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１ 重点施策の実現に向けた重点事業 

 

重点施策の実現を図るための個別の取組を「重点事業」として，別冊に示します。 

 

  重点事業 

重点事業は，まちづくりテーマと重点施策の実現を図ることを目的として，指針の

期間において重点的に取り組む事業となります。経常的，継続的に実施する事業と異

なり，事業費，人的コストの重点的な投入や事業の組織横断的な検討実施等により取

り組みます。 
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２ 施策・事業の体系 

 

５つのまちづくりテーマごとにそれぞれの重点施策と重点事業を体系化していま

す。 

 

まちづくりテーマ１ 安全で安心な暮らしを築く 

 

１ 災害対策の充実 

 11 防災設備等整備事業費 

 21 危機管理対策事業費 

 31 建築物等防災対策事業費 

 41 住宅環境整備事業費(鵠沼住宅） 

 51 橋りょう改修費 

 61 橋りょう架替事業費 

 71 一色川改修費 

 

２ 危機管理対策の推進 

 11 大規模震災等対策強化事業費 

 

３ 防犯・交通安全対策の充実 

 11 防犯対策強化事業費 

 21 商店街経営基盤支援事業費（街路灯ＬＥＤ化・防犯カメラ） 

 31 自転車駐車場整備費 

 

まちづくりテーマ２ 「２０２０年」に向けてまちの魅力を創出する 

 

１ 市民参加型オリンピックの推進・パラリンピックの支援 

 11 オリンピック開催準備関係費 

 21 （公財）藤沢市みらい創造財団スポーツ事業関係費 

（オリンピック・パラリンピック関連事業費分） 

 31 ビーチバレー大会開催関係費 

 41 都市親善費 

 

２ オリンピック・パラリンピックを契機とした都市の魅力（レガシー）の創出 

 11 シティプロモーション関係費 

 21 誘客宣伝事業費 

 31 湘南藤沢フィルム・コミッション事業費 

 41 郷土文化推進費（藤澤浮世絵館の管理運営事業費分） 

 51 （公財）藤沢市みらい創造財団芸術文化事業関係費 

（文化プログラム等事業費分） 
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 61 文化行事費 

 71 アートスペース運営管理費 

 81 江の島地区周辺整備事業費 

 

まちづくりテーマ３ 笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる 

 

  １ 子どもたちの笑顔あふれる学校教育の推進 

 11 児童支援体制充実事業費 

 21 校務支援システム構築事業費（小学校） 

 

  ２ 子どもの健やかな成長に向けた支援の充実 

 11 法人立保育所施設整備助成事業費 

 21 市立保育所整備費（辻堂保育園再整備事業） 

 31 法人立保育所運営費等助成事業費 

 41  放課後児童クラブ整備事業費 

 51 小児医療費助成事業 

 

  ３ 支援を必要とする子ども・若者への支援の充実 

 11 子どもの生活支援事業費 

 21 子ども・若者育成支援事業費 

 31 就労支援事業費(ユースワークふじさわ） 

 41 奨学金給付事業費 

 

まちづくりテーマ４ 健康で豊かな長寿社会をつくる 

 

  １ 多様な主体による支援の充実 

 11 藤沢型地域包括ケアシステム推進事業費 

 21 生活困窮者自立支援事業費 

 31 地域生活支援事業費（相談支援事業） 

 41 介護人材育成支援事業費 

 

  ２ 健康寿命日本一に向けた健康増進・介護予防等の促進 

 11 健康づくり推進事業費 

 21 がん検診事業費 

 31 公園改修費 

 

  ３ コミュニティの活性化による持続的な地域づくりの推進 

 11 市民活動支援施設運営管理費 

 21 公益的市民活動助成事業費 

 31 市民協働推進関係費 
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 41 地域の縁側等地域づくり活動支援事業費 

 51 六会地区まちづくり事業費（公園改修費地域執行分含む） 

 61 片瀬地区地域まちづくり事業費 

 71 明治地区まちづくり事業費 

 81 御所見地区地域まちづくり事業費 

 91 遠藤まちづくり推進事業費 

 101 長後地域活性化事業費 

 111 辻堂地区地域まちづくり事業費（道路維持管理業務費地域執行分含む） 

 121 善行地区まちづくり事業費 

 131 湘南大庭地域まちづくり事業費 

（道路維持管理業務費・道路改修舗装費・公園改修費地域執行分含む） 

 141 湘南台地域まちづくり事業費 

 151 鵠沼地区まちづくり事業費（公園改修費地域執行分含む） 

 161 藤沢地区まちづくり事業費 

（緑地改修事業費・公園改修費地域執行分含む） 

 171 村岡いきいきまちづくり事業費 

（道路改修舗装費・公園改修費地域執行分含む） 

 

まちづくりテーマ５ 都市の機能と活力を高める 

 

  １ 都市基盤の充実と長寿命化対策の推進 

 11 庁舎等整備費 

 21 労働会館整備費 

 31 善行市民センター改築事業費 

 41 辻堂市民センター改築事業費 

 51 一般廃棄物中間処理施設整備事業費 

 61 鵠南小学校改築事業費 

 71 六会中学校屋内運動場改築事業費 

 81 公共施設再整備関係費 

 91 公共資産活用関係費 

 101 都市マスタープラン等関係費 

 111 藤沢駅周辺地区再整備事業費 

 121 健康と文化の森整備事業費 

 131 長後地区整備事業費 

 141 市道新設改良費（藤沢 652号線） 

 151 市道新設改良費（バリアフリー事業） 

 

  ２ 誰もが移動しやすい交通体系の構築 

 11 総合交通体系推進業務費 
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  ３ 自然との共生に向けた環境保全の推進・エネルギーの地産地消の推進 

 11 健康の森保全再生整備事業費 

 21 自然環境共生推進事業費 

 31 地球温暖化対策関係事業費 

 

  ４ 市民生活に不可欠な社会資本・経済環境の整備 

 11 住宅政策推進費 

 21 空き家対策関係費 

 31 新産業創出事業費 

 41 ロボット産業推進事業費 

 51 地域密着型商業まちづくり推進事業費 

 61 担い手育成支援事業費 
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３ 事業概要 

 

まちづくりテーマ等の別で集計した事業数，事業費見通しは次のとおりです。 

 

 (1) 体系別事業数 

まちづくりテーマごとの重点事業数については次のとおりです。  

 

 表１ 重点事業数一覧 

 

まちづくりテーマ 重点事業数 

１ 安全で安心な暮らしを築く １１ 

２ 「２０２０年」に向けてまちの魅力を創出する １２ 

３ 笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる １１ 

４ 健康で豊かな長寿社会をつくる ３４ 

５ 都市の機能と活力を高める ２５ 

合  計 ９３ 

※ 重点事業には予算を伴わないものも含まれています。 

※ 現在，一般会計事業のみを重点事業としていますが，重点施策，重点事業の 

強化を図るため，特別会計事業についても，今後の行財政改革の取組効果等を 

踏まえながら，毎年度の見直しの中で調整していきます。 
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まちづくりテーマ
平成29年度

予算額
平成30年度

見積額
平成31年度

見積額
平成32年度

見積額
期間合計

１
安全で安心な暮らしを築く

1,095,602 1,672,439 1,405,873 1,094,404 5,268,318

２
「２０２０年」に向けてまち
の魅力を創出する

347,243 455,990 2,066,215 1,067,488 3,936,936

３
笑顔と元気あふれる子どもた
ちを育てる

2,149,726 2,766,458 2,938,284 2,924,050 10,778,518

４
健康で豊かな長寿社会をつく
る

600,235 706,507 723,533 785,399 2,815,674

５
都市の機能と活力を高める

19,042,579 9,872,039 12,292,953 12,080,521 53,288,092

合　　計
23,235,385 15,473,433 19,426,858 17,951,862 76,087,538

まちづくりテーマ
平成29年度

予算額
平成30年度

見積額
平成31年度

見積額
平成32年度

見積額
期間合計

１
安全で安心な暮らしを築く

434,319 907,447 844,882 705,568 2,892,216

２
「２０２０年」に向けてまち
の魅力を創出する

322,903 335,303 513,502 459,308 1,631,016

３
笑顔と元気あふれる子どもた
ちを育てる

1,787,325 2,091,698 2,536,764 2,573,590 8,989,377

４
健康で豊かな長寿社会をつく
る

423,952 461,791 477,117 512,489 1,875,349

５
都市の機能と活力を高める

1,417,414 2,067,192 1,296,010 2,249,007 7,029,623

合　　計
4,385,913 5,863,431 5,668,275 6,499,962 22,417,581

 (2) 体系別事業費見通し 

まちづくりテーマ別の年度ごとの事業費見通しは，次のとおりです。 

 

表 1 体系別事業費見通し（事業費ベース） 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 体系別事業費見通し（一般財源ベース） 

（単位：千円） 
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平成29年度
予算額

平成30年度
見積額

平成31年度
見積額

平成32年度
見積額

期間合計

総務費 15,766,181 2,744,800 6,667,374 1,200,328 26,378,683

環境保全費 26,717 44,826 46,366 35,666 153,575

民生費 2,261,501 2,862,381 3,027,464 3,031,395 11,182,741

衛生費 125,020 599,434 854,576 571,819 2,150,849

労働費 1,849,931 2,582,081 16,884 16,884 4,465,780

農林水産業費 24,240 28,740 30,990 30,990 114,960

商工費 178,317 194,247 176,364 180,817 729,745

土木費 2,571,937 5,638,820 7,352,540 10,824,764 26,388,061

消防費 14,637 26,122 25,976 24,200 90,935

教育費 416,904 751,982 1,228,324 2,034,999 4,432,209

計 23,235,385 15,473,433 19,426,858 17,951,862 76,087,538

平成29年度
予算額

平成30年度
見積額

平成31年度
見積額

平成32年度
見積額

期間合計

総務費 1,025,685 360,094 321,629 328,422 2,035,830

環境保全費 16,286 40,246 41,786 32,166 130,484

民生費 1,794,402 2,069,086 2,507,409 2,556,145 8,927,042

衛生費 109,873 142,080 170,422 170,981 593,356

労働費 23,197 99,161 16,884 16,884 156,126

農林水産業費 1,340 1,340 1,340 1,340 5,360

商工費 171,728 186,304 172,897 177,350 708,279

土木費 858,775 2,462,217 1,798,227 2,349,717 7,468,936

消防費 1,020 6,109 2,463 3,587 13,179

教育費 383,607 496,794 635,218 863,370 2,378,989

計 4,385,913 5,863,431 5,668,275 6,499,962 22,417,581

 (3) 款別事業費見通し 

事務事業（予算事業）の区分である款をもとに区分した年度ごとの事業費は，

次のとおりです。 

 

