
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

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

（１）　男女平等社会の推進

男女共同参画事業（拡大）

（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（拡大）
体系コード ７－０１－０１－０１７－Ｍ（拡大）

担当課 経営企画部　共生社会推進課

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
◎市政全般にわたる女性参画の推進　◎啓発パネル展の充実

　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
◎行政が関わる団体の状況把握と女性参画の推進
◎商工会議所等と連携し、女性参画の推進の啓発
◎ふじさわ男女共同参画ネットワーク協力員との連携の推進

　実　施

事業名
体系コード ７－０１－０２－０１７－Ｍ（拡大）

担当課
経営企画部　共生社会推進課
保健福祉部　生活福祉課

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

体系コード ７－０２－０１－０１７

（２）　市民が主体のまちづくり

事業内容 目標や効果

  より広範な市民の参画と意識啓発
◎県との連携における一層の強化

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

Ｈ２１Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

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

公益的市民活動助成事業

　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

Ｈ２１
年
度

Ｈ１８ Ｈ１９

７．すべての市民が協働してすすめるまち

　実　施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎拡大実施

  かながわ女性センターをはじめ関係機関、市民、他都市とも
連携した意識啓発、情報交換などの実施
◎女性へのＤＶ（ドメステイック・バイオレンス）被害をなく
すための啓発活動　　◎婦人相談員増員

Ｈ２０ Ｈ２１
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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

事業名 市民活動団体との協働事業
体系コード ７－０２－０１－０３７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

Ｈ２０ Ｈ２１

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

 　 協働事業の選考            協働事業の実施（Ｈ１９～Ｈ２１：モデル事業）

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

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

・センター機能の向上
・市民活動の推進

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

　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

 　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

・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

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

７．すべての市民が協働してすすめるまち
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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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎実施

◎市民力を活用した地域づくり

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

事業名 地域貢献活動支援事業（新規）
体系コード ７－０２－０４－０３７－Ｍ（新規）

担当課
市民自治部　市民自治推進課
生涯学習部　生涯学習課

事業内容 目標や効果

◎既存公共施設等を活用した団塊世代の地域貢献活動を支援す
る
・市民活動推進センターにおける情報提供、活動紹介、相談業
務等の支援
・人材バンクへの登録促進、活用

　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
◎六会市民センターについては安全性の確保を踏まえ
つつ、費用対効果の面から事業の再検証を行う（平成
21年度から）

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ 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（◎再検証）

　　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

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

Ｈ２１Ｈ１９

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

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

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

７－０２－０３－０３７

担当課 市民自治部　市民自治推進課
事業名 地区集会所建設費等補助事業

体系コード

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

７．すべての市民が協働してすすめるまち

事業名
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Ｈ２２

Ｈ２２

Ｈ２２

①　市民参加・参画の推進

Ｈ２２Ｈ２１

　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 自治基本条例調査研究事業
体系コード ７－０３－０１－０３７

担当課 経営企画部　経営企画課

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

担当課
地域市民の家増改築補修事業

体系コード

　実　施

年
度

Ｈ１８

年
度

　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

・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
７－０２－０５－０５７

Ｈ２１

市民自治部　市民自治推進課

年
度

　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

７－０２－０５－０３７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

Ｈ１８ Ｈ１９ 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

７．すべての市民が協働してすすめるまち

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

事業名 市民センター整備事業
体系コード

（３）　市民と行政の協働によるまちづくり

Ｈ２０

事業内容
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Ｈ２２

②　くらし・まちづくり会議の充実

Ｈ２２

Ｈ２２

③　市民電子会議室の充実

Ｈ２２

事業名 地域経営会議の創設（新規）
体系コード ７－０３－０２－０２７－Ｍ（新規）

担当課 市民自治部　市民自治推進課

事業内容 目標や効果

◎市民センター、公民館を拠点とした地域住民による地域自治
の意思決定機関となる地域経営会議を設立する
（平成２１年度からモデル地区実施）

◎地域主権型、地域完結型の地域主体のまちづくりの
推進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎試行　　　　　　　　◎実施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎開催

事業内容 目標や効果

◎外国人市民が市政に市民としての声を反映させるための意見
交換、政策提案の場を設置（（仮称）外国人市民会議の開催）

◎外国人市民の市政参加の促進、共生、協働

事業名

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

外国人市民市政参加事業（新規）
体系コード ７－０３－０１－０４７－Ｍ（新規）

担当課 経営企画部　共生社会推進課

　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

・市への提言
・実践活動の支援

Ｈ２０ Ｈ２１

　運　営

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

７－０３－０３－０１７

担当課 市民自治部　市民自治推進課

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

７．すべての市民が協働してすすめるまち
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④　13地区まちづくりマネージメントの推進

Ｈ２２

藤沢市都市マスタ－プランに基づき、市民と行政

　実　施

年
度

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

計画建築部　都市計画課

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
（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

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

７．すべての市民が協働してすすめるまち
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