維持修繕事業 ‥‥‥96 広報ふじさわ発行事業 ‥‥‥112

医療総合情報システム整備事業 ‥‥‥80 新幹線跨線橋改修事業 ‥‥‥96 子ども広報関係事業 ‥‥‥112

小児救急医療拠点病院運営事業 ‥‥‥80 大山橋架替事業 ‥‥‥96 その他広報活動事業 ‥‥‥112

エネルギー棟改修事業 ‥‥‥80 中村橋架替事業 ‥‥‥97 特集 広報発行事業 ‥‥‥112

東館耐震補強事業 ‥‥‥81 自転車対策管理業務 ‥‥‥97 情報公開制度関係事業 ‥‥‥113
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都市計画基本図作成事業 ‥‥113 小学校改築事業 ‥‥129 地区集会所建設費等補助事業 ‥‥‥146

地図情報システム開発事業 ‥‥113 児童生徒指導関係事業 ‥‥129 市民主体のまちづくり支援事業 ‥‥‥146

都市計画基礎調査事業 ‥‥113 八ヶ岳野外体験教室の充実事業 ‥‥130 美化ネットふじさわ推進事業 ‥‥‥146

個人情報保護制度関係事業 ‥‥114 学校・家庭・地域連携推進事業 ‥‥130 市民センター改築事業 ‥‥‥146

オンブズマン制度関係事業 ‥‥114 少年の森整備事業 ‥‥130 市民センター整備事業 ‥‥‥147

総合計画関係事業 ‥‥114 地域子供の家等整備事業 ‥‥130 地域対策関係事業（市民センター機能の充実） ‥‥‥147

総合企画関係事業 ‥‥114 青少年健全育成事業 ‥‥131 地域市民の家増改築補修事業 ‥‥‥147

行政評価システム運営事業 ‥‥115 児童館建設事業 ‥‥131 地域市民の家建設事業 ‥‥‥147

財政調整基金積立金 ‥‥115 放課後児童健全育成事業 ‥‥131 市政モニター関係事業 ‥‥‥148

職員ポータルシステム関係事業 ‥‥115 青少年会館整備検討事業 ‥‥131 施設めぐり事業 ‥‥‥148

電子自治体推進事業 ‥‥115 生涯学習大学事業 ‥‥132 自治基本条例調査研究事業 ‥‥‥148

投票管理システム導入事業 ‥‥116 成人教育事業 ‥‥132 くらし・まちづくり会議関係事業 ‥‥‥148

セキュリティ対策推進事業 ‥‥116 女性教育関係事業 ‥‥132 市民電子会議室関係事業 ‥‥‥149

システム 適化計画の策定・運用 ‥‥116 人権教育関係事業 ‥‥132 地区別まちづくり推進事業(再掲) ‥‥‥149

職員研修事業 ‥‥116 生涯学習推進事業 ‥‥133 市民主体のまちづくり支援事業(再掲) ‥‥‥149

職員政策提案事業 ‥‥117 公民館事業 ‥‥133

広域行政推進事業 ‥‥117 障害者・高齢者への宅配サービス事業 ‥‥133

図書館情報ネットワーク事業 ‥‥133

６．ゆたかな心を育み湘南の地域文化を発信するまち 子ども読書活動推進事業 ‥‥134

高校教育の充実事業 ‥‥118 図書館システムIT化整備事業 ‥‥134

課外活動費補助事業 ‥‥118 公民館整備事業 ‥‥134

食教育の充実事業 ‥‥118 藤沢公民館改築検討事業 ‥‥134

幼稚園等運営資金貸付事業 ‥‥118 総合市民図書館整備事業 ‥‥135

私立幼稚園就園奨励費補助事業 ‥‥119 南市民図書館改築検討事業 ‥‥135

要保護準要保護児童・生徒援助事業（小・中） ‥‥119 学校体育施設の開放事業 ‥‥135

奨学資金関係事業 ‥‥119 学校屋外運動場夜間照明施設関係事業 ‥‥135