表 3 款別事業費見通し（事業費ベース） 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4 款別事業費見通し（一般財源ベース） 

（単位：千円） 
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平成29年度
予算額

平成30年度
見積額

平成31年度
見積額

平成32年度
見積額

期間合計

消費的経費 5,189,450 6,457,489 3,754,772 3,825,933 19,227,644

投資的経費 18,045,935 9,015,944 15,672,086 14,125,929 56,859,894

合計 23,235,385 15,473,433 19,426,858 17,951,862 76,087,538

平成29年度
予算額

平成30年度
見積額

平成31年度
見積額

平成32年度
見積額

期間合計

消費的経費 2,680,517 3,144,787 3,085,534 3,170,865 12,081,703

投資的経費 1,705,396 2,718,644 2,582,741 3,329,097 10,335,878

合計 4,385,913 5,863,431 5,668,275 6,499,962 22,417,581

 (4) 性質別事業費見通し 

事業の性質をもとに区分した年度ごとの事業費は，次のとおりです。 

消費的経費とは，支出効果がその年度限り又は極めて短期間に終わるもので，

後年度に形を残さない性質の経費です。人件費，福祉の給付金，道路や施設の維

持補修費などが該当します。 

投資的経費とは，支出の効果が，施設等として長期間にわたる性質の経費で，

普通建設事業費などが該当します。 

 

表 5 性質別事業費見通し（事業費ベース） 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

表 6 性質別事業費見通し（一般財源ベース） 

（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9



 

４ 重点事業等 

 

重点事業について，予算事業名（事務事業名）ごとに示します。 

予算事業は，複数の重点事業に関係していたり，再掲となったりしている場合が

あるため，事務事業は次ページの体系順と前後することがあります。 

事業の説明は平成２９年度の予算事業に関する内容を記載しています。 

 

※ 事業費については，平成２９年度は予算額，平成３０年度～３２年度は事業見

積額です。 

※ 「〔事業費（事務事業中の重点事業分）〕」中，金額が０となっているものは事業

経費のないことを，空欄となっているものは今後事業費を積算することを表して

います。 

※ 地域づくりに関する事業は，重点事業等と地域づくりの項目に記載しています。 
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藤沢市市政運営の総合指針２０２０体系別事業一覧

　課　名 頁

まちづくりテーマ１ 「安全で安心な暮らしを築く」

1 災害対策の充実

11 防災政策課 16

21 危機管理課 18

31 建築指導課 19

41 住宅政策課 20

51 橋りょう改修費 道路維持課 21

61 橋りょう架替事業費 道路維持課 22

71 一色川改修費 河川水路課 23

2 危機管理対策の推進

11 大規模震災等対策強化事業費 警防課 24

3 防犯・交通安全対策の充実

11 防犯対策強化事業費 防犯交通安全課 25

21 商店街経営基盤支援事業費（街路灯ＬＥＤ化・防犯カメラ） 産業労働課 26

31 自転車駐車場整備費 道路河川総務課 27

まちづくりテーマ２ 「『２０２０年』に向けてまちの魅力を創出する」

1 市民参加型オリンピックの推進・パラリンピックの支援

11 オリンピック開催準備関係費
東京オリンピック・パラリン
ピック開催準備室

28

21 スポーツ推進課 30

31 ビーチバレー大会開催関係費 スポーツ推進課 31

41 都市親善費 人権男女共同平和課 32

2 オリンピック・パラリンピックを契機とした都市の魅力（レガシー）の創出

11 シティプロモーション関係費 観光シティプロモーション課 33

21 誘客宣伝事業費 観光シティプロモーション課 34

31 湘南藤沢フィルム・コミッション事業費 観光シティプロモーション課 35

41 郷土歴史課 36

51 文化芸術課 37

61 文化行事費 文化芸術課 38

71 アートスペース運営管理費 文化芸術課 39

81 江の島地区周辺整備事業費 江の島地区周辺整備担当 40

　事 務 事 業 名

防災設備等整備事業費

建築物等防災対策事業費

住宅環境整備事業費(鵠沼住宅）

体系コード

危機管理対策事業費

（公財）藤沢市みらい創造財団スポーツ事業関係費
（オリンピック・パラリンピック関連事業費分）

郷土文化推進費（藤澤浮世絵館の管理運営事業費分）

（公財）藤沢市みらい創造財団芸術文化事業関係費
（文化プログラム等事業費分）

12



　課　名 頁

まちづくりテーマ３ 「笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる」

1 子どもたちの笑顔あふれる学校教育の推進

11 児童支援体制充実事業費 学務保健課 41

21 校務支援システム構築事業費（小学校） 教育総務課 42

2 子どもの健やかな成長に向けた支援の充実

11 法人立保育所施設整備助成事業費 子育て企画課 43

21 市立保育所整備費（辻堂保育園再整備事業） 子育て企画課 44

31 法人立保育所運営費等助成事業費 保育課 46

41 放課後児童クラブ整備事業費 青少年課 47

51 小児医療費助成事業 子育て給付課 49

3 支援を必要とする子ども・若者への支援の充実

11 子どもの生活支援事業費 子ども家庭課 50

21 子ども・若者育成支援事業費 青少年課 51

31 就労支援事業費(ユースワークふじさわ） 産業労働課 52

41 奨学金給付事業費 教育総務課 53

まちづくりテーマ４ 「健康で豊かな長寿社会をつくる」

1 多様な主体による支援の充実

11 藤沢型地域包括ケアシステム推進事業費 地域包括ケアシステム推進室 54

21 生活困窮者自立支援事業費 地域包括ケアシステム推進室 55

31 地域生活支援事業費（相談支援事業） 障がい福祉課 57

41 介護人材育成支援事業費 介護保険課 58

2 健康寿命日本一に向けた健康増進・介護予防等の促進

11 健康づくり推進事業費 健康増進課 59

21 がん検診事業費 健康増進課 60

31 公園改修費 公園課 61

3 コミュニティの活性化による持続的な地域づくりの推進

11 市民活動支援施設運営管理費 市民自治推進課 62

21 公益的市民活動助成事業費 市民自治推進課 63

31 市民協働推進関係費 市民自治推進課 64

41 地域の縁側等地域づくり活動支援事業費 地域包括ケアシステム推進室 65

51 六会地区まちづくり事業費 六会市民センター 67

61 片瀬地区地域まちづくり事業費 片瀬市民センター 68

体系コード 　事 務 事 業 名
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　課　名 頁

71 明治地区まちづくり事業費 明治市民センター 69

81 御所見地区地域まちづくり事業費 御所見市民センター 70

91 遠藤まちづくり推進事業費 遠藤市民センター 71

101 長後地域活性化事業費 長後市民センター 72

111 辻堂地区地域まちづくり事業費　 辻堂市民センター 73

121 善行地区まちづくり事業費 善行市民センター 75

131 湘南大庭地域まちづくり事業費 湘南大庭市民センター 76

141 湘南台地域まちづくり事業費 湘南台市民センター 77

151 鵠沼地区まちづくり事業費 鵠沼市民センター 78

161 藤沢地区まちづくり事業費 藤沢公民館 79

171 村岡いきいきまちづくり事業費 村岡公民館 80

まちづくりテーマ５ 「都市の機能と活力を高める」

1 都市基盤の充実と長寿命化対策の推進

11 庁舎等整備費 管財課 81

21 労働会館整備費 産業労働課 82

31 善行市民センター改築事業費 市民自治推進課 83

41 辻堂市民センター改築事業費 市民自治推進課 84

51 一般廃棄物中間処理施設整備事業費 北部環境事業所 85

61 鵠南小学校改築事業費 学校施設課 86

71 六会中学校屋内運動場改築事業費 学校施設課 88

81 公共施設再整備関係費 企画政策課 90

91 公共資産活用関係費 企画政策課 92

101 都市マスタープラン等関係費 都市計画課 93

111 藤沢駅周辺地区再整備事業費 藤沢駅周辺地区整備担当 94

121 健康と文化の森整備事業費 西北部総合整備事務所 95

131 長後地区整備事業費 都市整備課長後地区整備事務所 96

141 市道新設改良費（藤沢６５２号線） 道路整備課 97

151 市道新設改良費（バリアフリー事業） 道路整備課 97

2 誰もが移動しやすい交通体系の構築

11 総合交通体系推進業務費 都市計画課 98

3 自然との共生に向けた環境保全の推進・エネルギーの地産地消の推進

11 健康の森保全再生整備事業費 西北部総合整備事務所 99

21 自然環境共生推進事業費 みどり保全課 100

31 地球温暖化対策関係事業費 環境総務課 101

体系コード 　事 務 事 業 名
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　課　名 頁

4 市民生活に不可欠な社会資本・経済環境の整備

11 住宅政策推進費 住宅政策課 102

21 空き家対策関係費 住宅政策課 103

31 新産業創出事業費 産業労働課 105

41 ロボット産業推進事業費 産業労働課 106

51 地域密着型商業まちづくり推進事業費 産業労働課 107

61 担い手育成支援事業費 農業水産課 108

体系コード 　事 務 事 業 名

15



16

08894
タイプライターテキスト

08894
ノート注釈
08894 : Accepted

08894
ノート注釈
08894 : None

A1955
スタンプ



17



18

08894
スタンプ



19

08894
タイプライターテキスト

08894
タイプライターテキスト

08894
タイプライターテキスト

08894
タイプライターテキスト

08894
タイプライターテキスト

08894
タイプライターテキスト

08894
タイプライターテキスト

08894
タイプライターテキスト

08894
タイプライターテキスト

08894
スタンプ



�)*�

���	
�
::�����íîpL�þ��U�/E£ã¢�×�ß�������Â}��"/TÛäjÀ
:Eù
Wãy æß����.����}��"ã¹�����D��þ��U�ã¤Dé
::ç×ß���u�c>i���9 ï_¸���&'��ÛÜÝÞÕß�����ÉÛ�cv
:�Þ
Øß����GÛ�\�Ï=/ÏÐã�_è��	�¸�¯Ö~�ß�����~ÜÏÐ
:Û��è�×������l³�ïqWXã¤Dé

