
平成２５年度第１７回新たな市政運営の総合的な指針に係る庁内策定検討

委員会 

 

日時 ２０１３年１２月２６日（木） 

午前９時 

場所 災害対策本部室 

 

日  程 

 

１ 開会 

 

 

２ 議題 

(1) 検討委員会の開催結果について（資料１） 

(2) 重点事業・長期的に取り組む重要案件の状況について（資料２－１～２－３） 

(3) 指針の議決について（資料３） 

(4) その他（資料４） 

 

 

３ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局 企画政策課 内線２１７１） 
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平成２５年度第１６回新たな市政運営の総合的な指針庁内策定検討委員

会議事概要 

 

１ 日時 

 １２月１０日（火）午後４時３３分～５時４８分 

２ 議題 

 (1) 検討委員会の開催結果について 

資料１については後程ご確認いただきたい。 

(2) 議員全員協議会の開催結果について 

資料２については後程ご確認いただきたい。 

(3) 重点事業等の再照会について 

資料３により説明した。重点事業候補に対して，９月にお願いした重点事業

基礎資料に該当がないものがある。また総事業費の記載となっているものもあ

るため，事務事業の一部となっている場合については，当該事務に係る部分の

み，３年度分を積算していただきたい。また，一次経費事業については，資料

の提出をお願いしていないが，同様に積算していただきたい。１２月１６日ま

でにご提出いただきたい。各総務に本日中にメールする。詳細については，各

部総務担当者から企画政策課に直接お問い合わせいただきたい。 

(4) 新たな指針の冊子版のイメージについて 

資料４－１～４－３により説明した。今後も検討を進めていくのでご意見を

いただきたい。 

(5) 新たな指針の議決等の取扱について 

１１日に理事者調整，１６日に会派代表者会議，１８日に議会運営委員会の

予定であり，資料のなかから１案をもって提案していきたい。 

【質疑・意見】 

○  ４案の選択肢で良いが，これまで全協では議決として説明としてきてい

るので，議会の議決事項としては追加することを想定しておらず，市側で

上程するものではないかという認識を持たれているのではないか。 

○  廃止については市民にも説明しているので，今更議決では後追いになら

ないか。 
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  今年度については新総合計画の期間であるので，現時点では考え方

を説明し，意見も頂いているという状況である。市民の皆さんの声を

聞いて，２５年度で総合計画を廃止するという流れである。 

  指針を議決するということは，自治体としての意思，自治体として

の決定を表しているものであるので，議決の意味，重みは大きいもの

である。その意義，違いを十分に考えていく必要がある。 

  議決の取扱は本来委員会で検討する事項ではないが，総合計画の枠

組みをなくすという英断をする，重点化プログラムに変えるというな

かで，執行機関のなかでどのように実行していくのか，推進していく

のか，というところにも影響するものと思う。今日のような議論があ

るということも承知をいただくなかで進んでいることを理解しておい

ていただきたい。 

(6) 新たな指針の名称について 

今後ご意見をいただいていきたい。年内には決定したい。 

(7) その他 

１２月１６日に再照会を締め切り，１７，１８，２０日に理事者調整，１２

月２６日政策会議への付議，１月３０日の午後に議員全員協議会を予定してい

るというスケジュールである。１月２３日までには議員全員協議会資料を提出

するので，その前に検討委員会を開催したい。別途ご案内する。冊子版の完成

は，３月末を予定している。 

○  全協における福祉の取扱いについて，弱者の視点については十分検討し

てきたが，福祉が課題としては上がっていないということもあるので，考

えを整理したい。 

  基本的には，福祉には法定計画があり，しっかりと行っているとい

うスタンスである。議員全員協議会の際には「高齢者」と記載すべき

という意見があったが，障がい者，高齢者，生活困窮者を包括した弱

者に対して，地域密着型の，介護以外の部分も含めた「地域包括ケア」

で良いという考えで位置づけている。ただし，名称として「地域包括

ケア」が相応しいかについては，介護での固有名詞として認知されて

いるところもあり，再検討が必要と考えている。 
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重点事業・長期的に取り組む重要案件の状況について 

 

１ 共通事項 

重点事業，長期的に取り組む重要案件ともに，重点施策の実現に寄与するもの

とします。 

２ 重点事業 

「１ 共通事項」に加え，次のいずれかの事業要素を含むものとし，該当する

事務事業について指定します。 

 (1) 市長公約事業に関するもの 

 (2) 市長の政策に具現化に寄与するもの 

 (3) 市議会答弁等において事業実施等を答弁しているもの 

(4) その他喫緊の課題に対して緊急かつ重点的に取り組むべきもの 

３ 長期的に取り組む重要案件 

「１ 共通事項」に加え，次のいずれかの事業要素を含むものとします。 

(1) 事業期間が長期に亘り，かつ指針期間内の事業進捗が確実でないもの（ただ

し，期間内の整備箇所等が明確かつ重点的に取り組むべき場合は，当該事業部

分を重点事業として位置づけます。） 

(2) 課題としては明白であるが，事業の熟度が低いため，現時点での予算化が困

難であるもの 

(3) 課題としては明白であるが，その優先性が重点事業と比較して低いため，次

期指針策定時において事業化することが相応しいもの 

４ 留意事項 

(1) 財政状況を踏まえ，共通事項との関連性が低い事業は重点事業化しないもの

とします。 

(2) 市長公約事業は，遅くとも平成２７年度当初から実施することを基本とし，

重点事業化します。 

(3) オリンピック・パラリンピック競技の誘致等の機運を捉えた事業については，

検討，研究事業等であっても指定します。 

(4) 公共施設関連については，基本的には今後策定する公共施設再整備方針及び

同プランに基づくものであるため，現状では個別施設の再整備計画を事業化し
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ていませんが，市政運営上の重要課題である市民センター・公民館，学校施設

等については，再整備計画を別途重点事業に位置づけるものとします。 

５ 今後のスケジュール 

 復活要求日程，予算の概況作成日程に準じます。 

 また，別冊の資料集の作成に当たり，１月下旬にデータ等の照会をします。 

 

日 程 内 容 

１２月２６日 

１２月２６日～ １月１６日 

 １月２３日 

 １月３０日 

重点事業等の指定（予算示達） 

復活要求・調整（１月６日締切） 

議員全員協議会資料提出締切 

議員全員協議会 
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重点事業に係る示達後の修正について 

 

１ 事業の追加等 

重点事業，長期的に取り組む重要案件に追加すべき事業については，復活予算

要求時までに，一覧表に追加の上，基礎資料を作成し，提出してください。 

２ 重点事業の修正等 

次の事項を一覧表に追加，修正してください。 

(1) 平成２６年度予算額については示達額とします。ただし復活要求のある事業

については，復活要求額を入力してください。 

(2) 事務事業の一部について重点事業化しているもの（緑色で塗りつぶしたセル）

については，査定後の額を入力してください。 

(3) 事務事業名，科目コード等の変更についてもあわせて修正してください。 

３ 長期的に取り組む重要案件の取扱 

次の事項を一覧表に追加，修正してください。 

(1) 事業費については内部資料とする予定ですが，重点事業と同様に修正してく

ださい。 

(2) 検討事業について，事務経費のみの場合は事務事業名の後に「（予算なし）」

とし，金額は空欄としてください。 

４ 留意事項 

(1) インフラ整備，時限実施事業等については，総事業費と事業完了予定年度を

入力してください。 

(2) 予算の付け替え等により担当部が変更となる場合は，部名についても修正し

てください。 

(3) 平成２７年度以降の実施事業についても重点事業として位置づけますので，

改めて候補として検討してください。 
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重点事業一覧

№ まちづくりテーマ 重点施策 重点事業・長期的に取り組む重要案件 区分1 区分2 事務事業名 事業内容 款 項 目 細目 細々
目

H26 H27 H28 総事業費 事業完了
予定年度

査定コメント 主担

1 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

1_災害に強いまちづくりの推進 「ふじさわ防災ナビ」の構築・普及 拡充 1重点 防災設備等整備事業費 　災害に関する情報をわかりやすく提供する「ツー
ル」として，既存システムの改修も活用しながら，「ふ
じさわ防災ナビ」を構築する。

2 7 2 1 6 0 36,139 1,139 重点事業とする。 総務部

2 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

1_災害に強いまちづくりの推進 防災備蓄資機材の充実 拡充 1重点 防災設備等整備事業費 　地域防災計画に基づき新たな防災資機材備蓄計
画を作成し，その不足分の充足，使用に期限のある
ものの入れ替え，劣化により修繕対応が不可能なも
のの更新する。

2 7 2 1 6 12,456 84,656 84,656 重点事業とする。 総務部

2 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進め
よう！

1_災害に強いまちづくりの推進 防災広場の整備 新規 1重点 防災設備等整備事業費 　大鋸交番隣接地に防災広場を整備する。 2 7 2 1 6 9,276 12.20予算調整抽出 総務部

2 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進め
よう！

1_災害に強いまちづくりの推進 公園における防災機能の強化 新規 1重点 防災設備等整備事業費 　公園に防災備蓄機能、トイレベンチ、資機材を整
備する（堂面第2公園：H26）

2 7 2 1 6 5,459 12.20予算調整抽出 総務部

3 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

1_災害に強いまちづくりの推進 建物耐震化の促進 拡充 1重点 建築物等防災対策事業費 　巨大地震や首都直下地震等 大クラスの地震によ
る被害を抑制するため，従来から実施している木造
住宅耐震診断・耐震改修工事，分譲マンション耐震
診断等に対する補助に加え，耐震改修促進法の改
正に伴う耐震改修促進計画の改定及び耐震診断が
義務化された建築物や緊急輸送道路沿道の建築物
に対する診断費用，分譲マンション耐震改修，津波
避難路沿道建築物の耐震診断・耐震改修等の補助
制度を創設し，建築物の耐震化を促進する。

9 1 2 1 3 110,059 118,059 214,659 重点事業とする。 計画建築部

4 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

1_災害に強いまちづくりの推進 災害復興支援条例の制定・基金の創設 新規 1重点 災害復興支援条例の制定・基金の創
設（予算なし）

　被災時の復興を推進するため，条例の制定及び基
金の創設を実施する。

重点事業とする。 総務部

5 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

1_災害に強いまちづくりの推進 災害時相互応援協定の拡大 拡充 1重点 災害時相互応援協定の拡大（予算な
し）

　災害時応援協定について見直し，協定の相手方，
範囲等について拡大する。

重点事業とする。 総務部

6 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

1_災害に強いまちづくりの推進 災害時における要援護者への支援の充実 拡充 1重点 地域防災支援事業費 　平成２５年６月の災害対策基本法の一部改正に伴
い，自主防災組織等に対し，避難行動要支援者名簿
を作成・配布することで，地域における避難行動支援
体制づくりの構築に向けた支援を行う。

2 7 2 1 5 10,099 3,305 3,417 重点事業とする。 福祉部

7  1_みんなの命 と財産 を守 る
災害 などへの備 えを進 めよ
 う！

1_災害 に強 いまちづくりの推進 災害時 における要援護者 への支援 の充実 拡充 1重点 学校防災関係費 　地震災害時 における学校 の対応 として，児童生徒
 の生命 の確保 と精神的不安 の解消 を図 るため，保
護者 への引 き渡 しまでの間 の児童生徒用 に飲料 と
食料 の備蓄 をする。

11 1 2 2 22 4,048 3,531 3,279 重点事業 とする。 教育部

8 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

1_災害に強いまちづくりの推進 遊水池の整備（柄沢地区等） 拡充 1重点 雨水調整池整備事業費 　柄沢区画整理事業地区内の雨水調整池整備工事
貯留容量　３０，０００㎥，掘削工57,300㎥，盛土・整
地工7,000㎥，プラスチック滞水材工30,000㎥，余水
吐室工1式，ボックスカルバート工（B2400×H3000）
150m，大型ブロック工（H=7m) 350m

