
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

３．既存産業の活性化と新しい起業化を支援するまち

-43-



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

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

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
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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

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

　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

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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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

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

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

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

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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