��
WLY ��
::/���� ïïq
W::��&'����� ��
::/��ÂEù«¬��
W:�������: ��
:::::::::::::::2��4��5�/2��4��5
::/ ¡¢ù��"
W:::��£¤��1�� ��
::/8u ïEù
W::::��&'��2*��� ��

1���� ��
::/ ïùJY ��
::/��þ�U�WXWýBY ��

 " WX  �
��W

4·WÌ!���ÑW5

W:X:Ì �+,-./0���

23Íó 3 = h 2 ó � V�

�È�ÉÊlË \Z\ZY\
]^_` abc ��f��i���n�`

qrstu

�)!#�  

���t���

>::? KL� ����< ���< 1�� =�D ����

;<1=�� "$(#!�) � �#�)�

�)!#�  

�!#!�"
;<1���     
���� "$(#!�) � �#�)� �!#!�"

bc�·���

4�ÒHIª5 �6��U�8z¾´ª (�#"� 

4�ÒHIª5 ����WXøûª �"%#$$�

4�¹Ô5 ����EùWXÔ �)!#�  

"%/$,&#
#+$#(#
&(/$/#+

%#$/(,
(,$"&,

#$5//
"$'''
"$5//

��&'�����

4¯�WXÕ;<1���X¥ø¦_y æ×WX5

20

08894
スタンプ



21

08894
スタンプ



22

08894
スタンプ



L=240m

23

08894
スタンプ



24

A1955
スタンプ



25

08894
スタンプ



26

08894
スタンプ



 

 

 

 

27

08894
スタンプ



�b&�

3 �� h à ó � V�  ! WX  �

�12"34
56789�
::;<1à�X¥�wÛßøù1�1�úµ¾W��ûü�6�Îlµ¾Xûü���ý�þ_
:÷øv��¯Ö��cv�×é
::¯�1êóÖp�úµ¾W��ûü�6�÷ø�-6ãßÃÄ�±½"/�no"�¹¤u

:�o±ÂÛ�D¸W����Û{|Þ��ª�Ö��ß�6Û{|×r´ã¡<æÜÜ�6}�
:I�6ß�	ÐÓÂ�¦�-¦«¬�\¼�}�_¸�n
ÄÛÜp6øùúµ¾W��/��
:µ¾W�����HgI�6x4stnHgI�6xÖÝDé5ÖàáæÞ�6ãHgè�ÖÖ
:tÛß�i(ñ"ß]^�¹ß�B¾æÂÛ�è�¯Ö�����ÞÝ�é

�:;<=7�>?@A�
::1�1���6�øù÷ø�clßHgI�6«¬øù1�1�úµ¾W��/��µ¾W�
:�ûü�6����,¹6ü4stn�,¹6üxÖÝDé5ãïqæß�6�ûguW�
:��¾���Âãg�æÞÀ×é��lßý�þ_�ûü÷ø��cv�×¯ÖÛ�Øß·×Û
:÷øå�¡ãïqæßµú1��X�6���u��_�g�ÀÅãjç�ßr´ãn��Í
:}uV�¾kÈGÛ¦è�Í}ãy æÞÝ�é
::;<12�=¥:���4�Búµ¾W��I�65VW6_1�1����úµ¾W��/
::::::::::��µ¾W��ûü�6�÷øP�ÖæÞøù�óI
::;<1X��¥:�,¹6üïq
::;<1X��¥:HgI�6��
::;<1à�X¥:���VW6_ý�þÛ
|�Îlµ¾Xûü÷ø�c
::;<1���¥:øùúµ¾W��/��µ¾W��÷øå�¡ãïq

�B�CD?E1?FG5H?IJ� O
::;<1���ÕßHgI�6Û
ÝÞ6üã÷øæß�Ö�9øWX�y ãÕ²�ßúµ¾
:W��÷øå�Û{|×�6�9O"u�²øWX���ã¤DÖÖtÛß;<1=��s�Û
:{|×Í}ÂÛÜÝÞg�æ×é

�B?2K67LMNOP5?/QR�
::�����´��8z�È1�1�Û
ÝÞß�\��rúµ¾W���,¹/��µ¾W�
:��Hgã�Q ÑÖæÞ�qj|ÞÝ�é

�ST<UV7WXYZ�[�
:��ÃÄÛ�×�ðÅ
:::ÃÄÛ{|×<Åã�ÞæÞÍØ}^¯ÖÛ�Øß¶½5lÖæÞ�Îlµ¾XãÕ²�Ö
::è�mµ¾.�l�/�l4.�l����ßûü.�l���{�ß��.�l�/��.
::�l��,¹ß]^�¹ß�B¾æßâ ��ßþ�Á"ßV�¾kÈG(Ì�,¹ßÔ"!
::"/�?#�,¹Â�¢���é
:1�ÃÄÛ�×�Y¯
:::W���¾�Û
|��B¾æuÔ"!"/�?#Â_�úµ¾W��Û¦àæ×Í}Â
::ÛÜÝÞÕßúµ¾W��÷øç_�yzD~ÜÎ�æ×�÷��	Öp�ÖÖtÛßV�¾
::kÈG�$%
�t�6�òj1ÛÜ�Þ��è�×�ß¯��Û	è�WXY� ¡ç��é

��#�% $#(�) ��#(�)
bc�·��� 4ÓHIª5 �»&¨ºä'("8zøûª $#(�)

ÒÎ�WXÓ r´ãn��Í}«¬V�¾kÈGÛ¦è�Í}�y 

����

")#!"$ $#(�) �(#�("
;<1��� �!#�!$  �!#�!$
;<1=��

>::? KL� ����< ���< 1�� =�D ����

�È�ÉÊlË �Z\Z\\
]^_` abc ±�²�²�³~´µ¶]^�·£n¸�¹p

qrstu �Sº»¼½¾¿ÀÁÂ���2ÃÄ¾¿ÀÁÂ��Å

W:X:Ì �cdefghijk0`a�

23Íó øùúµ¾W��/��µ¾W��÷øå�¡

28

08894
スタンプ



���	
�

::øù1�1��6�<)Û{|ß¦���ß�\ÂÖàáæß/TDÛ÷øå�ã¹��é

PÎR ��r´ãn��Í} ��
:4�5øù1�1��6��Ð�Dpr´¡<ã¢�×�ß�	ÐÓÂÖàáã¢Øp�
:::�WXãy è�é ��

:*y 2cWX+
::,õ¾�Mõ¾ð½¾�ßP-.R�\ûg�ïVÛ{|×Í}ßW���¾���
::(Ìßúµ¾WG¾/��µ¾WG¾Û��.�l�¡ß��.�l�ä�6ß
::r´¡<X�ú�é<Â

:415Îlµ¾Xûü�/«ß�ã¢�×�ß�	ÐÓÖ�JM9dy ã]�ßÎlµ
:::¾X�,WXÂãy è�é ��

:*y 2cWX+
::I0r1��,6ß�lÉ_2���,ß2����ß�B¶l.$�â3ßÎl
::µ¾X�lÉË,��÷øå�Â

PÎR 1�V�¾kÈGÛ¦è�Í} ��
::�6}�I�6uøùP�/Tè�V�¾kÈG34Ö�àá/Uzã¢Øp��ßø
:ù1�1��6s�t 5�×���¨�V�¾kÈG(Ì�Í}ã¹��×�ßV�¾
:kÈG�èùu5¾�NõÜ�÷ø«¬;<�����V�¾kÈG65÷�Û{|ß�
:��¨�78�þð����uWX´��g�Âã¤Dé

�����WýBY ��
/°Cã��67ß�l�@ª ��
/BCAY ��
/Wý¯Qß�ô¢TÂ ��
/®¯°«¬@K° ��

4¯�WXÕ;<1���X¥ø¦_�|æ×WX5

("$'''

#$5#'
%,/
+&&

($((5

"$'&%

�\çÜØ2���� $�â3

,$,,#

('$5&5

("$55&

29



30

08894
スタンプ



31

08894
スタンプ



32

08894
スタンプ



33

08894
スタンプ



34

08894
スタンプ



35

08894
スタンプ



36

08894
スタンプ



37

08894
スタンプ



38

08894
スタンプ



39

08894
スタンプ



40

08894
スタンプ



　教育費

款 １１ 項 １ 目 ２ 細目 02 説明 13

【事業概要】
　　全教職員があらゆる教育活動を通して組織的、効果的に児童支援に取り組み、一人ひとりの教
　育的ニーズに応じたきめ細かな教育を推進するため、市立小学校に児童支援の中心的役割を担う
　「児童支援担当教諭」を配置し、その活動時間確保のため、担当教諭が受け持つ授業の一部を担