9 4 2 5 1 1,514,000 952,000 0 重点事業とする。 土木部

9 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

1_災害に強いまちづくりの推進 貯留管等の整備（鵠沼・善行地区等） 拡充 1重点 下水道事業費（貯留管） 　近年頻発するゲリラ豪雨等による浸水対策，並び
に雨天時越流水等による汚濁負荷削減のための合
流式下水道改善策として貯留管整備を推進する。

* 353,700 1,005,000 1,884,000 重点事業とする。 土木部

10 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

1_災害に強いまちづくりの推進 浸水対策としての遊水池の整備・河川改修 拡充 1重点 一色川改修費 　一色川流域の浸水被害を防止し，流域住民の安
全・安心を確保するため，河川改修事業を行う。

9 3 2 1 20 19,062 42,999 重点事業とする。 土木部

11 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

1_災害に強いまちづくりの推進 浸水対策としての遊水池の整備・河川改修 拡充 1重点 下水道事業費（浸水） 　近年頻発するゲリラ豪雨等による浸水被害に対
し，被害発生地区における雨水幹線等の整備，及び
市民の防災・避難活動を支援する自助及び地域共
助促進等による総合的な浸水対策を実施する。

* 1,485,244 30,000 150,000 防災対策を重視し，重点事業とす
る。

土木部

12 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

2_津波対策の充実・強化 地域津波避難計画の策定 新規 1重点 防災設備等整備事業費 　津波災害の避難支援として，各地区の地区津波避
難計画の作成を行う。

2 7 2 1 6 12,960 重点事業とする。 総務部

13 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

2_津波対策の充実・強化 避難路確保のための橋りょう改修（山本橋・西浜橋等） 拡充 1重点 橋りょう改修費 市民の地震に対する安全への関心が高まっている
中，大地震発生時の被害の軽減を図るため，緊急輸
送路，避難路に関係する山本橋，西浜橋等の耐震
化工事を実施する。

9 2 5 1 2 0 70,000 70,000 山本橋，西浜橋の事業費を抜き
出した上で重点事業とする。

土木部

14  1_みんなの命 と財産 を守 る
災害 などへの備 えを進 めよ
 う！

2_津波対策 の充実 ・強化 避難路確保 のための橋 りょう改修（山本橋 ・西浜橋等） 拡充 1重点 公園改修費（西浜公園改修費分） 西浜公園 について，改修実施設計，公園改修 を行
 う。

9 4 4 2 5 事業未成熟のため，重点事業とし
ない。

都市整備部

15 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

2_津波対策の充実・強化 津波一時避難場所の拡充 新規 1重点 防災設備等整備事業費 津波災害の避難支援として，民間事業者等が行う津
波避難ビル等の設置経費の一部補助，避難生活上
必要な資機材の整備を図る。

2 7 2 1 6 70,767 56,349 56,349 重点事業とする。 総務部

16 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

2_津波対策の充実・強化 津波避難のための公共施設の改修（鵠沼市民セン
ター・湘洋中）

新規 1重点 市民センター整備費 　鵠沼市民センターにおける津波一時避難場所とし
ての機能強化のための整備を図る。（平成26年度補
正予算対応）

2 1 13 4 1 85,624 重点事業とする。 市民自治部

17 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

2_津波対策の充実・強化 津波避難のための公共施設の改修（鵠沼市民セン
ター・湘洋中）

新規 1重点 諸整備事業費 　神奈川県発表の津波浸水予測区域内に存在する
湘洋中学校は，傾斜屋根で屋上がなく，さらに近隣
に中高層建築物がないことから津波に対する避難場
所の確保を目的として，同校の津波避難対策を講じ
るもの。

11 3 3 2 1 2,938 重点事業とする。事業費は債務
負担行為の額とする。

教育部

18 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

3_消防・救急の充実強化 消防出張所の新設（遠藤方面） 新規 1重点 遠藤方面消防出張所新設事業費 　体制を確保し，将来的な都市化を踏まえつつ，消
防力の手薄な状況を一刻も早く解消するため，遠藤
出張所を新設する。

10 1 2 27 20 10,340 48,000 554,800 重点事業とする。 消防局

19 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

4_犯罪と交通事故のない，明るいまちづくり
の推進

防犯カメラ設置の促進（再掲あり） 拡充 1重点 防犯対策強化事業費 　犯罪への抑止効果を高め，犯罪を未然に防ぐこと
で犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進を図る
ため，防犯カメラの設置に対する補助を行う。

3 1 4 3 4 17,614 17,614 17,614 自治会からの要望等が増加して
おり，喫緊の課題として平成26年
度から増額するもので，重点事業
とする。

市民自治部

20 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

4_犯罪と交通事故のない，明るいまちづくり
の推進

防犯灯ＬＥＤ化の促進（再掲あり） 拡充 1重点 LED型防犯灯設置推進事業費 　防犯灯設置費及び自治会等で管理する防犯灯の
LED化への補修費を補助する。

3 1 4 3 7 213,813 213,813 213,813 平成26年度からLED化本格実施
であるので，重点事業とする。

市民自治部

21 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

4_犯罪と交通事故のない，明るいまちづくり
の推進

通学路の安全対策の推進（再掲） 新規 1重点 道路安全対策事業費（再掲） 　通学路の安全確保を図ることを主たる目的に，歩
道拡幅工事等を実施する。

9 2 4 1 1 土木部

1
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重点事業一覧

№ まちづくりテーマ 重点施策 重点事業・長期的に取り組む重要案件 区分1 区分2 事務事業名 事業内容 款 項 目 細目 細々
目

H26 H27 H28 総事業費 事業完了
予定年度

査定コメント 主担

22 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

4_犯罪と交通事故のない，明るいまちづくり
の推進

ふじさわサイクルプランの策定・同プランに基づく整備・
啓発の推進

新規 1重点 総合交通体系推進事務費（ふじさわ
サイクルプラン推進事業分）

　都市環境の向上と市民生活の利便性向上を図る
ため，本市の交通特性の把握や交通需要の予測等
により，今後の都市基盤や公共交通の充実に向けた
総合交通体系のあり方について検討を行なうととも
に，高齢社会を支える地域に根ざした公共交通網の
整備を進める。
【取り組み事業】
・自転車利用環境整備計画推進事業）

9 4 1 3 1 387 387 387 重点事業とする。 計画建築部

23 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

4_犯罪と交通事故のない，明るいまちづくり
の推進

ふじさわサイクルプランの策定・同プランに基づく整備・
啓発の推進

新規 1重点 自転車駐車場整備費 　自転車駐輪場の整備を推進する。 9 2 7 1 2 472,575 7,500 7,500 重点事業とする。 土木部

24 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

5_公共施設の再整備の推進 公共施設再整備計画の策定 新規 1重点 公共資産活用関係費 　公共施設再整備方針に基づき，再整備プランを策
定するとともに，公共施設の長寿命化を図るため，シ
ステムによる施設状況の把握等を実施する。

2 1 9 3 2 12,460 12,460 12,460 重点事業とする。 企画政策部

25 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

5_公共施設の再整備の推進 新庁舎整備の推進 拡充 1重点 庁舎等整備費 　老朽化した市庁舎について，新庁舎建設基本構想
（２４年度）をもとに２５年度には基本設計を実施し
た。２６年度には実施設計を行い，平成２７年度より
建設に着手，平成２９年度の供用開始を目指す。ま
た，新庁舎建設に併せて，既存歩道橋の架け替え，
仮設歩道橋の設置及び庁舎敷地周辺整備を実施す
る。

2 1 8 6 1 918,032 4,300,000 5,900,000 重点事業とする。 財務部

26 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

5_公共施設の再整備の推進 市民センター・公民館の改築（六会市民センター・公民
館等）

新規 1重点 六会市民センター改築事業費 　平成２６年度からの２ヵ年で六会市民センター及び
消防六会出張所の現地建替を実施する。

2 1 13 5 1 551,840 976,840 4,320 重点事業とする。 市民自治部

27 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

5_公共施設の再整備の推進 市民センター・公民館の改築（六会市民センター・公民
館等）

新規 1重点 市民センター・公民館整備計画の策
定（予算なし）

　善行，辻堂，藤沢，村岡の各市民センターの再整
備計画の策定と辻堂市民センター用地取得及び既
存建築物の除却を実施する。

重点事業とする。 市民自治部

28 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

5_公共施設の再整備の推進 藤沢公民館・労働会館の複合施設化の検討 新規 1重点 （予算なし） 　藤沢公民館及び藤沢市労働会館について，機能を
集約した複合化施設として，現労働会館敷地におい
て再整備する。

重点事業とする。 生涯学習部

29 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

6_都市基盤の整備・充実 市道６５２号線の整備 拡充 1重点 市道新設改良費 　日常生活の上で必要な社会基盤として通学路の安
全確保や自転車走行環境の整備など，市民の利便
性，安全性の向上を図るために，道路拡幅（歩道設
置）L=500m,W=16m 地質調査1式　予備設計1式　確
定測量1式を実施する。（H16～H30）

9 2 3 1 1 30,661 604,500 402,500 市道652号線分のみ重点事業とす
る。

土木部

30 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

6_都市基盤の整備・充実 高倉下長後線の整備 拡充 1重点 長後地区整備事業費 　長後地区の都市計画道路である高倉下長後線の
計画的な整備を進めることで，地区内の交通渋滞の
緩和，安全性の向上を図る。

9 4 1 10 2 1,728 10,000 103,000 高倉下長後線分のみ重点事業と
する。

都市整備部

31 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

6_都市基盤の整備・充実 長後７２５号線の整備 拡充 1重点 長後地区整備事業費 　長後地区の都市計画道路である高倉下長後線の
計画的な整備を進めることで，地区内の交通渋滞の
緩和，安全性の向上を図る。

9 4 1 10 2 2,570 長後７２５号線（（仮称）長後市民
センター前通り線）のみ重点事業
とする。

都市整備部

32  1_みんなの命 と財産 を守 る
災害 などへの備 えを進 めよ
 う！

6_都市基盤 の整備 ・充実 石川下土棚線 の整備 拡充 1重点 石川下土棚線街路新設事業  藤沢市，綾瀬市，大和市，相模原市域 を貫 くと都市
計画道路 を構成 する一部区間 であり，本路線 と綾瀬
都市計画道路並塚笹山線 と接続 することで，主要地
方道藤沢厚木 から都市計画道路長後座間線 までの
 ネットワークを構築 することを目的 としている。 H28完
了予定。

9 4 3 2 3 　広域道路ネットワーク上の必要
性は認めるが，優先順位、北部区
画整理事業との関係を考慮し，重
点事業としない。

土木部

33  1_みんなの命 と財産 を守 る
災害 などへの備 えを進 めよ
 う！

6_都市基盤 の整備 ・充実 善行長後線 の整備 拡充 1重点 善行長後線整備事業費 　長後工区 を除 くと当該部分 の約 １４０ｍ のみが完了
 していない善行長後線 について，再構築 が可能 な案
 についての道路詳細設計 と、 ボックスカルバートの詳
細設計 を行 うとともに、今後 の建物補償 のための建
物調査 を実施 する。

9 4 3 2 4 地権者交渉が確定していないた
め，平成２７年度に重点事業とし
て追加することを想定し，今回は
重点事業としない。

土木部

34  1_みんなの命 と財産 を守 る
災害 などへの備 えを進 めよ
 う！

6_都市基盤 の整備 ・充実 安全 ・安心 な道路整備 の推進(改修) 2長期 道路改修舗装費 　舗装 の損傷 が進行 し、振動及 び騒音 の原因 となる
路線 について、交通量等 の調査 に基 づき、舗装構成
 の見
直 し及 び道路構造 の改善 を図 る。

