
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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