　う市費講師を配置する。

(拡) １．市費講師 千円
　　任用人数 １６人
　　（経費内訳）
　　・賃金 千円

　（市費講師の１人あたりの授業時間数　１２時間/週）
　　・交通費 千円

事　業　名 　児童支援体制充実事業費

予算科目 学務保健課

指針体系コード ３－１－１１
まちづくりテーマ 笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる

重点施策名 子どもたちの笑顔あふれる学校教育の推進

一般財源

平成２９年度 17,957 17,957

区　　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

17,957

17,035

922

（この事業は平成２８年度６月補正で実施した事業）

0
対前年度 17,957 17,957

平成２８年度 0

新規等の区分

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 事業費合計

17,957 31,425 31,425 31,425 112,232

【事業費（事務事業中の重点事業分）】

拡充
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土木費

款 ９ 項 ４ 目 １ 細目 04 説明 02

【事業概要】
　　都市マスタープランの改定等に向けた都市計画の調査及び検討を行う。

447
対前年度 95 95

平成２８年度 447

一般財源

平成２９年度 542 542

区　　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

事　業　名 都市マスタープラン等関係費

予算科目 都市計画課

指針体系コード ５－１－１０１
重点施策名 都市の機能と活力を高める

重点事業名 都市基盤の充実と長寿命化対策の推進

新規等の区分

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 事業費合計

542 3,176 0 0 3,718

【事業費（事務事業中の重点事業分）】
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【事業概要】
　　地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす管理不全な空き家の発生を抑制するため、空き家の
　実態を把握し、空き家の適正管理の促進及び利活用の推進、広報活動などの空き家対策を実施す

　る。

１．空き家の適正管理の促進 4,038千円
　　広報やホームページ等を活用し、空き家適正管理に関する意識啓発を行う。また、空き家
　の実態把握に努め、その情報をデータベース化するとともに、空き家所有者に対し、適正管
　理のための助言・指導を行う。また、空き家等と認められる場所に立ち入って建物損壊状況

　や、衛生上有害な状況などの確認を行い、実態に沿った指導に努める。
・空き家実態調査業務委託 3,854千円
・空き家所有者の訪問等調査に係る経費　　 94千円
・研修会参加負担金　 　90千円

２．特定空き家の認定と措置 842千円
　　放置すれば著しく保安上危険、衛生上有害な空き家を特定空き家として認定し、空き家対
　策法や国のガイドライン等に基づき、所有者等に対し行政指導を行い是正を促す。改善され

　ない場合は勧告・命令等の法的措置を講ずる。
・特定空き家審査会委員報酬 570千円
・審査会に係る事務経費　 　272千円

３．空き家の利活用の推進 4,934千円
　　空き家所有者等の利活用に関する意向を把握するとともに、広報活動、セミナーの開催等
　により利活用に関する広報・啓発を行い、本市の実態に即したマッチング制度を推進する。
　その実効性を高めるため、新たな補助制度等を導入する。

(拡) ・空き家所有者と利活用希望者の情報を集約するホームページ作成に係る経費

808千円
(拡) ・利活用支援初期整備補助金　（1,000千円×3件） 3,000千円
(拡) ・利活用支援初期整備補助金に係る選考委員会の設置 422千円

・広報活動、セミナー開催等に係る経費　　 704千円

４．推進体制の整備 2,540千円
　　空き家の適正管理と利活用という両面からの取り組みを進めるため、平成２８年度に配置
　した空き家対策専門員を継続して配置する。その他推進に必要な事務経費

・空き家対策専門員報酬　　 2,364千円

・空き家対策関係事業事務経費 176千円
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　農林水産業費

款 ７ 項 １ 目 ３ 細目 03 説明 01

【施策等を必要とする背景】
　　農家の高齢化や農業後継者の減少に伴い農業の担い手が減少している。担い手の減少は食料自
　給率の低下や、農地の荒廃化が進み、近隣住民等へ病害虫の発生等の悪影響を及ぼす可能性があ
　るため、本事業により市内農家の経営の安定化及び新たな担い手の確保を図る。

【提案に至るまでの経緯】
　　担い手経営発展支援事業は、市内の複数の農家による法人化を支援する補助事業である。農家
　の高齢化により耕作者が減少した地域の複数の農家から、法人化をし経営の安定化を図りたい旨
　の申し出があったため、国の農業経営法人化等支援事業を活用し、支援を行う。
　　農業後継者研修受入支援事業は、農家の中でも特に優れた農業経営を行っている農業経営士が

　実施する研修に農業の担い手が参加することで、就農後の経営安定を図ることができるため、藤
　沢市農業経営士協議会に対し研修受入に対する補助金を交付し、研修機会の安定確保を図る。

【市民参加の実施の有無とその内容】 無

【市の策定する計画や条例との整合性】
　　藤沢市地産地消推進計画において「本市農水産業を維持・発展させるため継続的に取り組む施
　策」として位置付けられている。

＜新規事業＞ 担い手経営発展支援事業及び農業後継者研修受入支援事業の実施

特定財源の内訳
（県支出金） 新規就農者確保支援事業補助金 22,500

（県支出金） 農業経営法人化等支援事業補助金 400

1,341
対前年度 5,649 5,650 △ 1

平成２８年度 18,591 17,250

一般財源

平成２９年度 24,240 22,900 1,340

区　　分 事業費 国庫支出金 県支出金 地方債 その他

事　業　名 　担い手育成支援事業費

予算科目 農業水産課

指針体系コード ５－４－６１
まちづくりテーマ 都市の機能と活力を高める

重点施策名 市民生活に不可欠な社会資本・経済環境の整備

新規等の区分

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 事業費合計

24,240 28,740 30,990 30,990 114,960

【事業費（事務事業中の重点事業分）】

拡充
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【将来にわたる効果及び費用】
　１．将来にわたる効果
　　　本事業の実施により市内の農業の担い手の確保と就農後の経営安定が図られ、本市の農業振
　　興及び活性化に繋がる。

　２．将来にわたる費用
　　　本事業実施による毎年度の財政負担見込額は次のとおり 

　平成３０年度　　28,740千円
　平成３１年度　　30,990千円
　平成３２年度　　30,990千円

【事業概要】
　　市内農業の新たな担い手や農業後継者、担い手不足の農業者を支援する市民ボランティアに対
　する支援を行う。

１．市内若手農業者に対する講習会、研修会支援 千円
　　　対 象 者：さがみ農協藤沢市青少年藤友会
　　　支援内容：パソコン簿記講習会や優良事例視察研修会等講師謝礼

２．地域住民との交流、農業理解促進活動の実施 千円
　　・景観形成事業 689千円
　　　委 託 先：さがみ農協藤沢市青少年藤友会　　　
　　　委託内容：遊休農地において景観作物(コスモス等)を栽培し摘み取りイベントを行う。
　　・農業体験講座の開催  30千円
　　　対 象 者：農業に興味のある学生　　　　　
　　　内　　容：農業に関する体験講座を行う。

３．援農ボランティア養成講座の開催 千円
　　　期　　間：４～１１月（全２０回）　
　　　場　　所：市内農場４カ所
　　　対 象 者：援農ボランティア活動を希望する市民　４０人程度

４．新規就農者に対する支援 千円
　　・青年就農給付金の交付 22,500千円
　　　「藤沢市人・農地プラン」において、中心となる経営体に位置づけられた新規就農者
　　に対して、国が実施する新規就農・経営継承総合支援事業に基づき補助金を交付する。

　対 象 者：平成２０年４月以降に参入した４５歳以下の独立自営就農者
　支援内容：年間最大１５０万円の交付金の支給

　　・新規就農指導員謝礼 45千円

(新) ５．担い手経営発展支援事業 千円
　　　市内の複数の農家が法人化する際に要する法人登記に係る費用等について、国の農業
　　経営法人化等支援事業を活用し、補助金を交付する。

　対 象 者：市内の複数の農家により設立された法人
　支援内容：定額４０万円

(新) ６．農業後継者研修受入支援事業 千円
　　　新規就農希望者の研修を受け入れている藤沢市農業経営士協議会に対し、その技術と
　　農業経営を今後の農業の担い手が学ぶことで円滑な就農を果たせるよう研修受入に対す
　　る補助金を交付する。

　対 象 者：藤沢市農業経営士協議会
　支援内容：研修生を受け入れた農業経営士に対し３万円の補助金を交付

７．担い手育成支援事業事務経費 千円
　　旅費、消耗品費

48

15

719

123

22,545

400

390
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５ 地域づくり 

 

各地区での取組として，市民センター・公民館が郷土づくり推進会議と実施する

事業について示します。 

各地区の事業は，市が実施，支援等を行うものであり，地区集会等での意見を踏

まえ，毎年見直しを行いながら進めます。 

 

① 六会地区まちづくり事業 

② 片瀬地区地域まちづくり事業 

③ 明治地区まちづくり事業 

④ 御所見地区地域まちづくり事業 

⑤ 遠藤まちづくり推進事業 

⑥ 長後地域活性化事業 

⑦ 辻堂地区地域まちづくり事業 

⑧ 善行地区まちづくり事業 

⑨ 湘南大庭地域まちづくり事業 

⑩ 湘南台地域まちづくり事業 

⑪ 鵠沼地区まちづくり事業 

⑫ 藤沢地区まちづくり事業 

⑬ 村岡いきいきまちづくり事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110



六会地区まちづくり事業  

まちづくりのテーマ 

 

素素的的ななふふるるささとと  六六会会  

 

まちづくり事業 

 

１ 公園提案事業 

地区内には２８の公園があります。立地条件・規模・

利用者の現状等それぞれ特徴がありますが，子どもから

高齢者・障がい者まで安心して遊べる公園等について，

地域の要望（自治会・町内会，公園愛護会連絡協議会等）

も踏まえ多方面から検討し，地域の特性を生かして全世

代が利用しやすい公園を提案します。 

(1) 地区内の公園に関するニーズ調査の検討 

(2) 実効性のある公園改善提案の検討 

 

２ 六会人材センター推進事業 

 地域の人材発掘を行うとともに，地域のまちづくり活 

動の推進を図るため，依頼先とのコーディネート事業等 

を行います。 

(1) 六会人材センターの設置 

(2) 地域の人材発掘 

 

３ 六会まちの相談室事業 

  幅広い層を対象にライフプラン(｢暮らしとお金と安心｣※)に関する①相談事業②セ 

ミナー事業を行います。 

※内容は生涯設計，財産管理，税金，年金保険，医療（費），介護，相続贈与，事業継 

承など 

(1) 相談受付事業の推進，相談員の拡充 

(2) セミナー事業の推進，講師の拡充 

 