9 2 2 3 1 経常的に実施すべき事業である
ため，重点事業としない。

土木部

35 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

6_都市基盤の整備・充実 下水道施設の老朽化対策の推進（耐震・長寿命化） 拡充 1重点 下水道事業費（耐震） 　下水道総合地震対策計画に基づき，二次災害を防
止し， 低限の下水道機能を確保するため，段階的
に施設を耐震化等の総合的な地震対策事業を実施
する。

* 698,795 2,015,000 1,411,000 防災対策を重視し，重点事業とす
る。

土木部

36 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

6_都市基盤の整備・充実 下水道施設の老朽化対策の推進（耐震・長寿命化） 2長期 下水道事業費 　下水道施設の機能及びサービス水準を効率的に
維持し，健全な下水道事業運営に資するため，施設
の計画的な修繕・改築等の長寿命化対策事業を実
施する。

* 長期的に取り組む重要案件とす
る。

土木部

37  1_みんなの命 と財産 を守 る
災害 などへの備 えを進 めよ
 う！

6_都市基盤 の整備 ・充実 汚水処理施設（公共下水道 ・合併処理浄化槽等） の整
備 ・普及促進事業 の推進

2長期 下水道事業費（公共下水道 の普及） 市民 の生活排水 を適切 に処理 し早期 に快適 な生活
環境 を実現 するため，汚水処理施設 の整備，普及促
進事業 を実施 する。

* 防災対策を重視，優先するため，
重点事業としない。

土木部

38  1_みんなの命 と財産 を守 る
災害 などへの備 えを進 めよ
 う！

6_都市基盤 の整備 ・充実 汚水処理施設（公共下水道 ・合併処理浄化槽等） の整
備 ・普及促進事業 の推進

2長期 下水道事業費（合流改善） 　南部処理区 の合流式下水道区域 において貯留管
及 び吐 き口改良 などを実施 し，公衆衛生上 の安全確
保及 びきょう雑物削減 を図 る。

* 防災対策を重視，優先するため，
重点事業としない。

土木部

39 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

6_都市基盤の整備・充実 橋りょう等道路施設の老朽化対策の推進（耐震・長寿
命化等）

2長期 橋りょう改修費 　市民の地震に対する安全への関心が高まっている
中，大地震発生時の被害の軽減を図るため，緊急輸
送路，避難路に関係する橋りょうや，沿岸部の橋りょ
うの耐震化設計と耐震化工事を実施する。

9 2 5 1 2 111,040 100,000 146,000 長期的に取り組む重要案件とす
る。

土木部

40  1_みんなの命 と財産 を守 る
災害 などへの備 えを進 めよ
 う！

6_都市基盤 の整備 ・充実 橋 りょう等道路施設 の老朽化対策 の推進（耐震 ・長寿
命化等）

2長期 蓼川橋 りょう架替事業費（蓼中橋） 　神奈川県 の総合治水対策特定河川事業 の河川改
修 に伴 せて橋 りょうの架替事業 を行 ってきた。引地川
水系 においても蓼川合流点付近 まで河川改修事業
 が進捗 しており，都市計画道路「石川下土棚線」 の新
設橋 りょうの完成時期 を踏 まえつつ架 け替 え工事 を
実施 する。

9 2 6 1 1 　広域道路ネットワーク上の必要
性は認めるが，優先順位、北部区
画整理事業との関係を考慮し，重
点事業としない。

土木部

41  1_みんなの命 と財産 を守 る
災害 などへの備 えを進 めよ
 う！

6_都市基盤 の整備 ・充実 橋 りょう等道路施設 の老朽化対策 の推進（耐震 ・長寿
命化等）

2長期 蓼川橋 りょう架替事業費（境橋） 　神奈川県 の総合治水対策特定河川事業 の河川改
修 に伴 せて橋 りょうの架替事業 を行 ってきた。引地川
水系 においても蓼川合流点付近 まで河川改修事業
 が進捗 しており，都市計画道路「石川下土棚線」 の新
設橋 りょうの完成時期 を踏 まえつつ架 け替 え工事 を
実施 する。

9 2 6 1 1 　広域道路ネットワーク上の必要
性は認めるが，優先順位、北部区
画整理事業との関係を考慮し，重
点事業としない。

土木部
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重点事業一覧
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42 1_みんなの命と財産を守る
災害などへの備えを進めよ
う！

6_都市基盤の整備・充実 北部第二(三地区)土地区画整理事業の推進 2長期 北部第二（三地区）土地区画整理事
業費

　　安全で快適な地域まちづくりを推進するため，産
業と住宅が共存できる土地利用を図り，都市計画道
路等の整備推進による交通体系の確立及び公園・
下水道等の都市基盤施設の整備により，安全で安
心な市街地の形成を図る。

* 1,841 1,841 1,841 長期的に取り組む重要案件とす
る。（27～28年度の事業見直しを
前提とする。）

都市整備部

43  2_みんなとまちが元気 にな
 る魅力 と活力 を生 み出 そ
 う！

1_都市拠点 の活性化 と新 たなまちづくりの
推進

健康 と文化 の森 の整備推進 拡充 1重点 健康 の森保全再生整備事業費 　　「健康 の森基本計画」 に基 づき「健康 の森管理運
営協議会」 による実現化 プランならびにロードマップ
 を策定 の上、緑地保全及 び地域活性化施設等 の整
備 を進 める。

9 4 1 6 5 まちづくりテーマ２→３に変更し，
重点事業とする。

都市整備部

44 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

1_都市拠点の活性化と新たなまちづくりの
推進

健康と文化の森の整備推進 拡充 1重点 健康と文化の森整備事業費 　周辺の自然環境に配慮しつつ、高い利便性と活力
を創出するため、いずみ野線延伸の実現に向け、地
域住民や関係機関と協議、検討を進めるとともに、
本地区の市街化区域への編入を前提とした次世代
に引き継げる環境共生型の都市拠点地区形成の検
討を進める。

9 4 1 6 1 21,916 40,000 30,000 重点事業とする。 都市整備部

45 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

1_都市拠点の活性化と新たなまちづくりの
推進

藤沢駅北口デッキの全面改修 拡充 1重点 藤沢駅周辺地区再整備事業費 　藤沢駅周辺地区の再活性化と都市機能の更新強
化を図るため、その核となる駅周辺街区の改良を段
階的に推進するにあたり、先行プロジェクトとして、北
口デッキの全面リニューアル等、北口駅前広場の改
良にむけ調整・検討を進める。

9 4 1 9 1 16,273 220,000 2,000,000 重点事業とする。 都市整備部

45 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

1_都市拠点の活性化と新たなまちづくりの
推進

藤沢駅北口周辺道路の整備 拡充 1重点 藤沢駅北口駅前地区整備事業費 　北口通り線、東西線、市道83号線等の整備を実施
する。

9 4 1 8 1 375,839 0 0 12.24予算調整。27年4月の供用
開始であるため、ほぼ事業完了
とし、重点事業としない。

都市整備部

46 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

1_都市拠点の活性化と新たなまちづくりの
推進

藤沢駅から新庁舎までの動線整備 新規 1重点 庁舎等整備費 　新庁舎整備とあわせ、藤沢駅と市庁舎を結ぶ動線
として、歩道橋の新設と歩道拡幅等の整備を進め
る。

2 1 8 6 1 22,000 100,000 150,000 重点事業とする。 都市整備部

47  2_みんなとまちが元気 にな
 る魅力 と活力 を生 み出 そ
 う！

1_都市拠点 の活性化 と新 たなまちづくりの
推進

駅前広場 の再整備 拡充 1重点 辻堂駅南口駅前広場改良事業費 　辻堂駅南口再整備事業 の一環 として、都市再生緊
急整備地域 の整備方針 やまちづくり方針 に基 づき、
駅前広場 の改良 を行 う。

9 4 1 7 1 259,949 継続事業であり，平成26年度に完
了するため，重点事業としない。

土木部

48 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

1_都市拠点の活性化と新たなまちづくりの
推進

総合交通体系の整備促進（いずみ野線の延伸） 2長期 総合交通体系推進事務費（いずみ野
線延伸整備事業分）

　都市環境の向上と市民生活の利便性向上を図る
ため、本市の交通特性の把握や交通需要の予測等
により、今後の都市基盤や公共交通の充実に向けた
総合交通体系のあり方について検討を行なうととも
に、高齢社会を支える地域に根ざした公共交通網の
整備を進める。
【取り組み事業】
・いずみ野線延伸整備事業
・Ａ駅周辺まちづくり計画

9 4 1 3 1 19,829 30,000 30,000 長期的に取り組む重要案件とす
る。

計画建築部

49 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

1_都市拠点の活性化と新たなまちづくりの
推進

藤沢駅周辺の再整備の推進 2長期 藤沢駅周辺地区再整備事業費 　藤沢駅周辺地区の再活性化と都市機能の更新強
化を図るため、藤沢駅周辺地区再整備基本計画に
基づき、個別プロジェクトの具体化及び事業実施に
向けた調整・検討を進める。

9 4 1 9 1 72,552 50,000 80,000 長期的に取り組む重要案件とす
る。

都市整備部

50 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

1_都市拠点の活性化と新たなまちづくりの
推進

村岡新駅・同周辺地区のまちづくりの推進 2長期 村岡地区都市拠点総合整備事業 　村岡新駅の設置を含めた村岡・深沢地区全体整備
構想の早期実現を図るため、地元との合意形成や
神奈川県、鎌倉市と広域連携を図りながら、まちづく
りの具体化や新駅設置に向けた調査検討を進める。

9 4 2 2 1 9,600 3,000 3,000 長期的に取り組む重要案件とす
る。（事業費は負担金のみ）

都市整備部

51 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

切れ目のない経済対策（住宅リフォーム補助等）の推
進

拡充 1重点 共通買い物券事業補助金 　プレミアム付き商品券を発行する共通買い物券事
業に対して助成を行う。平成２５年度の本事業の実
施結果や平成２６年度当初の消費税率引き上げの
影響や景気動向、国の施策の動向を見極めながら、
引き続き実施するか検討する。

8 1 2 2 2 重点事業とする。ただし事業費に
ついては景気及び市内経済の情
勢を踏まえ検討する。

経済部

52 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

切れ目のない経済対策（住宅リフォーム補助等）の推
進

拡充 1重点 商店街経営基盤支援事業費 　商店街の買い物環境を改善し、商店街の経営基盤
の安定を図るため、経営基盤支援事業を実施する商
店街団体に対して、商店街の駐車場運営事業、街路
灯電灯料、共同施設設置事業に補助を実施する。

8 1 2 2 2 5,277 4,917 4,917 市内商店街の公平性を担保し，
国支出金を有効に活用するため，
重点事業とする。

経済部

53 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

切れ目のない経済対策（住宅リフォーム補助等）の推
進

拡充 1重点 住宅リフォーム助成事業費 　　住宅リフォーム工事に対する助成制度を設けて、
市民が住宅リフォーム工事をおこないやすくすること
により、建設業を始めとする市内事業者の売り上げ
増による市内経済の活性化を目指すとともに、市民
の住環境の向上を図る。

8 1 2 5 1 20,639 重点事業とする。ただし27年度以
降の事業費については景気及び
市内経済の情勢を踏まえ検討す
る。

経済部

54 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

新産業の森の整備推進 拡充 1重点 新産業の森整備事業費 　本市産業振興の上で重要と認められる地域におけ
る企業誘致の促進と既存企業の市内投資の誘発を
図るため、都市マスタープランに位置づけられた「新
産業の森」約１１０ヘクタールについて、周辺の田園
環境と調和した、環境共生型の産業系土地利用を段
階的かつ計画的に誘導する。

9 4 1 6 2 135,272 101,000 39,265 重点事業とする。 都市整備部

55 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

新産業の森の整備推進 拡充 1重点 遠藤葛原線新設事業費 　「健康と文化の森」と「新産業の森地区」を結ぶ南北
交通軸として、また葛原スポーツ広場への主要なア
クセスルートとして遠藤葛原線の整備を進める。