各教科研究研修関係事業 ‥‥119 民間体育施設活用促進事業 ‥‥136

社会科資料集関係事業 ‥‥120 スポーツ施設整備事業 ‥‥136

教育課程の推進事業 ‥‥120 スポーツ施設維持管理事業 ‥‥136

教育研究等推進事業 ‥‥120 生涯スポーツのプログラム研究と普及・推進事業 ‥‥136

人権・環境・平和教育関係事業 ‥‥120 総合型地域スポーツクラブの研究・設置事業 ‥‥137

国際教育の推進事業 ‥‥121 指導者育成関係事業 ‥‥137

プラネタリウム学習事業 ‥‥121 団体育成事業 ‥‥137

教育情報機器関係事業 ‥‥121 生涯スポーツ推進事業 ‥‥137

教育指導活動事業 ‥‥121 ビーチバレージャパン開催関係事業 ‥‥138

教育文化センター研究研修事業 ‥‥122 各種大会・選手派遣事業 ‥‥138

藤沢市教育史編さん事業 ‥‥122 スポーツ情報提供事業 ‥‥138

新入生サポート事業 ‥‥122 市民まつり開催事業 ‥‥138

幼児教育振興助成事業 ‥‥122 市民ギャラリー事業 ‥‥139

学校安全対策関係事業 ‥‥123 芸術文化振興事業 ‥‥139

（仮称）総合教育相談センター設置運営事業 ‥‥123 文化振興基金積立事業 ‥‥139

教育文化センター施設整備事業 ‥‥123 市民会館整備事業 ‥‥139

教育相談活動の充実事業 ‥‥123 湘南台文化センター整備事業 ‥‥140

巡回教育相談関係事業 ‥‥124 文書館運営事業 ‥‥140

特別支援教育運営事業 ‥‥124 市史編さん事業 ‥‥140

特殊学校通学費補助事業 ‥‥124 公開型保管施設の整備事業 ‥‥140

学校施設の有効活用事業 ‥‥124 文化行事振興事業 ‥‥141

学校給食調理室改修事業 ‥‥125 博物館資料公開活用事業 ‥‥141

小学校校舎耐震補強事業 ‥‥125 博物館準備事業 ‥‥141

中学校校舎耐震補強事業 ‥‥125 埋蔵文化財包蔵地資料整備事業 ‥‥141

小学校管理諸室等空調設備整備事業 ‥‥125 長屋門移築復原事業 ‥‥142

小学校その他整備事業 ‥‥126 平和都市宣言推進事業 ‥‥142

小学校外壁補修塗装事業 ‥‥126 平和基金積立事業 ‥‥142

高砂小屋内運動場等（施設）の取得事業 ‥‥126 基地対策 ‥‥142

石川小校舎（施設）の取得事業 ‥‥126 国際化・都市親善交流事業 ‥‥143

中学校管理諸室等空調設備整備事業 ‥‥127

中学校その他整備事業 ‥‥127 ７．すべての市民が協働してすすめるまち

中学校外壁補修塗装事業 ‥‥127 男女共同参画事業 ‥‥144

白浜養護学校校舎（施設）の取得事業 ‥‥127 男女共同参画事業 ‥‥144

小学校特別支援教育環境整備事業 ‥‥128 NPO（市民活動団体）支援事業 ‥‥144

中学校特別支援教育環境整備事業 ‥‥128 公益的市民活動助成事業 ‥‥144

小学校校舎大規模改修事業 ‥‥128 市民活動団体との協働事業 ‥‥145

中学校校舎大規模改修事業 ‥‥128 市民活動推進センター運営事業 ‥‥145

中学校改築事業 ‥‥129 市民組織交付金交付事業 ‥‥145

学校給食調理室単独校化推進事業 ‥‥129 市民活動保険事業 ‥‥145
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