４ 引地川自然環境向上事業 

円行新橋から引地川親水公園までの引地川両岸の美化を維持しつつ，市に提出した

「引地川の環境改善に関する提言」のフォローをします。 

(1) 引地川両岸の清掃活動と不法投棄防止活動 

(2) 美化活動をするボランティア団体の設立と支援 

(3) 引地川の環境改善提言のフォロー 

 

 

111



５ 六会の伝統文化と歴史調査事業 

六会地区の歴史再発見と地元愛を育むため，六会地区に伝わる民話，伝統芸能，伝統

ものづくりを調査し，冊子にまとめて伝承します。 

また，六会地区の歴史を調査して，六会地区歴史年表を作成します。 

(1) 地区に伝承する民話，芸能，ものづくりの調査 

(2) 地区の歴史調査 

(3) 調査結果のまとめとしての冊子，年表の刊行 

 

６ 花の植栽活動による美しいまちづくり事業 

地区内の公園，小・中学校，特別支援学校，花のボランティア団体等への花の植栽活

動の支援を行い，自然とのふれあいを深めるとともに美しいまちづくりを進めます。 

また，近隣の人々が共同作業をすることで，地域のコミュニケーション（あいさつや

声かけ）や連帯感を深めます。 

(1) 幼苗の育成と苗配布による地域の花の植栽活動支援 

(2) 「六会の美しい庭・風景の写真展」の開催 

(3) あいさつ運動の推進 

  (4) 六会グリーンクラブの支援 

 

７ 六会まちおこし活動支援事業 

  駅前空間の賑わいやまちの美化向上のため，１２月から１月にかけて六会日大前駅東 

口ローターリーにイルミネーションを設置します。さらに，地域の子どもから高齢者・ 

障がい者まで楽しめるイベント等の支援を検討し，六会地区のまちおこしを図っていき 

ます。 

(1) イルミネーション点灯開催 

 (2) 活気あるまちづくりに寄与するイベント等の支援の検討 

 

８ バリアフリー化支援活動事業 

市のバリアフリー化計画(六会日大前駅周辺道路)にあわせ，高齢者，障がい者も安心

して通行できる，道路環境を市との連携により具現化します。 

(1) バリアフリー化工事の進捗状況の見守り 

(2) 地域ニーズの把握と市への提案…六会３４９号線の早期着工 

 

９ 踏み切り安全対策事業 

六会日大前駅南側踏み切りの問題は，地区の長年の課題です。踏み切りの安全対策に

ついて工事が完了しましたが，その後の利用状況，安全性について検証を行います。 

(1) 線路東側に隣接する張出歩道利用状況の実態調査 

(2) 張出歩道廃止に向けた住民意見の聴取 

 

10 交通不便地区解消検討事業 

  六会地区には西俣野北部地区などバスなどの公共交通機関がなく，駅に出るのに徒歩

等での移動手段しか無い交通不便地区があり，地域での移動の課題となっています。 

  地域の誰もが最寄り駅，病院等に容易に出掛けられるよう，予約型乗合タクシーの本 

格運行に向けて推進していきます。 
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(1) 予約型乗合タクシー実証運行の実施（2016年（平成 28年）11月 21日（月）～） 

平成２９年度は，実証運行の乗車人数を上げる活動と住民を主体とした運営組織

の設置を図ります。 

(2) 予約型乗合タクシー本格運行の準備の促進 

平成３０年度は，本格運行の実施を目指します。 

 

11 地域の縁側事業等「地域ふれあい事業」の設立支援事業 

  地域の縁側事業に限らず，広く地域の高齢者等のふれあい（心の交流）に係る事業の 

設立支援に努めます。 

(1) 地域ふれあい事業設立の他団体（事業者）への支援・協力・働きかけ 

 

12 「多世代学び場」づくり支援事業 

  公や民間の施設（場所）を活用して，高齢者に限らず，またテーマも福祉に限定せず 

に幅広く日常生活に役立つ事を気楽に学べる「場」の設立支援に努めます。 

 (1) 場所や実施主体（団体，有志，講師）の確保 

 

 

長期的に取り組む地域課題等 

六会のまち全体としての魅力（誘因力）を創る「六会まちづくりプランの検討」を将

来的な課題としています。 

また，藤沢型地域包括ケアシステムの理解を深め，取組を推進していきます。 
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片瀬地区地域まちづくり事業 

まちづくりのテーマ 

 

歴史の薫りと潮の香りがただよう 
ふれあいのまち 片瀬・江の島

 

まちづくり事業 

 

１ 片瀬地区人材・情報バンクセンター事業 

地域の活動と人をつなぎ，人材の流通と地域活動

の活性化を推進するため，地域活動情報，人や団体

の情報などを蓄える人材・情報バンクセンターを設

置するとともに専属のコーディネーターを配置し，

人と団体と情報とを結びつける業務などを実施しま

す。 

(1)  地域の情報収集（関係づくり），登録者・情報

の蓄積 

(2)  コーディネーターによる相談対応，コーディネ

ート 

(3)  地域情報の発信（広報紙発行，ポータルサイト

掲載） 

(4)  活動参加へのきっかけづくり（講演会等イベン

ト開催） 

 

２ 地域広報事業 

多くの人々が交流し，地域の魅力にあふれるまちの実現を図るため，広報紙及び片瀬

地区ポータルサイトによる地域活動等情報の発信・広報を実施します。 

(1) 広報紙「片瀬・江の島まちづくり通信」の発行 

(2) 片瀬地区ポータルサイトの充実 

 (3) 地域情報の整理と共有の推進 

 

３ まちかどミニベンチ設置事業 

ふれあいのあるやさしいまちづくりを目指し，ニーズを把握してまちかどの小さなス

ペースを活用したミニベンチの設置を進めていきます。 

(1) ミニベンチ設置場所の調査・検討・土地所有者等調整 

(2) ミニベンチの設置 

 

４ 緑と花いっぱい推進活動事業 

全国有数の観光地であり，東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会のセ

ーリング会場にもなる片瀬・江の島地域としてふさわしい景観の確保並びに環境の浄化
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を図るため，地域ボランティアを募り，江の島弁天橋植栽帯花植え等のボランティア活

動を支援します。 

 

５ ボランティアセンター事業 

人と人とのつながりを拡げ，支えあう地域の実現を図ることを目的に，地域福祉活動

の拠点として，赤ちゃんからお年寄りまで誰もが気軽に立ち寄れる居場所「片瀬地区ボ

ランティアセンター（愛称 ひだまり片瀬）」の充実に向けた取組を実施します。 

(1) 居場所・ひだまり，かたせ・にこにこ広場の開設 

(2) 機関紙の発行 

 

６ まちかど相談事業 

誰もが安心して暮らせる地域づくりを推進するため，子育て・思春期・老後・介護な

どに関する相談を行政窓口より身近な地域の居場所を活用し，地域ボランティア・地域

包括支援センターなどが連携し実施します。 

(1) 行政窓口より身近な相談場所の設置 

(2) 臨床心理士等専門家の連携による相談の実施 

 

７ 公民館活用事業 

公民館事業の活性化及び公民館の有効活用の推進を図るため，地域の皆さんの意見や

要望を公民館評議員会と協力して公民館運営に反映させ，さらに公民館と地域活動の連

携を促進させ，課題の把握と解決の検討を実施します。 

(1) 公民館事業と各地域団体事業の計画を効率的で効果的にするための調整 

(2) 各種イベントの実施が一目でわかるような情報集約とその表示の検討 

(3) 公民館施設のメンテナンス必要箇所の抽出とその改修の提言 

 

８ 青少年居場所事業 

子どもたちを見守り，育む地域づくりの推進を図るため，片瀬しおさいセンターでの

青少年の居場所づくり・対話・見守りを実施します。 

(1) 公民館を利用した青少年の居場所の確保 

(2) 青少年を見守るボランティアの配置 

 

９ 小学生夏休みふれあい事業 

子どもたちを見守り，育む地域づくりの推進を図るため，夏休み中に公民館へ集う小

学生への宿題・勉強支援と見守り活動を実施します。 

(1) 指導者等事業運営体制の整備 

(2) 小学生を対象とした勉強会等事業の実施 

 

10 青少年ボランティア活動支援事業 

地域の青少年の成長を応援するため，ボランティア活動への参加を支援します。 

(1) 地域で実施されるイベント等事業の主催者等との調整，活動の場の確保 

(2) 青少年へのボランティア活動の情報提供 
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11 民俗文化財等継承事業 

片瀬地区で３００年前から唄いつがれ市無形民俗文化財として指定されている片瀬

餅つき唄や伝統的な片瀬こまなど，地域にゆかりのある民俗文化財等継承活動の支援を

実施します。 

(1) 片瀬餅つき唄保存会及び片瀬こま保存会の活動発表や展示事業等の開催 

(2) その他片瀬ゆかりの文化の継承・発展を図るための事業の実施 

 

12 江の島道の整備事業 

旧江の島道を歴史探訪の道としての整備を実施するとともに，生活道路としての安全

性の向上を目指します。 

(1)  杉山検校の道標をはじめとする旧江の島道の道標・史跡の整備 

 

 

 

長期的に取り組む地域課題等 

片瀬・江の島地域には，市内で最も少子化が進み高齢化も進んでいることでの課題，

歴史ある旧道や昔からの狭あい道路が現在も生活道路や通学路として使われているこ

とでの課題，また，全国有数の観光地として多くの観光客が訪れる地であるとともに，

住民の生活地として両立するための安全・安心や環境面での問題点など，地域の特色ゆ

えに浮彫になってくる日常生活での課題が数多くあります。これらのうち，ひとつの地

域団体による活動では対応が困難な地域課題について，片瀬地区郷土づくり推進会議

（片瀬・江の島まちづくり協議会）が検討し，まちづくり事業として事業化したものも

多くあります。 

一方では，市，県，関係機関や団体等の動向を見据えていく必要がある地域課題，並

びに，片瀬山市民の家再整備を踏まえた公的資産の有効活用，地域の居場所のあり方，

廃屋への対応，より身近な高齢者相談窓口，生活支援ボランティアの推進，ひとり暮ら

し高齢者・障がい児者の見守りや移動手段の課題，また，東京２０２０オリンピック・

パラリンピック競技大会のセーリング会場となる地元地域として，地域の魅力や特色を

来訪者や転入者も含めた次世代へ継承するなど，長期的に取り組んでいく必要のある地

域課題があることも，片瀬地区郷土づくり推進会議として認識をしています。 

  なお，今後も地区集会等の機会を捉えて，引き続き地域課題を集約していき，片瀬地

区郷土づくり推進会議が中心となって，地域としての取組を検討していきたいと考えて

おります。 
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明治地区まちづくり事業 

まちづくりのテーマ 

 