9 4 1 6 4 239,177 387,700 28,000 重点事業とする。 都市整備部

56 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

新産業の森の整備推進 拡充 1重点 企業立地等促進事業費 　本市産業振興の上で重要と認められる地域におけ
る企業立地のための優遇措置を講じることなどによ
り、企業誘致の促進と既存企業の市内投資の誘発を
図る。

8 1 1 7 1 6,329 6,329 6,329 重点事業とする。 経済部

57 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

新産業の森の整備推進 拡充 1重点 新産業創出事業費 　湘南産業振興財団を通じて 新産業創出コンソーシ
アム事業の実施を中心に、市内大学と連携を行い、
新産業の創出やベンチャー企業の育成及び既存企
業の新事業進出を図る。

8 1 1 5 1 44,907 44,907 44,907 インキュベーション事業の市内定
着及び国内動向における新産業
強化の観点から重点事業とする。

経済部

3



重点事業一覧

№ まちづくりテーマ 重点施策 重点事業・長期的に取り組む重要案件 区分1 区分2 事務事業名 事業内容 款 項 目 細目 細々
目

H26 H27 H28 総事業費 事業完了
予定年度

査定コメント 主担

58 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

「湘南ふじさわ産」農水産物の生産・流通の促進 拡充 1重点 地産地消推進事業費 　　「藤沢市地産地消推進計画」に基づいた施策・取
組を行い、生産者、消費者、事業者及び市が一体と
なって「地産地消」に取り組み、市内産農水産物「湘
南ふじさわ産」の普及と市内農水産業に対する理解
の促進を図ため、「湘南ふじさわ産」の知名度アップ
に向けた湘南ふじさわ産利用推進店での利用拡大、
量販店・小売店等での販売促進、生産者、事業者等
の異業種交流会などを進める。

7 1 2 3 1 4,488 10,000 10,000 　地産地消の普及促進，ふじさわ
元気バザール，シティプロモー
ションとの関連性が高いため，重
点事業とする。

経済部

59  2_みんなとまちが元気 にな
 る魅力 と活力 を生 み出 そ
 う！

2_市内商工業 ・農水産業 ・観光 の活性化 と
雇用 の促進

「湘南 ふじさわ産」農水産物 の生産 ・流通 の促進 拡充 1重点  つくり育 てる漁業推進事業費 　魚介類 の放流事業 を中心 としてつくり育 てる漁業 に
取 り組 むことにより、水産業 における生産性 の向上
 や経営 の安定化 を図 るとともに、市民 を対象 とした漁
業体験 イベントの開催 や、漁港 を会場 とするイベント
 を開催 することにより、 より多 くの市民 に対 して市内
水産業 ・水産物 の普及啓発 を図 る。

7 2 2 1 1 13,628 事業継続の必要性はあるもの
の，取組の重点化要素が現状で
は少ないため，重点事業としな
い。

経済部

60 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

「湘南ふじさわ産」農水産物の生産・流通の促進 拡充 1重点 市営土地改良事業費 　一般車両の通行によって損傷し通行困難になった
農道や、用排水路の整備改修を行い、農業生産の
維持や向上を図る。

7 1 6 2 1 82,787 98,000 98,000 水田奨励費見直し分は一般農地
費（一次）で対応しているが，残整
備分の早期施工が必要であるた
め，重点事業とする。

経済部

61 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

「ふじさわ元気バザール」の実施 新規 1重点 地域密着型商業まちづくり推進事業
費

　多様化する消費者ニーズに対応した「生活街」とし
ての商業集積を進めるため、商店街団体が商店街
の活性化を目的に行う特色づくり等への支援、消費
者ニーズ等に対応できるよう「ふじさわ元気バザール
事業｣「商店街にぎわいまちづくり支援事業」等を実
施する。

8 1 2 2 1 5,900 7,000 7,000 重点事業とする。 経済部

62 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

国内外からの誘客の促進 拡充 1重点 誘客宣伝事業費 　観光客をさまざまな地域から集客するため、県外で
の観光キャラバンによるキャンペーン、国際観光博
覧会の参加などによる外国人観光客誘致事業の実
施、民間団体等が実施するイベントへの参画、観光
ホームページの更新・マスメディアを活用した観光情
報の提供等により、誘客宣伝活動を実施する。

8 2 2 1 1 27,822 27,822 27,822 重点事業とする。 経済部

63  2_みんなとまちが元気 にな
 る魅力 と活力 を生 み出 そ
 う！

2_市内商工業 ・農水産業 ・観光 の活性化 と
雇用 の促進

国内外 からの誘客 の促進 拡充 1重点 観光施設整備費 　本市 の観光整備 を図 るため、旧稚児 ヶ淵 レストハ
 ウスの改築 にあたり、平成25年度 に基本 ・実施設計
 した内容 を元 に旧稚児 ヶ淵 レストハウスの解体作業
 と建築工事 を行 う。

8 2 4 1 2 継続事業であり，平成26年度に完
了するため，重点事業としない。

経済部

64 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

（仮称）サイクルチャレンジカップ藤沢の実施と北部観
光の活性化

拡充 1重点 誘客宣伝事業費（サイクルチャレンジ
カップ分）

　北部観光振興，シティプロモーション及びスポーツ
振興を目的として，慶應義塾大学周辺で開催される
サイクルチャレンジカップ藤沢の大会運営を支援す
る。

8 2 2 1 1 5,000 重点事業とする。 経済部

65 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

障がい者の就労支援の推進（再掲あり） 拡充 1重点 障がい者就労関係費（再掲あり） 　ハローワーク藤沢及び県等の労働関係機関と連携
を密にしながら、障がい者の就労・雇用に関する情
報の収集、提供及び制度の啓発事業等を実施する。

6 1 1 5 1 605 5,355 7,982 重点事業とする。 経済部

66 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

防犯カメラ設置の促進（再掲） 拡充 1重点 防犯対策強化事業費 　犯罪への抑止効果を高め、犯罪を未然に防ぐこと
で犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進を図る
ため，防犯カメラの設置に対する補助を行う。（商店
街分について事業化する場合は事務事業を追加）

3 1 4 3 4 市民自治部

67 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

防犯灯ＬＥＤ化の促進（再掲） 拡充 1重点 LED型防犯灯設置推進事業費 　防犯灯設置費及び自治会等で管理する防犯灯の
LED化への補修費を補助する。（商店街分について
事業化する場合は事務事業を追加）

3 1 4 3 7 市民自治部

68 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

若者をはじめとする就労支援の推進（再掲） 拡充 1重点 就労支援事業費 　困難を有する若年者の自立・就労に向けた支援を
行うため、若年者就労支援事業として「若者しごと応
援塾：ユースワークふじさわ」を実施する。また、ハ
ローワーク藤沢管内の３市１町で広域連携を図り、
ハローワーク藤沢、各市町の商工会議所、商工会と
連携し、短時間で効率的な就職機会と人材発掘の場
を提供する求職・求人支援事業を実施する。

6 1 1 2 2 経済部

69 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

2_市内商工業・農水産業・観光の活性化と
雇用の促進

若者をはじめとする就労支援の推進（再掲） 拡充 1重点 自立支援推進事業費（就労支援） 　就労により収入を得ることにより、生活保護からの
自立を支援するため、就労支援相談員２名を配置
し、ハローワークと連携、を図る中で、生活保護受給
者の求職活動を支援する。

4 3 1 3 1 福祉部

70 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

3_多彩なシティプロモーションの推進 市民との協働による藤沢の魅力発信組織・事業の運営 新規 1重点 企画業務関係費 　藤沢の魅力を発掘，創造し，市内外に発信すること
により，都市のブランド力を高め，定住・交流人口の
増加，地域経済の活性化，行政施策の優位性の強
化を図るため，平成26年度から「（仮称）ふじさわ盛り
上げ隊」を設置し，産官学民一体となった統一コンセ
プトを形成し，当該コンセプトに基づく市内外への情
報発信等を実施する。

2 1 9 1 2 10,000 10,000 10,000 重点事業とする。 企画政策部

71 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

3_多彩なシティプロモーションの推進 市民との協働による藤沢の魅力発信組織・事業の運営 拡充 1重点 湘南藤沢フィルムコミッション事業費 　藤沢市を舞台とする国内外の映画・ドラマ・ＣＭ等
のロケーション撮影や映像作品の誘致及び市内全
域における
撮影環境の整備を行う。それにより、メディアを通し
て観光地藤沢としての情報を発信するほか、撮影隊
の民間施設
使用等による直接的・間接的な経済効果を図る。

8 2 2 1 4 20,363 20,921 21,495 重点事業とする。 経済部

72 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

3_多彩なシティプロモーションの推進 ノルウェーフレンドシップヨットレースをはじめとする国
際交流の促進

拡充 1重点 （予算なし） 　国際交流の推進により，オリンピック関連誘致等を
含めた本市におけるコンベンションビューロー，ビジ
ターズビューローとしての活動を推進する。

重点事業とする。 企画政策部

73 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

3_多彩なシティプロモーションの推進 非核協３０周年記念大会等の招致 新規 1重点 平和都市宣言推進事業費（一次） 　非核宣言自治体協議会３０周年記念事業等をはじ
め，本市におけるコンベンションビューロー，ビジター
ズビューローとして大会等招致を推進する。

2 1 19 6 1 1,000 0 0 重点事業とする。 企画政策部

74  2_みんなとまちが元気 にな
 る魅力 と活力 を生 み出 そ
 う！

4_市民活動 と協働 の推進 市民活動団体 との協働 の推進 拡充 1重点 市民活動推進 センター運営管理費 　市民活動推進 センター及 び湘南台市民活動 プラザ
 を設置 し、市民活動 の場 の提供、情報提供、相談、
人材育成等 を行 う。

2 1 19 8 2 経常的に実施すべき事業である
ため，重点事業としない。

市民自治部
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重点事業一覧
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75 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

4_市民活動と協働の推進 公益的市民活動に対する支援の推進 新規 1重点 公益的市民活動助成事業費 　市民活動団体の自立的かつ持続的な活動を支援
するため、団体が行う公益的な活動に対して、公開
プレゼンテーション等による審査選考の実施によっ
て事業を選定し、助成を行う。

2 1 19 8 4 2,500 2,500 2,500 重点事業とする。 市民自治部

76 2_みんなとまちが元気にな
る魅力と活力を生み出そ
う！

4_市民活動と協働の推進 市民活動団体との協働の推進 拡充 1重点 市民協働推進関係費 　多様な主体との共感に基づくマルチパートナーシッ
プの考えに基づいて、市民活動団体等と行政との協
働による施策及び事業を進めるための体制整備を
行い，市民活動団体等と行政との協働によるまちづ
くりに関する啓発活動及び市民活動団体等のアイデ
アに基づく「（仮称）パートナーシップ事業」提案制度
の実施により，、地域の課題及び市民ニーズに対し
て効果的に解決することを目指す。

2 1 19 8 6 5,080 20,120 20,120 重点事業とする。 市民自治部

77  3_みんなが誇 りと愛着 を感
 じる地域 をつくろう！

1_郷土文化資産 の保存 ・活用 の推進 歴史 ・文化資料 の公開 の推進 拡充 1重点 歴史資料公開活用費（一次） 　藤沢 の歴史 に関 する調査研究 の成果 や収集資料
 の一部 を展示公開 するとともに、講座 ・講演会 ・ホー
 ムページ等 により、歴史 に関 する学習機会 の確保並
 びに情報提供 を図 る。

11 6 1 9 1 経常的に実施すべき事業である
ため，重点事業としない。

生涯学習部

78 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

1_郷土文化資産の保存・活用の推進 遊行寺橋の改修・（仮称）藤澤宿場館の整備 拡充 1重点 橋りょう改修費 　景観の向上等を目的として，遊行寺橋改修工事を
行う。

