
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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