明るく楽しい未来を創るまち，めいじ 

 

まちづくり事業 

 

１ 歴史・文化継承事業 

明治地区には，「耕余塾」，「旧三觜八郎右衛門家

住宅」などの歴史・文化資産が数多くあります。そ

れらを活用して明治地区の歴史文化を広く周知し，

次世代へ伝えていくための活動を推進します。 

 (1) 郷土史料室での史料展示 

 (2) 歴史講座等の開催 

 (3) めいじふるさとかるたの活用 

 (4) 小笠原東陽ものがたりの制作と活用 

 

２ 明治地区マナーアップ推進事業 

  歩行喫煙・自転車交通・ごみのポイ捨て・日常の

挨拶など，明治地区全体のマナー向上を図るため，

（仮称）明治地区マナーアップ週間等を設定し，地

域団体・学校等が一体となった取組・活動を実施し，

住みよい生活環境づくりを推進します。 

(1) 駅周辺での街頭キャンペーンの実施 

(2) 市民センター・学校等におけるキャンペーン期間中の「のぼり旗」の掲示 

(3) 地域内回覧によるマナー向上の呼びかけ 

(4) 市民センター・学校等にポスターの掲示 

 

３ 子育て支援充実事業 

  開発や区画整理に伴い，増加している子育て世代に必要な情報の提供を行うとともに，

地域の子育て環境の充実を図るため，子育てグループや子育て支援団体が連携した事業

を行います。                                   

 (1) 明治発！子育て応援メッセの開催及び子育て支援事業の充実 

 (2) 地区内子育て支援グループの交流促進 

 

４ 避難行動要支援者支援体制推進事業 

  自主防災組織（自治会・町内会）を中心に，災害時に自主的避難が難しく支援を必要

とされる方に対し，災害時の迅速な支援体制を構築するため，自治会・町内会等との協

力体制を強化するとともに，地区民生委員との連携等を図ります。 

 (1) 避難行動要支援者支援体制の構築 
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 (2) 自治会・町内会，自主防災会と民生委員等との連携 

 

５ 小・中学生地域活動参加促進事業 

地域の自然，景観，歴史，文化を継承し，地域アイデンティティを受け継ぐ，地域に 

おける将来の担い手を育成するため，小・中学生の地域活動への参加を促進します。 

 (1) 各事業への参加の呼びかけ 

(2) 学校との連携 

 

６ 大学生と小・中学生の交流促進事業 

  地域の未来を担う人材を育成するため，小・中学生を対象に，大学生ボランティア等

と地域団体の協働による講座，事業等を開催するなど，世代を超えた交流と学習機会を

創出します。 

 

７ 道路バリアフリー化促進事業 

  だれもが安全に道路を利用できるよう，地区内の主要な道路のバリアフリー化につい

て検討し，必要に応じて担当部署に要望していきます。 

 

８ 明治地区健康体操推進事業 

明治地区内住民の健康維持と住民同士の交流を促進し，健康でいきいきと生活できる

環境づくりを目指し，健康体操の普及を図ります。 

 (1) 自治会・町内会及び老人会等に，体操への参加を促すための案内。 

 (2) 地区内で実施されている健康体操の案内。 

 (3) 健康体操を広めるため健康体操サポーターの拡充並びに育成。 

 (4) 健康体操を実施している団体や健康体操サポーターに必要な支援の実施。 

 

９ 子どもの安全を守る「不審者情報共有化」事業 

  子どもの安全を守るため，不審者情報をパトロール団体等が共有し，効果的に巡回を

行う等対応する仕組みを構築します。 

(1) 不審者情報を共有するネットワークの構築並びに効果的な巡回の調整。 

(2) 子どもへの声かけ等，抑止効果を高める活動の実施。 

 

 

長期的に取り組む地域課題等 

大型商業施設の進出や圏央道の開通による通過交通の増加等により，地区内で，土，

日，祝祭日を中心に慢性的な交通渋滞が発生している現状があります。 
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御所見地区地域まちづくり事業 

まちづくりのテーマ 

 

みんなが楽しめる心なごむ田園パーク・御所見 

 

まちづくり事業 

 

１ 田園パーク構想推進事業 

  「少年の森」と，隣接する「健康の森」を結ぶ 

ことにより北部観光の振興拠点とすることの検討 

を進めるとともに，富士山・大山を望む観光ルー 

トや荒廃農地利用について庁内関係課との協議を 

進めます。また，地区の農畜産物の付加価値を高 

め，「御所見ブランド」の創出を目指します。 

さらに，花桃祭り，れんげの里まつり，彼岸花 

まつり，ざる菊鑑賞ツアーなど地域団体が実施し 

ている事業の展開と合わせ，農地や樹林地，豊か 

な水系に恵まれた地域特性を生かし，四季折々の 

花に彩られた環境整備や高齢者が活躍できる場の 

提供を，地域団体やボランティアと協働して進め 

ます。 

(1)「少年の森」と「健康の森」を結ぶルートの整備や，拠点としての「少年の

森」及び周辺整備の検討 

(2) 地区内の農畜産物を使用した「食」の提供促進と「御所見ブランド」の創 

出，加工施設の検討 

(3) 地域団体，ボランティアと連携し地区内の花の植栽を進めるとともに，高 

齢者の活躍の場を創出  

 

２ 情報発信推進事業 

 地域の歴史，身近な話題など地域に密着した情報を提供するとともに，地域 

の魅力を外部に発信していきます。 

(1) ホームページによるリアルタイムな情報提供と発信 

(2) 広報誌等による地域情報の提供 
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長期的に取り組む地域課題等 

  「少年の森」を地域の拠点施設として位置づけていますが，青少年健全育成

施設であることから，その活用においては管理主体との調整が必要となります。 

  従来の青少年健全育成施設の機能に加えて，外部からの誘客施設，中高年者

も自然に触れ，憩える施設とすることを目指し，具体化に向け関係課と協議を

進めます。また，「御所見ブランド」としての地元食材を使用した料理の提供や，

高齢者の智恵を活用した伝統的産品の復活・販売により自主運営できる施設の

建設なども視野に入れた周辺整備についても，更に研究を進めることが必要で

す。 
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遠藤まちづくり推進事業 

まちづくりのテーマ 

 

新新たたなな時時代代をを拓拓くく「「健健康康とと文文化化のの森森」」をを創創造造しし  
““人人とと自自然然ががいいききづづくくままちち””夢夢ののああるるままちち遠遠藤藤をを目目指指ししまますす  

 

まちづくり事業 

 

１ 高齢者見守りネットワーク体制推進事業 

地域団体やボランティア団体と行政とが連携し，

高齢者が安心して暮らせる地域社会の実現を目指し，

健康づくりや交流事業を通した見守り活動の推進と

居場所づくり，地域人材の育成に向け高齢者見守り

ネットワーク体制を構築し，支えあう地域社会づく

りを推進します。 

 

２ 地域活動の広報充実事業 

「遠藤まちづくりニュース」等の広報紙について

地域活動の紹介やイベント情報を充実し，豊富な内

容にするとともに，遠藤地区ポータルサイトを活用

した地域イベント情報の積極的な発信や、慶應義塾

大学との情報連携を推進するなど，各種媒体を用い

た効果的な地域情報の提供と地域のＰＲに取り組み

ます。 

 

３ 避難行動要支援者支援体制整備事業 

「避難行動要支援者」をはじめ避難支援を要する全ての人が，災害時に近隣住民が声

をかけあい，支えあい，手を差し伸べることで安心して暮らせる地域社会の実現を目指

し，関係団体と連携し避難行動要支援者支援体制の構築に向け，自治会への支援を推進

します。 

 

４ 遠藤魅力アップ推進事業 

健康の森や小出川に残る良好な自然や史跡，果樹園等を巡る散策路（フットパスネッ

トワーク）の整備を推進し，自然や農業，お祭りなどの地域資源を結び，関係団体や関

係機関と連携して地域の魅力を高める取り組みを進め，観光や農業の振興を図ります。 

 

５ 自然環境推進事業 

地域の資産である健康の森や小出川などの良好な自然を保全し，郷土愛あふれる地域

づくりを推進するため関係団体や学校，慶應義塾大学，行政等と連携し，清掃活動や自

然体験学習等を通して，意識啓発と保全活動に取り組む人材の育成を図ります。 
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６ 道路環境整備事業 

歩行者及び車両が安全に通行できる，安全安心な道路環境を推進するため，地域と行

政が一体となって地区内の狭あい道路など交通危険箇所の改良整備を進めます。 

  また、地区内の交通不便地域の解消に向け，調査研究を進めます。 

 

７ 魅力と活力あふれるまちづくり推進事業 

「藤沢市都市マスタープラン」や「健康と文化の森地区まちづくり基本計画」に基づ

き，今後予定される新たなまちづくりの方向性について，地域団体や関係機関，慶應義

塾大学や行政等と連携し，地区の将来的発展を見据えた土地利用や交通，景観等につい

て検討し，都市拠点機能や観光拠点機能を高め，魅力と活力あふれるまちづくりの実現

に向けた取組を進めます。 

 