9 2 5 1 2 14,400 0 0 重点事業とする。 土木部

79 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

1_郷土文化資産の保存・活用の推進 遊行寺橋の改修・（仮称）藤澤宿場館の整備 新規 1重点 郷土文化推進費 　旧東海道藤沢宿の江戸側の入り口に位置する、労
働基準監督署跡地にウォーキングや東海道散策等
で旧藤沢宿を訪れる人が、気軽に足を止め、宿場と
して栄えた藤沢の歴史や文化に触れることができる
施設(仮称）「藤沢宿場館」を建設する。

11 6 1 8 1 5,276 159,200 8,000 重点事業とする。（補正予算対
応）

生涯学習部

80 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

1_郷土文化資産の保存・活用の推進 旧東海道藤沢宿の案内誘導サインの設置 新規 1重点 郷土文化推進費 　地域の歴史を再認識し，継承，発展するため，旧東
海道藤沢宿に関する案内誘導サイン等を設置する。

11 6 1 8 1 33,000 40,000 0 重点事業とする。 生涯学習部

81 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

1_郷土文化資産の保存・活用の推進 東海道シンポジウムの開催支援 新規 1重点 東海道シンポジウム藤沢宿大会開催
費

　市民が、先人の築いた特色あるまちを知り、景観を
守り、まちづくりに磨きをかけようと考えることによっ
て「郷土愛あふれる藤沢」を具現化するため、東海道
シンポジウム藤沢宿大会の開催を支援する。
・東海道シンポジウム藤沢宿大会(9/6-7)の開催
・関連イベントの開催

11 6 1 8 2 5,000 0 0 重点事業とする。 生涯学習部

82 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

1_郷土文化資産の保存・活用の推進 「街なみ百年条例」に基づく歴史・自然の継承と景観ま
ちづくりの推進

新規 1重点 景観資源推進費 　自然や歴史的・文化的な景観資源を共有財産とし
て市民へ周知すると共に、地域の良好な景観の保全
や魅力ある景観づくりを進める。また、街なみや景観
に対して，市民の気運や関心を高めるための施策を
継続的に実施する。

9 4 1 5 2 1,140 500 500 重点事業とする。 計画建築部

83 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

1_郷土文化資産の保存・活用の推進 （仮称）ふじさわ浮世絵館の整備 新規 1重点 郷土文化推進費 　市が保有する歴史的文化的資産の一つである浮
世絵及び関連資料を活用して、藤沢市の歴史文化を
広く内外に発信する。
・（仮称）ふじさわ浮世絵館の設置
・浮世絵を素材とした地域イメージの発信

11 6 1 8 1 93,000 55,000 60,000 重点事業とする。 生涯学習部

83 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

1_郷土文化資産の保存・活用の推進 市民憲章５０周年記念式典の実施 新規 1重点 市民憲章推進費 　市民生活の規範となる藤沢市民憲章を再認識し、
啓発を進めるため、記念式典、啓発事業を実施す
る。

2 1 19 52 20 2,250 0 0 重点事業とする。全庁的なコンセ
プト設計、健康づくりとの連携。収
益性のある事業展開（コイン等）
を検討する。
12.21予算調整

市民自治部

84 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

2_市民の文化芸術活動への支援 （仮称）アートスペース湘南の整備 新規 1重点 （仮称）アートスペース湘南整備費 　ココテラス湘南６階に（仮称）アートスペース湘南
（文化芸術館）を開設するにあたり、施設の内装及び
設備工事等を実施する。

11 6 4 1 5 56,333 55,000 55,000 重点事業とする。（復活要求対
応）

生涯学習部

85 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

2_市民の文化芸術活動への支援 文化芸術に係る次世代人材の育成支援 新規 1重点 文化行事費 　今後の文化の担い手である青少年の感性、創造性
を育むために、藤沢市文化団体連合会及び加盟団
体が行う事業に対して助成を行う。

11 6 4 1 4 1,945 1,945 1,945 重点事業とする。 生涯学習部

86 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

2_市民の文化芸術活動への支援 市民文化ゾーンの再整備 新規 1重点 市民会館等整備費 　新しい時代に即した「これからの図書館」について
検討する必要が生じているため，本市の中心市街地
にあり、文化芸術活動の拠点となっている市民会館
と、知の拠点としての図書館を一体的に整備すること
により、秩父宮記念体育館と併せて、生涯学習の推
進を図る中核的なゾーンとしての機能向上を目指
し、市民ニーズを把握しながら多角的な検討を進め
る。

2 1 14 2 1 6,470 重点事業とする。ただし，市民会
館等再整備基本構想策定に係る
事業費のみを対象とする。

生涯学習部

87  3_みんなが誇 りと愛着 を感
 じる地域 をつくろう！

2_市民 の文化芸術活動 への支援 市民文化 ゾーンの再整備 2長期 次世代図書館構築事業費 　新 しい時代 に即 した「 これからの図書館」 について
検討 する必要 が生 じているため，本市 の中心市街地
 にあり、文化芸術活動 の拠点 となっている市民会館
 と、知 の拠点 としての図書館 を一体的 に整備 すること
 により、秩父宮記念体育館 と併 せて、生涯学習 の推
進 を図 る中核的 なゾーンとしての機能向上 を目指
 し、市民 ニーズを把握 しながら多角的 な検討 を進 め
 る。

11 6 3 1 22 （統合） 生涯学習部

88 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

2_市民の文化芸術活動への支援 市民文化ゾーンの再整備 2長期 市民会館整備費 　新しい時代に即した「これからの図書館」について
検討する必要が生じているため，本市の中心市街地
にあり、文化芸術活動の拠点となっている市民会館
と、知の拠点としての図書館を一体的に整備すること
により、秩父宮記念体育館と併せて、生涯学習の推
進を図る中核的なゾーンとしての機能向上を目指
し、市民ニーズを把握しながら多角的な検討を進め
る。（予算は既存施設改修費）

2 1 14 2 1 長期的に取り組む重要案件とす
る。

生涯学習部

89 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

3_地域コミュニティ活動への支援 地区ボランティアセンターの充実 拡充 1重点 地区ボランティアセンター運営費（一
次）

　地域での相互扶助機能を高め、地域福祉のまちづ
くり推進を図るため，地区のボランティアセンターの
設置を促すとともに人材育成等の支援を行う。

4 1 1 21 1 9,775 10,975 12,175 重点事業とする。 福祉部

90 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

3_地域コミュニティ活動への支援 地域コミュニティ活動の支援 拡充 1重点 郷土づくり推進会議関係費 　各市民センター・公民館に設置する郷土づくり推進
会議において、地域住民、地域団体等の声を聞きな
がら、地域の課題解決に向けた方向性の検討や、市
への提言等を行うとともに、地域資源を活かした地域
の活性化や地域の魅力を高める取り組みを進める。

2 1 12 1 1 18,339 18,339 18,339 重点事業とする。 市民自治部
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91 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

3_地域コミュニティ活動への支援 交流スペース・まちかどの相談室の整備（再掲あり） 新規 1重点 （仮称）交流スペース関係費 　　人と人とのつながりを大切に支え合う地域社会の
実現を目的として、高齢者から子どもまで「誰でも気
軽に立ち寄れる」居場所事業、交流事業等を行う「交
流スペース」を、小学校区単位で整備する。また、地
域の身近な相談場所として「まちかどの相談室」を併
設する。

2 1 19 20 1 重点事業とする。 市民自治部

92 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

4_１３地区のまちづくりの推進 地域まちづくり事業の充実 拡充 1重点 六会地区地域まちづくり事業費 　花の植栽活動による美しいまちづくり事業ほか１１
事業

2 1 12 2 1 13,667 485 485 重点事業とする。 市民自治部

93 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

4_１３地区のまちづくりの推進 地域まちづくり事業の充実 拡充 1重点 片瀬地区地域まちづくり事業費 　片瀬地区人材・情報バンクセンター事業ほか１０事
業

2 1 12 2 2 3,951 5,917 5,917 重点事業とする。 市民自治部

94 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

4_１３地区のまちづくりの推進 地域まちづくり事業の充実 拡充 1重点 明治地区地域まちづくり事業費 　明治地区マナーアップ推進事業ほか８事業 2 1 12 2 3 670 958 919 重点事業とする。 市民自治部

95 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

4_１３地区のまちづくりの推進 地域まちづくり事業の充実 拡充 1重点 御所見都地区地域まちづくり事業費 　ファーマーズパーク構想推進事業ほか１事業 2 1 12 2 4 23,833 26,447 26,447 重点事業とする。 市民自治部

96 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

4_１３地区のまちづくりの推進 地域まちづくり事業の充実 拡充 1重点 遠藤地区地域まちづくり事業費 　高齢者見守りネットワーク体制推進事業ほか８事
業

2 1 12 2 5 7,277 11,253 6,319 重点事業とする。 市民自治部

97 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

4_１３地区のまちづくりの推進 地域まちづくり事業の充実 拡充 1重点 長後地区地域まちづくり事業費 　健康づくり普及事業ほか９事業 2 1 12 2 6 5,598 3,035 2,803 重点事業とする。 市民自治部

98 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

4_１３地区のまちづくりの推進 地域まちづくり事業の充実 拡充 1重点 辻堂地区地域まちづくり事業費 　生活マナーアップ啓発事業ほか１８事業 2 1 12 2 7 3,709 3,023 3,023 重点事業とする。 市民自治部

99 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

4_１３地区のまちづくりの推進 地域まちづくり事業の充実 拡充 1重点 善行地区地域まちづくり事業費 　「ぜんぎょう」を知ろう事業ほか２事業 2 1 12 2 8 81 213 677 重点事業とする。 市民自治部

100 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

4_１３地区のまちづくりの推進 地域まちづくり事業の充実 拡充 1重点 湘南大庭地区地域まちづくり事業費 　健康なんでも相談事業ほか４事業 2 1 12 2 9 7,121 9,223 8,628 重点事業とする。 市民自治部

101 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

4_１３地区のまちづくりの推進 地域まちづくり事業の充実 拡充 1重点 湘南台地区地域まちづくり事業費 　緑の回遊路事業ほか１１事業 2 1 12 2 10 2,059 5,743 6,163 重点事業とする。 市民自治部

102 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

4_１３地区のまちづくりの推進 地域まちづくり事業の充実 拡充 1重点 鵠沼地区地域まちづくり事業費 　ボランタリー活動推進プラザ｢鵠沼｣運営事業ほか５
事業

2 1 12 2 11 7,108 8,659 8,659 重点事業とする。 市民自治部

103 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

4_１３地区のまちづくりの推進 地域まちづくり事業の充実 拡充 1重点 藤沢地区地域まちづくり事業費 　横須賀水道路検証事業ほか１８事業 2 1 12 2 12 9,220 9,720 9,720 重点事業とする。 市民自治部

104 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

4_１３地区のまちづくりの推進 地域まちづくり事業の充実 拡充 1重点 村岡地区地域まちづくり事業費 　マナーアップ啓発事業ほか７事業 2 1 12 2 13 6,865 9,824 9,824 重点事業とする。 市民自治部

105 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

5_花と緑あふれる持続的な環境の保全 三大谷戸（川名・石川丸山・遠藤笹窪緑地）の保全 拡充 1重点 川名緑地保全事業費 　市街地に残された貴重な緑地としての「川名清水
谷戸」をビオトープネットワークの核エリアとして保全
するため、用地取得を図るとともに、都市計画道路
横浜藤沢線との整合性を図りながら、川名緑地保全
計画の検討を進めていく。

3 1 2 3 2 50,693 194,687 180,000 重点事業とする。 都市整備部

106 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

5_花と緑あふれる持続的な環境の保全 三大谷戸（川名・石川丸山・遠藤笹窪緑地）の保全 拡充 1重点 石川丸山緑地保全事業費 　石川丸山谷戸の貴重な里地里山空間を後世の世
代に継承していくため、「神奈川県里地里山の保全、
再生及び活用の促進に関する条例」に基づく活動を
推進するともに、保全計画を策定し、エリアごとの保
全方針を明確化し保全施策を推進する。

3 1 2 1 8 10,378 11,898 172,348 重点事業とする。 都市整備部

107 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

5_花と緑あふれる持続的な環境の保全 三大谷戸（川名・石川丸山・遠藤笹窪緑地）の保全 拡充 1重点 健康の森保全再生整備事業費 　　「健康の森基本計画」に基づき「健康の森管理運
営協議会」による実現化プランならびにロードマップ
を策定の上、緑地保全及び地域活性化施設等の整
備を進める。

9 4 1 6 5 22,226 20,000 93,600 まちづくりテーマ２→３に変更し，
重点事業とする。

都市整備部

108 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

6_花と緑あふれる持続的な環境の保全 エコファーマーによる環境に配慮した都市農業の形成 拡充 1重点 水田保全事業費 　　さらなる環境保全に向け、平成２６年度からは神
奈川県が認定する「エコファーマー」への補助に変更
する。認定を受けるためには、５年間の計画を県へ
提出する必要があるため、継続的な水田保全を期待
することができる。

7 1 2 3 3 10,000 10,000 10,000 重点事業とする。 経済部

109 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

5_花と緑あふれる持続的な環境の保全 市の花「フジ」を活用した拠点とネットワークの整備 新規 1重点 公園改修費 　市の花であるフジを、市民をはじめ対外的にアピー
ルするため、市民団体と協力して策定したフジロード
内公園のフジを一括管理し、良好な管理・育成を行
う。

9 4 4 2 5 514 514 514 重点事業とする。市の花｢フジ｣を
活用した拠点とネットワークの整
備分のみを対象とする。

都市整備部

110 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

5_花と緑あふれる持続的な環境の保全 太陽光発電システム・家庭用燃料電池等の普及促進 拡充 1重点 地球温暖化対策関係事業費 　地球温暖化防止に向けた施策として、太陽光発電
システムの普及、エネルギーの地産地消の推進、公
共施設への太陽光発電システムなどの導入、地球
温暖化防止の啓発事業などを実施し、再生可能エネ
ルギーの普及や市域でのエネルギー使用量の縮減
を図る｡

3 1 1 3 1 41,500 46,500 51,500 重点事業とする。 環境部

111 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

5_花と緑あふれる持続的な環境の保全 バイオガス化施設の導入検討 拡充 1重点 （予算なし） 　バイオガス化施設の導入効果等について検討し，
その可否を決定する。

重点事業とする。 環境部

112 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

5_花と緑あふれる持続的な環境の保全 防犯灯ＬＥＤ化の促進（再掲） 拡充 1重点 LED型防犯灯設置推進事業費 　防犯灯設置費及び自治会等で管理する防犯灯の
LED化への補修費を補助する。

3 1 4 3 7 市民自治部

113 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

5_花と緑あふれる持続的な環境の保全 三大谷戸を拠点とする生物多様性の保全に向けた方
策の検討

2長期 （予算なし） 　県の計画策定を踏まえ，三大谷戸を拠点とするな
かでの生物多様性の保全に向けた施策等の体系を
構築する。

長期的に取り組む重要案件とす
る。

都市整備部

114 3_みんなが誇りと愛着を感
じる地域をつくろう！

5_花と緑あふれる持続的な環境の保全 エネルギーの地産地消の推進 2長期 地球温暖化対策関係事業費 　新エネルギー施策として水素エネルギーなどの普
及に向けた基盤整備等を含む調査・検討を進める。

3 1 1 3 1 531 14,595 9,585 長期的に取り組む重要案件とす
る。

環境部

115 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

1_地域のニーズに即した子育て支援策の
充実

地域子育て支援センターの充実・整備 拡充 1重点 地域子育て支援センター事業費 　子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点とし
て、現在、市内３ヵ所に設置している子育て支援セン
ターについて，新施設の一部を（仮称）六会子育て支
援センターとして整備する。

4 2 1 2 1 46,524 80,780 63,124 重点事業とする。 子ども青少年部

116 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

1_地域のニーズに即した子育て支援策の
充実

子ども・子育て支援新制度への対応 新規 1重点 子ども・子育て新制度関係費 　子ども・子育て関連３法の施行に対応し，新たな制
度設計及びシステム化、保育制度・子育てサービス
の総合案内について案内するコンシェルジュの設置
を進める。

4 2 2 6 1 53,078 53,078 53,078 重点事業とする。 子ども青少年部

117 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

2_待機児童解消をはじめとする保育環境の
充実

保育所施設整備等の推進 拡充 1重点 法人立保育所施設整備助成事業費 　「藤沢市緊急保育対策2ヶ年計画」を策定し、この2
年間で820名分の定員拡大を図る目標を立て、保育
需要の多い整備計画重点地区に保育所を新設する
ものです。併せて老朽化している法人立保育所の再
整備を実施する。

4 2 2 1 7 395,193 80,000 80,000 重点事業とする。（以降補正予算
対応）

子ども青少年部

118 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

2_待機児童解消をはじめとする保育環境の
充実

保育所施設整備等の推進 拡充 1重点 藤沢型認定保育施設補助事業 　認可外保育施設のうち認定保育施設に移行するこ
とのできない認可外保育施設について、「藤沢型認
定保育所制度」により市単独で人件費等の補助を行
うことで保育環境の充実、待機児童の解消を図る。

4 2 2 1 8 45,424 45,424 45,424 新制度導入後の継続を考慮し，
重点事業とする。

子ども青少年部

6



重点事業一覧

№ まちづくりテーマ 重点施策 重点事業・長期的に取り組む重要案件 区分1 区分2 事務事業名 事業内容 款 項 目 細目 細々
目

H26 H27 H28 総事業費 事業完了
予定年度

査定コメント 主担

119 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

2_待機児童解消をはじめとする保育環境の
充実

保育所施設整備等の推進 拡充 1重点 家庭的保育事業費 　　市内の保育士資格を有する人材を活用して待機
児童の解消を図るために、家庭的保育者を募集・認
定し、多様な保育手段の一つとして、自宅等で少人
数の保育を行う家庭的保育を委託する。

4 2 2 5 1 33,935 33,925 33,925 重点事業とする。 子ども青少年部

120 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

2_待機児童解消をはじめとする保育環境の
充実

認可外保育施設の認可化の促進 拡充 1重点 認定保育施設等認可化促進事業費 　新制度の前倒し実施としての「待機児童解消加速
化プラン」のパッケージを活用し、現在の県と市の協
調補助である「認定保育施設補助事業」から国庫補
助を活用した補助への移行を進めることで、認可を
めざす認可外保育施設に対し、認可化の支援を図る
もの。

4 2 2 1 11 208,494 208,494 208,494 重点事業とする。 子ども青少年部

121 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

2_待機児童解消をはじめとする保育環境の
充実

保育所（しぶやがはら保育園等）の移転整備 拡充 1重点 市立保育所整備費 　しぶやがはら保育園の再整備を図るとともに，既存
施設の有効活用について検討する。また、高砂保育
園の移転に伴う経費を補助する。

4 2 2 1 9 370,622 重点事業とする。高砂保育園につ
いては引き続き調整とする。

子ども青少年部

123 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

3_困難を有する子ども・若者の支援 若者をはじめとする就労支援等の推進（再掲あり） 拡充 1重点 自立支援推進事業費 　貧困の連鎖を防止するために、子ども支援員を配
置し、家庭訪問等による子どもの生活改善や養育相
談を行う等生活保護受給者の社会的自立を支援す
る。

4 3 1 3 1 2,802 2,663 2,663 重点事業とする。 子ども青少年部

124 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

3_困難を有する子ども・若者の支援 若者をはじめとする就労支援等の推進（再掲あり） 拡充 1重点 自立支援推進事業費（就労支援） 　就労により収入を得ることにより、生活保護からの
自立を支援するため、就労支援相談員２名を配置
し、ハローワークと連携、を図る中で、生活保護受給
者の求職活動を支援する。

4 3 1 3 1 4,074 4,074 4,074 重点事業とする。 福祉部

125 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

3_困難を有する子ども・若者の支援 若者をはじめとする就労支援等の推進（再掲あり） 拡充 1重点 就労支援事業費（再掲あり） 　困難を有する若年者の自立・就労に向けた支援を
行うため、若年者就労支援事業として「若者しごと応
援塾：ユースワークふじさわ」を実施する。また、ハ
ローワーク藤沢管内の３市１町で広域連携を図り、
ハローワーク藤沢、各市町の商工会議所、商工会と
連携し、短時間で効率的な就職機会と人材発掘の場
を提供する求職・求人支援事業を実施する。

6 1 1 2 2 21,265 25,362 25,362 重点事業とする。 経済部

126 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

3_困難を有する子ども・若者の支援 若者をはじめとする就労支援等の推進（再掲あり） 新規 1重点 子ども・若者育成支援事業費 　ニート・ひきこもり等の社会生活を円滑に営む上で
困難を有する若者とその家族を対象に若者一人ひと
りの自立を支援するため，面談（カウンセリング）をは
じめ，個別支援計画作成からフォローアップまで湘
南・横浜若者サポートステーションと連携して支援を
行う「個別サポート事業」を実施する。

4 2 3 6 1 8,748 12,779 12,779 重点事業とする。 子ども青少年部

122 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

3_困難を有する子ども・若者の支援 福祉保健総合相談の充実（再掲） 拡充 1重点 社会福祉総務事務費 　より専門化、複雑化する福祉相談に総合的に対応
するため、福祉部内の連携，庁内の他部門、地域の
ネットワークと連携し、支援を必要としている方の早
期発見、支援を行う。

4 1 1 14 1 福祉部

157 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

3_困難を有する子ども・若者の支援 福祉保健総合相談の充実（再掲） 新規 1重点 児童虐待防止対策事業費 　援助が必要な児童への部門を越えた支援体制を
整備するため、庁内関係各課との連携を強化する。
特に福祉部門との連携を深め、迅速に対応できるよ
う取り組むほか、福祉部門のもつ社会資源を活用し
た重層的なネットワークを構築し、子どもやその家庭
を支援する体制を整備する。

4 2 4 1 1 子ども青少年部

127 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

4_支援を必要とする児童生徒への対応の
充実

特別支援教育環境の整備の推進 拡充 1重点 特別支援教育整備事業費 　児童それぞれのニーズに必要な支援を行うため、
また、児童の社会的自立にむけて明治小学校特別
支援学級（男子9人・女子8人）棟に男女別トイレを設
置するとともに，通級指導教室「すまいる」2校（大庭
小23人・大清水小24人）の教室に冷暖房設備を整備
する。

11 1 3 2 4 6,201 6,896 34,881 重点事業とする。 教育部

128 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

4_支援を必要とする児童生徒への対応の
充実

特別支援教育環境の整備の推進 拡充 1重点 特別支援教育運営費（一次） 　特別支援教育，インクルーシブ教育に関する介助
員等を配置する。

11 1 3 2 1 74,250 74,250 68,405 重点事業とする。 教育部

129 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

4_支援を必要とする児童生徒への対応の
充実

学校教育相談センターの運営充実（再掲あり） 拡充 1重点 学校教育相談センター関係費（一次） 　学校教育センターにスクールカウンセラー，スクー
ルソーシャルワーカー等を配置し，児童生徒，保護
者からの学校教育に関する相談にきめ細やかに対
応する。