８ 伝統文化継承事業 

遠藤地区には，本市の無形文化財に指定された「遠藤ささら盆おどり」や「焼き米搗

き唄・臼引き唄」があり，地域に伝わる貴重な文化資源となっています。これらの民俗

芸能を次世代に引き継ぎ，歴史や文化を語り継ぐことで郷土に対する愛着を深めていく

ことが大切です。そのため，子ども達の体験や学習の場，民俗芸能保存団体の活躍の場

を広げ，広報活動に積極的に取り組むことで、担い手の育成と伝統文化の継承に向けた

支援を図ります。 

 

 

長期的に取り組む地域課題等 

相鉄いずみ野線延伸に伴う新駅周辺のまちづくりについては，都市拠点として都市機

能の充実を図り，地域活力を高める重要な事業であり，地域が行政と連携協力し長期的

に取り組む課題となっています。 

また，集中豪雨による浸水被害が度々発生しており，地域住民が安全安心に生活でき

る環境の整備に向け，浸水対策は長期的に取り組む課題となっています。 

超高齢化社会が進行するなかで，誰もが住み慣れた場所で安心して暮らし続けること

ができるよう，地域資源のつながりと連携を深め，住民一人一人が互いに支えあう地域

社会の実現が，長期的に取り組む課題となっています。 
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長後地域活性化事業 

まちづくりのテーマ 

 

ささぁぁつつくくろろうう！！ままちちのの輪輪・・ひひととのの和和・・みみどどりりのの環環  
 

地域活性化事業 

 

１ 健康づくり普及事業 

地域に根ざした健康づくりを普及させるために，

身近な場所で気軽に参加できる健康づくり事業を実

施します。 

(1) 健康づくりに関する講座の実施 

 

２ 長後すくすく応援事業 

子育て世代を応援するため，地域で子育てを支援，

応援している団体やグループ，ボランティア等が一

堂に会する長後版の子育てメッセを開催し，子育て

世代の親子の仲間づくりと子育てに役立つ情報の提

供，意見交換など地域で子育てを支援していく体制

を推進します。 

(1) 「長後子育てメッセ」の開催 

 

３ 地産地消推進事業 

長後地区で栽培されている果物やその他の特産物を紹介するとともに，商店街の活性

化にもつながる地産地消のイベントを行います。 

(1) 地産地消イベントの実施 

 

４ 地域人材発掘・育成事業 

地域社会の高齢化等が進む中で，今後の地域コミュニティをさらに発展させていくた

めに必要な人材の発掘や育成について，情報交換の場づくり等の調査研究を行います。 

(1) 人材育成講座の開催等 

 

５ ちょうご見守りネットワーク事業 

住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくことができるよう，高齢者を支える「ち

ょうご見守りネットワークシステム」の定着と推進を図ります。 

(1) いきいきサポートセンター（地域包括支援センター）と連携した，見守り・声かけ 

などの推進 

 

６ 観光・歴史資源開拓事業 

長後地区内の名所，旧跡の説明板の整備や観光資源の開拓等を行います。 

(1) 名所，旧跡説明板の設置等 
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７ 交通不便地域移動支援事業 

長後地区の交通不便地域解消のため，新たな交通手段の実施に向けた調査や検討を行

います。 

(1) 住民ニーズの調査 

(2) 移動手段や手法の検討 

 

８ 花いっぱい運動推進事業 

  長後地区内の花のボランティア団体の花の植栽活動を支援するとともに，地域の人が

親しみを持てる花壇の整備を行い，きれいなまちづくりを進めます。 

(1) 花の広場の管理 

(2) プランターへの花植え等 

 

９ 長後子ども安全ネットワーク事業 

児童生徒が登下校時に安心して通学できるよう，スクールガードリーダーを中心とし

た子どもを守るネットワークの強化と情報交換等を行い，防犯意識の高揚と防犯対策の

推進を図ります。 

(1) 安全安心ネットワーク会議の開催 

(2) 安全パトロールの実施 

  

10 安全・安心ステーション運営事業 

防犯情報の共有や情報交換，防犯パトロールなど地域防犯活動の拠点施設である「安

全・安心ステーション」の運営に対して支援を行います。 

(1) 今後の事業展開を含めた有効活用策の検討等 

 

 

長期的に取り組む地域課題等 

都市計画道路の早期整備により長後駅周辺の通過交通を排除し，慢性的な交通渋滞を

緩和するとともに，狭あいな生活道路の解消や駅周辺から離れた地区の交通手段の確保

等都市基盤整備の不足を解消する取組が課題となっています。 

また，長後駅入口交差点から長後市民センターに至る市道長後７２５号線の歩道整備

により，地域の住民が安全に通行できる環境整備を進めることが急務となっています。 
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辻堂地区地域まちづくり事業 

まちづくりのテーマ 

 

歴歴史史とと緑緑とと潮潮風風ののかかおおるる，，健健ややかかななままちち  ””湘湘南南辻辻堂堂””  

 

まちづくり事業 

 

１ 生活マナーアップ啓発事業 

 現在，自転車・ペット・ごみ等の生活マナーの啓発

については地域団体によりチラシの配布，キャンペー

ンの実施，看板の設置等が行われています。 

 それらの個別的な取組から，地区が一体となって総

合的な取組を実施することにより，地域住民や来訪者

(観光客)のマナーの向上を図り，地区の生活環境の向

上を図ります。 

(1) チラシ・パンフレット等による啓発活動 

(2) キャンペーンの実施 

(3) マナー啓発看板の設置 

 

２ 青少年育成推進事業 

 青少年の健全育成については，青少年育成協力会や

青少年会館等によって取組が進められていますが，さらに体験学習や地域の子どもと中

学校や高校の部活動等との交流を進めるとともに、子どもが安心して屋外で遊べるよう

な地域で子どもを見守る環境づくりをめざし，講演会の開催や，見守りボランティアの

育成などに取り組みます。 

(1) 子どもと中学校・高校の部活動等との交流 

(2) 地域スポーツの応援活動 

(3) 青少年の健全育成を目的とした体験学習の実施 

(4) ビーチクリーンやボランティア等地域活動の実施 

(5) 子どもの見守りに関する講演会の開催 

(6) 子ども見守りボランティアの育成 

(7) あいさつ・声かけ運動の推進 

 

３ 健康推進事業 

 ｢私たちの藤沢 健康都市宣言｣に基づき，地域ぐるみで健康づくりに取り組み，地域

で健康な生活を続けていくことをめざし健康に関する講座等を開催します。 

(1) 身体を動かす講座の開催 

(2) 手軽に取り組めるスポーツの普及促進講座の開催 
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(3) 医療機関と連携した健康講座の開催 

(4) 心のバリアフリーの推進 

 

４ 防災対策推進事業 

 東日本大震災以降，地域で高まった津波への不安を軽減するほか，津波をはじめとす

る災害に対する正しい知識情報の発信を目的とした防災対策講演会の実施など地域で

できる防災対策を進めます。 

(1) 防災対策の推進 

(2) 防災対策講演会の開催 

 

５ 湘南辻堂地域ブランド情報発信事業 

 地域への誇りや愛着が育まれるよう，地域ブランド，地域グルメを生み出すための取

組を進めます。 

 また，地産地消のきっかけづくりを図るため，平成２２年度から実施している｢辻堂

朝市｣を引き続き実施します。 

(1) 地域ブランド認定組織の立ち上げ，基準策定，認定，情報発信 

(2) 地域グルメの開発・普及 

(3) 辻堂朝市(地産地消の取組)の実施 

 

６ 伝統文化継承事業 

 地区に伝わる伝統文化についての情報発信や講座の開催などに取り組みます。さらに，

地区内に点在する地区の財産である名所旧跡についても，｢辻堂ふるさとマップ｣を活用

した周知や，それらについての説明板の新設や更新を行います。 

(1) 伝統文化についての情報発信 

(2) 伝統文化伝承講座の開催 

(3) 辻堂ふるさとマップによる周知 

(4) 地区内名所旧跡の説明板の新設・更新 

 

７ 環境美化キャンペーン事業 

 地区内の環境の美化を進めるための取組として，現在，地区生活環境協議会等により

様々な取組がなされています。その実績を踏まえ，さらに地区内の環境美化を進めるキ

ャンペーン等を行います。 

 あわせて，まちと自然が調和する辻堂駅南海岸線及びその周辺の美化や辻堂駅南口の

美化を推進します。 

(1) 効果的なクリーンキャンペーンの実施方法の検討 

(2) 辻堂駅前美化活動の検討 

(3) 辻堂駅南海岸線及びその周辺の全体的な美化計画の検討 

 

８ 商店街活性化イベント実施事業 

 商店街を活性化するため辻堂商店会連合会などと協働し，商店街を利用するきっかけ

となるイベント等の開催を検討します。 
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 また，地元商店街のホームページを充実させ，商店街の買い物，イベント等の情報発

信を行います。 

(1) 商店街活性化イベント等の開催の検討 

(2) ホームページ等による商店街の情報発信の充実・推進 

 

９ 地域拠点施設提言事業 

 地区における行政サービス提供の拠点であり，災害時には地区の防災拠点となる辻堂

市民センター・公民館は，老朽化や駐車スペースの不足など，その機能に様々な課題を

抱えています。 

 市民センターの建て替えの時期にあわせて行ってきた提言の実現に向けて，取り組ん

でいきます。 

(1) 提言の実現に向けた取組 

 

10 道路問題箇所改善事業 

 地区内の老朽化が進む道路問題箇所などを調査するとともに改善要望等を行います。 

(1) 道路問題箇所の改善要望 

 

11 辻堂グリーン回廊事業 

 地区内の歴史的財産である名所旧跡や辻堂海岸遊歩道，引地川緑道などを自転車や徒

歩等で巡るグリーン回廊を周知するため案内板等を整備するとともに，グリーン回廊ウ

ォーキングを実施します。 

(1) ｢辻堂グリーン回廊｣の設定及び情報発信 

(2) 案内板等の設置 

(3) グリーン回廊ウォーキングの実施 

 

 