11 1 3 1 7 137,758 151,651 169,005 重点事業とする。 教育部

130 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

5_子どもたちの笑顔あふれる学校づくりの
推進

中学校給食の施設整備・管理運営と食育の推進
※名称検討

新規 1重点 （仮称）中学校給食運営管理費 　市の栄養士が作成した献立に従って民間施設で業
者が調理し、弁当箱に詰めて学校に配送するデリバ
リー方式の給食と家庭からの弁当持参の選択制の
中学校給食を実施する。

11 5 2 4 1 35,896 57,581 重点事業とする。事業費は債務
負担行為の額に消耗品を加算し
た額とする。

教育部

131 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

5_子どもたちの笑顔あふれる学校づくりの
推進

中学校給食の施設整備・管理運営と食育の推進
※名称検討

新規 1重点 （仮称）中学校給食施設整備費 　市の栄養士が作成した献立に従って民間施設で業
者が調理し、弁当箱に詰めて学校に配送するデリバ
リー方式の給食と家庭からの弁当持参の選択制の
中学校給食を実施するため、配膳室の整備を行う。

11 5 2 4 2 26,051 37,080 37,080 平成27年度以降の事業費につい
ては，試行結果の検証を踏まえる
ものとする。

教育部

132 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

5_子どもたちの笑顔あふれる学校づくりの
推進

学校施設再整備計画の策定 新規 1重点 学校施設環境整備事業費・諸整備事
業費

　老朽化が進んでいる学校施設の教育的機能充実
や地域の避難所としての役割などに対応するため、
施設の計画的かつ早急な施設整備を図ることを目的
として、「学校施設整備計画」を策定する。

11 2･3･4 3 1 1 0 100,000 100,000 重点事業とする。 教育部

133  4_みんなの絆 で藤沢 っ子 の
明日 を築 こう！

5_子 どもたちの笑顔 あふれる学校 づくりの
推進

学校施設 の再整備 新規 1重点 学校施設環境整備事業費 ・諸整備事
業費

　学校施設施設再整備 に係 る短期 プランに基 づき，
 トイレ，空調，外壁， グラウンド，諸設備等 を改修 す
 る。

11  2･3･4 3 1 1 長期計画が未策定であるため二
重投資の恐れもあり，また給食施
設を含めた学校施設全体の整備
についての考え方を踏まえるべき
ものであるため，重点事業としな
い。

教育部

134  4_みんなの絆 で藤沢 っ子 の
明日 を築 こう！

5_子 どもたちの笑顔 あふれる学校 づくりの
推進

学校施設環境 の整備 拡充 1重点 教育情報機器関係費(一次） 　教育現場 におけるＩＣＴ化 の推進 に向 けて、 パソコン
教室等 の教育情報機器及 び教育用 ソフトウエアを充
実 するとともに教職員 のパソコン研修 を実施 する。

11 1 3 1 5 通信料（スーパーワイドＬＡＮ）の
経費であるため，経常的なものと
し，重点事業としない。

教育部

135 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

5_子どもたちの笑顔あふれる学校づくりの
推進

学校施設環境の整備 拡充 1重点 教育情報機器整備事業費 　教育現場におけるＩＣＴ化の推進に向けて，小学校・
特別支援学校校内無線LAN設備及び機器整備を図
る。

11 1 3 1 23 8,976 15,344 15,344 重点事業とする。 教育部

136  4_みんなの絆 で藤沢 っ子 の
明日 を築 こう！

5_子 どもたちの笑顔 あふれる学校 づくりの
推進

学校施設環境 の整備 拡充 1重点 校務支援 システム整備事業費（小学
校）

校務 の効率化及 び情報 セキュリティの確保，教職員
 の校務負担 の軽減 による教育 の質 の向上 を図 るた
 め，成績処理、文書管理、情報収集等 の安全 かつ適
切 な管理 を目的 として、情報処理等 を行 うパソコン及
 び校務 パソコンの保守管理 を行 う。

11 2 1 3 1 現用機器の保守点検経費であ
り，経常的な支出であるため，重
点事業としない。

教育部
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137  4_みんなの絆 で藤沢 っ子 の
明日 を築 こう！

5_子 どもたちの笑顔 あふれる学校 づくりの
推進

学校施設環境 の整備 拡充 1重点 校務支援 システム整備事業費（中学
校）

校務 の効率化及 び情報 セキュリティの確保，教職員
 の校務負担 の軽減 による教育 の質 の向上 を図 るた
 め，成績処理、文書管理、情報収集等 の安全 かつ適
切 な管理 を目的 として、情報処理等 を行 うパソコン及
 び校務 パソコンの保守管理 を行 う。

11 3 1 3 1 現用機器の保守点検経費であ
り，経常的な支出であるため，重
点事業としない。

教育部

138  4_みんなの絆 で藤沢 っ子 の
明日 を築 こう！

5_子 どもたちの笑顔 あふれる学校 づくりの
推進

学校施設環境 の整備 拡充 1重点 校務支援 システム整備事業費（特別
支援学校）

校務 の効率化及 び情報 セキュリティの確保，教職員
 の校務負担 の軽減 による教育 の質 の向上 を図 るた
 め，成績処理、文書管理、情報収集等 の安全 かつ適
切 な管理 を目的 として、情報処理等 を行 うパソコン及
 び校務 パソコンの保守管理 を行 う。

11 4 1 3 1 現用機器の保守点検経費であ
り，経常的な支出であるため，重
点事業としない。

教育部

139 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

5_子どもたちの笑顔あふれる学校づくりの
推進

学校施設環境の整備 拡充 1重点 校務支援システム構築事業費（中学
校）

校務の効率化及び情報セキュリティの確保，教職員
の校務負担の軽減による教育の質の向上を図るた
め，成績処理、文書管理、情報収集等の安全かつ適
切な管理を目的として、情報処理等を行う統一した
校務支援システムを導入し、その校務用パソコンの
リースを行う。

11 3 1 3 2 66,716 66,716 66,716 重点事業とする。 教育部

140 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

5_子どもたちの笑顔あふれる学校づくりの
推進

学校施設環境の整備 拡充 1重点 校務支援システム構築事業費（特別
支援学校）

校務の効率化及び情報セキュリティの確保，教職員
の校務負担の軽減による教育の質の向上を図るた
め，成績処理、文書管理、情報収集等の安全かつ適
切な管理を目的として、情報処理等を行う統一した
校務支援システムを導入し、その校務用パソコンの
リースを行う。

11 4 1 3 2 2,009 2,009 2,009 重点事業とする。 教育部

141 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

5_子どもたちの笑顔あふれる学校づくりの
推進

いじめ・暴力防止対策の強化 新規 1重点 いじめ暴力防止対策費 　体罰防止に関する取り組みの抜本的強化を図るた
め，・いじめ問題防止対策連絡協議会による「いじめ
の防止等のための対策に関する基本的な方針」の
策定をじめとする各種方針、施策の検討，スクールカ
ウンセラーの増員，体罰アンケート調査等を実施す
る。

11 1 3 1 10 12,087 15,272 15,702 重点事業とする。 教育部

141 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

5_子どもたちの笑顔あふれる学校づくりの
推進

いじめ・暴力防止対策の強化 新規 1重点 人権施策推進事業費 　学校等で「いじめ」によるものと思われる重大事態
が発生した際に再調査等を行う附属機関を設置す
る。

2 1 5 2 4 528 528 528 12.20予算調整 企画政策部

142 4_みんなの絆で藤沢っ子の
明日を築こう！

5_子どもたちの笑顔あふれる学校づくりの
推進

通学路の安全対策の推進（再掲あり） 新規 1重点 道路安全対策費（一次） 　通学路の安全確保を図ることを主たる目的に，歩
道拡幅工事等を実施する。

9 2 4 1 1 51,000 51,000 51,000 重点事業とする。ただし，24年度
及び25年度補正予算額から按分
して，事業費の53.0%を重点事業
相当分とする。

土木部

143 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

1_健康づくりの推進 健康づくり推進に関する講座等の開催 拡充 1重点 健康づくり推進事業費 　平成２６年度に１年間かけて健康増進計画の見直
しをする予定であり，その結果を反映して事業展開
する。

5 1 1 3 1 0 1,000 1,000 26年度の健康増進計画の見直し
結果を踏まえて重点事業化する。
（現状予算計上なし。）

保健医療部

143 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

1_健康づくりの推進 胃がんリスク診査の実施 新規 1重点 がん検診事業費 　市民の健康づくり、がん予防の観点から、将来的
に胃がん等を発症するリスクを診査する「胃がんリ
スク検診」を実施する。

4 3 9 9 7 43,997 41,000 41,000 12.21予算調整 保健医療部

144 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

1_健康づくりの推進 口腔保健条例の制定・食育・健康づくりの連携 新規 1重点 健康づくり推進事業費 　平成２６年度に１年間かけて健康増進計画の見直
しをする予定であり，その結果を反映して事業展開
する。

5 1 1 3 1 0 3,200 1,700 26年度の健康増進計画の見直し
結果を踏まえて重点事業化する。
（現状予算計上なし。）

保健医療部

145 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

1_健康づくりの推進 公園における健康遊具の充実と活用の促進 拡充 1重点 公園改修費（公園における健康遊具
の充実と活用の促進）

　体機能の維持向上、増進等を目的に、地域住民の
要望、また老朽化した遊具の更新等、諸条件を踏ま
えた中で、継続的・計画的に健康遊具を設置する。

9 4 4 2 5 11,988 11,988 11,988 重点事業とする。 都市整備部

146 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

1_健康づくりの推進 公園における健康遊具の充実と活用の促進 拡充 1重点 近隣・街区公園新設事業費（公園にお
ける健康遊具の充実と活用の促進）

　体機能の維持向上、増進等を目的に、地域住民の
要望、また老朽化した遊具の更新等、諸条件を踏ま
えた中で、継続的・計画的に健康遊具を設置する。

9 4 4 3 2 1,799 1,799 1,799 重点事業とする。 都市整備部

147 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

1_健康づくりの推進 いつでも・どこでも・だれでもできる軽運動の普及 新規 1重点 健康づくり推進事業費 　平成２６年度に１年間かけて健康増進計画の見直
しをする予定であり，その結果を反映して事業展開
する。

5 1 1 3 3 0 6,300 2,630 26年度の健康増進計画の見直し
結果を踏まえて重点事業化する。
（現状予算計上なし。）

保健医療部

149 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

2_生きがいづくりの推進 公民館運営のあり方の再構築
→公民館のあり方の再構築

拡充 1重点 （予算なし） 　公民館のあり方について，社会情勢，高齢化の進
展等を踏まえ検討，再構築する。

重点事業とする。ただし公民館あ
り方検討委員会に係る事業のみ
を対象とする。

生涯学習部

150 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

2_生きがいづくりの推進 地域人材の育成をめざした生涯学習事業の推進 拡充 1重点 生涯学習推進事業費 　市民の主体的な学習を推進し、その学習成果を活
用することができる生涯学習社会の構築を目的に、
藤沢市生涯学習大学の運営を行う。

11 6 1 3 1 5,385 5,385 5,385 重点事業とする。 生涯学習部

150 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

2_生きがいづくりの推進 生きがい福祉センターの再整備 新規 1重点 生きがい福祉センター施設整備費 　高齢者、障がい者等に就労機会を提供し、生きが
いづくりや社会参加を促進する生きがい福祉セン
ター（鵠沼神明）の改築を実施する。

4 1 1 6 3 178,179 175,000 0 重点事業とする。
2013.12.21予算調整

福祉部

151 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

3_市民スポーツ活動の充実 （仮称）天神スポーツ広場等の整備 新規 1重点 スポーツ施設整備費 　市民が生涯にわたって多様なスポーツに親しみ、
健康で明るく豊かなスポーツライフを実現する基盤と
して「いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも」ス
ポーツを楽しめる環境の充実を図るため，元県立藤
沢北高等学校跡地スポーツ広場を及び葛原スポー
ツ広場野球場を整備する。

11 7 2 1 1 12,708 133,500 263,900 重点事業とする。 生涯学習部

152 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

3_市民スポーツ活動の充実 （仮称）天神スポーツ広場の整備 新規 1重点 スポーツ施設整備費 　市民が生涯にわたって多様なスポーツに親しみ、
健康で明るく豊かなスポーツライフを実現する基盤と
して「いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも」ス
ポーツを楽しめる環境の充実を図るため，元県立藤
沢北高等学校跡地スポーツ広場を整備する。

11 7 2 1 1 （統合） 生涯学習部

153 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

3_市民スポーツ活動の充実 葛原スポーツ広場の整備 新規 1重点 スポーツ施設整備費 　市民が生涯にわたって多様なスポーツに親しみ、
健康で明るく豊かなスポーツライフを実現する基盤と
して「いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも」ス
ポーツを楽しめる環境の充実を図るため，葛原ス
ポーツ広場野球場２面化整備に伴う基本設計、農業
振興地域解除及び農地転用申請を行う。

11 7 2 1 1 （統合） 生涯学習部
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154 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

4_いつでも安心して受けられる医療の充実 市民病院の再整備（東館改築・西館改修） 拡充 1重点 市民病院再整備事業 　老朽化に対応し，高度でより質の高い医療や安全
で快適な療養環境を提供するとともに，災害拠点病
院として耐震機能等を強化するため，新東館建設，
西館の一部改修等を実施する。

* 3,999,555 1,142,937 1,771,318 重点事業とする。 市民病院

155 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

5_一人ひとりを大切にした相談・支援体制
の充実

地域生活支援事業（相談支援事業）の拡充 新規 1重点 介護給付費等事業費 　市外のグループホームに入居しているが、本市が
援護の対象としている障がい者に対して施設へ通
所する際の交通費を支給する。

4 1 2 19 1 1,728 1,728 1,728 12.21予算調整。新規だが近隣で
は大半が実施している。重点事
業としない。

福祉部

155 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

5_一人ひとりを大切にした相談・支援体制
の充実

地域生活支援事業（相談支援事業）の拡充 新規 1重点 地域生活支援事業費（相談支援事業
分）

　相談業務にあたる、相談支援専門員のスキルの向
上と基幹相談支援センターを中心とした関係機関の
連携によるネットワークの構築を図るとともに，障が
い福祉事業所，地域包括支援センター、あんしんセ
ンター、医療機関との連携を強化し，障がい種別、障
がい者手帳の有無に関わらず日常生活に困難をき
たす方に対し適切な支援を行う。

4 1 2 19 1 71,769 75,085 75,085 重点事業とする。 福祉部

156 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

5_一人ひとりを大切にした相談・支援体制
の充実

福祉保健総合相談の充実（再掲あり） 新規 1重点 社会福祉総務事務費 　より専門化、複雑化する福祉相談に総合的に対応
するため、福祉部内の連携，庁内の他部門、地域の
ネットワークと連携し、支援を必要としている方の早
期発見、支援を行う。

4 1 1 14 1 180 重点事業とする。 福祉部

157 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

5_一人ひとりを大切にした相談・支援体制
の充実

福祉保健総合相談の充実（再掲あり） 新規 1重点 児童虐待防止対策事業費 　援助が必要な児童への部門を越えた支援体制を
整備するため、庁内関係各課との連携を強化する。
特に福祉部門との連携を深め、迅速に対応できるよ
う取り組むほか、福祉部門のもつ社会資源を活用し
た重層的なネットワークを構築し、子どもやその家庭
を支援する体制を整備する。

4 2 4 1 1 21,476 21,476 21,476 子ども青少年部

68 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

5_一人ひとりを大切にした相談・支援体制
の充実

若者をはじめとする就労支援の推進（再掲） 拡充 1重点 就労支援事業費 　困難を有する若年者の自立・就労に向けた支援を
行うため、若年者就労支援事業として「若者しごと応
援塾：ユースワークふじさわ」を実施する。また、ハ
ローワーク藤沢管内の３市１町で広域連携を図り、
ハローワーク藤沢、各市町の商工会議所、商工会と
連携し、短時間で効率的な就職機会と人材発掘の場
を提供する求職・求人支援事業を実施する。

6 1 1 2 2 経済部

158 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

5_一人ひとりを大切にした相談・支援体制
の充実

障がい者の就労支援の推進（再掲） 拡充 1重点 障がい者就労関係費（再掲） 　ハローワーク藤沢及び県等の労働関係機関と連携
を密にしながら、障がい者の就労・雇用に関する情
報の収集、提供及び制度の啓発事業等を実施する。

6 1 1 5 1 経済部

159 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

5_一人ひとりを大切にした相談・支援体制
の充実

交流スペース・まちかどの相談室の整備（再掲） 新規 1重点 （仮称）交流スペース関係費 2 1 19 20 1 市民自治部

160 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

5_一人ひとりを大切にした相談・支援体制
の充実

学校教育相談センターの運営充実（再掲） 拡充 1重点 学校教育相談センター関係費（一次） 11 1 3 1 7 教育部

161 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

6_地域包括ケアの推進 在宅医療・介護の連携推進 拡充 1重点 保健衛生総務費 　市，医療関係者，介護事業関係者等により構成す
る，在宅医療推進会議を設置し，在宅医療協働研修
会を開催することにより，医療，介護の連携を推進す
る。

5 1 1 11 1 407 407 407 今後の在宅介護施策の推進に当
たっての連携の起点となるため，
重点事業とする。

福祉部

162 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

6_地域包括ケアの推進 介護福祉サービス基盤の整備 拡充 1重点 老人福祉施設建設助成費 　特別養護老人ホームを新たに整備をする社会福祉
法人に対して建設費の一部を助成し、施設整備を進
める。あわせて、高齢者が住み慣れた地域で住み続
けることができるよう地域密着型サービス等の居宅
介護サービスの充実を図る。

4 1 3 126 20 413,000 525,000 420,000 重点事業とする。 福祉部

163 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

7_誰もが快適に移動できる交通まちづくり
の推進

新たな公共交通の導入検討 新規 1重点 高齢者福祉推進事業（未確定） 　高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らせるよ
う，高齢者の外出支援を図るため，75歳以上の高
齢者に対し，高齢者バス割引乗車券の購入費用を
一部助成することにより，高齢者の健康維持・増進
を促進するとともに，閉じこもりの防止，買い物等の
日常生活の支援を図る。

4 1 3 110 20 0 92,268 100,397 高齢者福祉の推進事業について
ピックアップして再編する。
2013.12.21予算調整

福祉部

164 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

7_誰もが快適に移動できる交通まちづくり
の推進

新たな公共交通の導入検討 新規 1重点 総合交通体系推進事務費（地域公共
交通充実促進事業分）

　都市環境の向上と市民生活の利便性向上を図る
ため、本市の交通特性の把握や交通需要の予測等
により、今後の都市基盤や公共交通の充実に向けた
総合交通体系のあり方について検討を行なうととも
に、高齢社会を支える地域に根ざした公共交通網の
整備を進める。
【取り組み事業】
・新たな公共交通の導入検討
・地域公共交通システム充実促進

9 4 1 3 1 1,121 14,102 16,102 重点事業とする。 計画建築部

165 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

7_誰もが快適に移動できる交通まちづくり
の推進

総合交通体系の推進 2長期 総合交通体系推進事務費（総合交通
体系の推進）

　都市環境の向上と市民生活の利便性向上を図る
ため、本市の交通特性の把握や交通需要の予測等
により、今後の都市基盤や公共交通の充実に向けた
総合交通体系のあり方について検討を行なうととも
に、高齢社会を支える地域に根ざした公共交通網の
整備を進める。
【取り組み事業】
・バス交通支援事業

9 4 1 3 1 37,897 497,394 19,500 長期的に取り組む重要案件とす
る。

計画建築部

166 5_みんなに希望と笑顔があ
ふれる健やかな暮らしを支
えよう！

7_誰もが快適に移動できる交通体系の推
進

市道新設改良（バリアフリー化）の推進 2長期 市道新設改良事業費 　市道のバリアフリーを推進する。 9 2 3 1 1 119,643 81,000 141,000 長期的に取り組む重要案件とす
る。

土木部

H26事業費 H27事業費 H28事業費
14,896,887 16,585,161 18,609,890
6,539,135 4,194,778 5,218,159
8,357,752 12,390,383 13,391,731

H26事業費 H27事業費 H28事業費
6,735,340 10,706,462 11,239,455
1,155,155 1,189,571 2,621,337

473,929 733,653 763,090
1,611,631 1,124,906 1,089,593
4,920,832 2,830,569 2,896,415

1_みんなの命と財産を守る災害などへの備えを進めよう！
2_みんなとまちが元気になる魅力と活力を生み出そう！
3_みんなが誇りと愛着を感じる地域をつくろう！
4_みんなの絆で藤沢っ子の明日を築こう！
5_みんなに希望と笑顔があふれる健やかな暮らしを支えよう！
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（仮称）新たな市政運営の総合的な指針の取扱いについて 

 

（仮称）新たな市政運営の総合的な指針（以下「新たな指針」といいます。）の策

定に当たっては，総合計画の仕組みを改め，新たな計画制度，計画体系に基づくも

のとして捉えております。 

そのため，新総合計画基本構想については，議事機関としての意思決定をいただ

いていることを踏まえ，廃止することに対して，改めて議事機関の意思を反映いた

だくことが望ましいものと考えております。 

また，新たな指針については，本市の総合政策に係る財政見通しを内包する計画

であることから，政策事項に関するチェック・アンド・バランスが必要であり，新

たな指針の仕組みを制度的に担保し，根拠を明確にするため，議決いただくことが

望ましいものと考えております。 

なお，議決の範囲は，長期的総合的な市政運営の考え方に対する議事機関からの

意思決定をいただくという視点から捉え，三次案における「第１章 基本的な考え方」

の構成を改めた上で「第１章 基本方針」の部分のみとしたいと考えております。（第

２章までを議案とした場合，重点施策の追加等の柔軟な対応に一定の制約が生じる

可能性があります。） 

新 旧（三次案） 

はじめに 

１ 藤沢市の現状と見通し 

２ 藤沢市の特性 

第１章 基本方針 

１ 策定の背景と意義 

２ 構成と期間 

(1) 構成 

(2) 期間 

３ 長期的な視点 

(1) めざす都市像 

(2) 基本目標 

 

 

 

第１章 基本的な考え方 

１ 策定の背景と意義 

２ 構成と期間 

(1) 構成 

(2) 期間 

３ 長期的な視点 

(1) 藤沢市の現状と見通し 

(2) 藤沢市の特性 

(3) めざす都市像と基本目標 

 

 

議

決

範

囲 
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回 場所 内容 内容
第17回 12月26日 (木) 9:00～9:30 災害対策

本部室
重点事業等の
状況

1月6日 (月) 理事者調整
（13:00～
14:00）

第18回 1月9日 (木) 9:30～10:30 災害対策
本部室

最終案（本編
部分）の検討

1月9日 (木) 理事者調整
（10:30～
11:30）

第19回 1月16日 (木) 16:00～17:00 災害対策
本部室

最終案（重点
事業）等の検
討

1月23日 (木) 全協資料提出
期限

第20回 1月23日 (木) 10:00～11:00 災害対策
本部室

議員全員協議
会資料確認

1月30日 (木) 議員全員協議
会（午後の予
定）

理事者調整等
日時 日時

庁内策定検討委員会

庁内策定検討委員会の開催予定

06718
テキストボックス
資料４


	00_委員会第17回会議次第
	01_第16回検討委員会議事概要
	02-1_重点事業指定基準2
	02-2_重点事業に係る示達後の修正について2
	02-3_重点事業等一覧_バインド
	02-3-1_重点事業等一覧_20131225_2
	02-3-2_重点事業等体系2_20131225_2

	03_指針の議決について2
	04_今後のスケジュール