長期的に取り組む地域課題等 

海岸線に面している辻堂地区は，東日本大震災を契機として，津波避難対策や防災対

策などへの関心が高まっています。 

このため，市への提言・提案事項としては，地区防災拠点等の役割も担う辻堂市民セ

ンターの建て替えの要望書及び提言書を提出しています。老朽化への対応や地域からの

要望が高い防災機能の充実を図るために早期建て替えの必要性があります。 

そのほか，辻堂駅北口に大型店舗が進出したことにより，南北の交通渋滞が進んでい

るため，この解消を図る南北線の早期開通が望まれています。 
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善行地区まちづくり事業 

まちづくりのテーマ 

 

みんなが元気で，誰にもやさしい 坂のまち 

 

まちづくり事業 

 

１ 地域活動ネットワーク事業 

地域住民が地域活動に参加しやすい環境をつくるた

め，地域で活躍する団体の情報等を発信し，住民同士の

ネットワークの構築を支援します。 

(1) 地域事業にボランティアを誘導する広報紙の発行 

 

２ 「ぜんぎょう」を知ろう事業 

わがまち「ぜんぎょう」への郷土愛の醸成を図るため，

「善行かるた」などを用いて，善行に関する様々な情報

を地域住民に提供します。 

(1)  ｢公民館まつり｣への参加による情報発信の支援 

(2)  ｢善行かるた｣の増刷 

(3)  まち歩きの開催 

 

３ 高齢者等移動支援事業 

坂の多い善行で，高齢者や障がい者，子育て世代の親子など地区内を移動することに

不便を感じる方々を支援します。 

 (1) 特定非営利活動法人のりあい善行の運行に係る情報発信の支援 

 

４ 活気ある地域づくり事業 

活気ある地域づくりを進めるため，自治会・町内会とも協力しながら，地域団体の活

動や地域イベントの再構築など，地域の活性化を図ります。 

 

５ つづけよう きれいな善行 

きれいで住みよい地域環境を保つため，地域団体と協力しながら，地域の美化推進を

図ります。 

 

 

長期的に取り組む地域課題等 

地域コミュニティの高齢化・希薄化に歯止めがかかっていない現状を改善し，活発な

地域活動を維持・発展させていくため，「担い手」の育成といったソフト的な課題と，

活動場所となる公共施設等の確保といったハード的な課題があります。 
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湘南大庭地域まちづくり事業 

まちづくりのテーマ 

 

住住みみたたいい  住住みみ続続けけたたいいままちち  湘湘南南大大庭庭  

 

まちづくり事業 

 

１ 健康なんでも相談事業 

生き生きと安心して暮らし続けるためには，地域    

住民自ら健康づくりに取り組んでいくことが大切で  

す。健康づくりに関する講演会や相談会を開催し， 

健康への意識の高揚を図り，生き生き健康のまちづ  

くりを推進します。 

(1) 地区住民の生活習慣，食事，運動などの改善を図 

るため，健康寿命を延ばすイベントや講演会を開催， 

又は協力するなどの取組を推進します。 

(2) 健康に関する専門機関と連携しながら，地区住民 

にとって身近な施設を利用して，「健康相談事業」 

を実施し，地区住民の健康増進に取り組みます。 

 

２ 地域のゴミゼロ運動推進事業 

 地域の環境美化に取り組んでいるポイ捨て無くし隊は，地区内４小学校と石川小学校

の子ども達を中心に多くのボランティアによって，道路・公園のポイ捨てゴミを無くす

清掃活動を行っています。この活動への参加者の拡充を図り，地域が一体となった活動

を推進します。 

 (1) 年間５回実施するポイ捨て無くし隊活動を支援 

 

３ 歩行空間バリアフリー事業 

  高齢者，障がい者の方々が外出しやすく，円滑に移動することが出来るように，交差

点の歩道と車道の擦り付け約１５０箇所を計画的にバリアフリータイプの構造物に更

新し，利便性，安全性の向上を図ることにより，誰もが安心して暮らせるまちの実現を

目指します。 

(1) 歩道段差解消修繕の実施 

  

４ 街路樹景観保全事業 

  辻堂駅遠藤線のケヤキ並木は，まちと自然が調和している街路樹として地域住民から

大変親しみを持たれています。この地域資源としても重要なケヤキ約３００本の定期的

な剪定を実施し，辻堂駅遠藤線の景観を長く保全し維持していきます。 

(1) ケヤキ剪定作業の実施 
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５ 健康増進公園改修事業 

  高齢者のみならず幅広い年齢層の市民が，日頃から身近なところで健康づくりを行え

るように，地区内の公園に健康増進遊具を設置して健康増進公園として整備することに

より，生き生き健康のまちづくりを推進します。 

(1) 健康増進遊具設置工事の実施 

 

６ 健康体操普及推進事業 

  地区住民の高齢化に伴い，高齢者の自立した生活を支えるため，ラジオ体操を中心と

した「健康体操普及推進事業」を進めます。 

(1) 地区内の公園での朝の体操風景が日常化することで，参加者同士が顔見知りになり，

人と人とのつながりによる健康づくりのまちを目指す。 

 

７ まちづくり課題解決事業 

  「住みたい 住み続けたいまち，湘南大庭」のまちづくりを目指して，１０年後の 

まちのイメージを描きつつ現在の課題を解決する方策を検討し事業化に取り組みます。 

(1)「高齢者支援」，「子ども・子育て育成支援」，「コミュニティ活動の活性化」の３つ

のテーマを中心とする課題解決事業を継続して検討する。 

 

長期的に取り組む地域課題等 

  自治会の役員のなり手がない，世代交代ができない，事業の継続が困難になっている

などコミュニティ活動の活性化が課題となっています。急速に進む高齢化を踏まえて，

地域のなかで支援されるとともに支援する側にもなる高齢者が主役となって，子ども・

子育て育成支援や高齢者の見守りなどを含めたコミュニティ活動に取り組んでいける

ように，先進事例の調査・研究を行いながら具体的方向性と地区の社会資源を生かした

事業化を検討していきます。 

  また，地区内の車椅子で利用することができない公園にスロープを設置するなどの公

園のバリアフリー化を検討します。 

130



湘南台地域まちづくり事業 

まちづくりのテーマ 

 

川川とと緑緑にに囲囲ままれれ，，豊豊かかなな文文化化をを育育てて，，みみんんななでで創創るるままちち湘湘南南台台  

 

まちづくり事業 

   

１ 緑の回遊路事業 

地区内には湘南台公園や円行公園など多くの公

園があり，境川や引地川が流れ，身近に自然とふれ

あうことができます。さらに，今田遊水地や下土棚

遊水地の上部利用計画が進められており，地区内に

点在する神社仏閣や文化施設を含めた地域資産を有

効に活用した緑の回遊路事業を推進し，豊かな自然

とふれあい，憩いと安らぎを体感できる湘南台の新

たな魅力づくりとその発信を進めます。 

(1) 「レインボータウンわくわくマップ」の更新 

(2) 緑の回遊路を発信するウォークイベント（湘南

台さんぽ、湘南台七福神めぐり）の開催 

(3) 「（仮称）花のまち湘南台」に向けた緑の回遊路

の充実 

 

２ 子育てネットワーク事業 

地区内に住む多くの子育て世代のために，保育園や幼稚園，子育て支援センター等の

子育て関係機関や子育てサークル，地域団体等と連携して「湘南台子育て応援メッセ」

を開催し，子育てに関する情報の提供や相談などの支援を行います。 

(1) 「湘南台子育て応援メッセ」の開催 

 

３ ようこそ先輩 in湘南台事業 

地区内の中学生の職業意識を育てることを目的に，主に湘南台中学校を卒業し様々な

分野で活躍する先輩を講師として中学生との交流会を開催し，中学生が自分の将来を考

える機会をつくります。また，あわせて地域･学校･ＰＴＡが連携し，地域で子どもを育

てる郷土づくりを推進します。 

(1) 「ようこそ先輩 in湘南台」の開催 

 

４ 地域サポーター育成事業 

地区内では様々な地域活動が行われ，地域のまちづくりに寄与していますが，担い手

不足や高齢化が課題となっているため，地域貢献や社会貢献に関心を持つ方を対象に地

域サポーター養成講座「ゆめまる地域塾」を開催し，地域を担う人材の育成を行うとと

もに，地域活動への参加を促進することにより，地域の活性化を進めます。 

131



(1)  地域サポーター養成講座「ゆめまる地域塾」の開催 

(2)  地域サポーター養成講座「ゆめまる地域塾」修了者の地域活動参加の促進 

 

５ 文化創造事業 

地区の地域性や特性を生かし，人が集い活気にあふれる新たな魅力づくりを推進しま

す。その中心的な取組として，多目的イベントを開催するなど，湘南台駅地下イベント

広場を有効活用することにより，まちの活力創出を進めます。 

(1) 駅地下イベント広場での多目的イベントの開催 

(2) 駅地下イベント広場での展示ギャラリー機能の充実 

(3) 湘南台地区のマスコットキャラクター「ゆめまる・ゆめみん」の着ぐるみの活用 

 

 

長期的に取り組む地域課題等 

交通や居住環境での利便性や満足度が高い反面，交通渋滞や放置自転車の増加など生

活環境の悪化が懸念される状況にあります。また，市北部の都市拠点として，商店街を

中心とした活力の創出が求められています。さらに，将来にわたり子や孫が愛着と誇り

をもてる郷土づくりを進め，満足度の高いまちづくりを目標に，地域特性を生かした文

化の創造や地域人材の育成と活用，地域コミュニティの充実などが地区の課題です。 
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鵠沼地区まちづくり事業 

まちづくりのテーマ 

 

緑緑とと海海とと人人がが輝輝くくままちち  湘湘南南ふふじじささわわ鵠鵠沼沼  

 

まちづくり事業 

 

１ 鵠沼元気塾・鵠沼元気ひろば事業 

２０１３年（平成２５年）４月から鵠沼市民セン

ターにおいて小学生の放課後の居場所として鵠沼元

気塾を開始。２０１６年（平成２８年）４月からは

地区北部への拡大を図り鵠沼元気ひろばを開始。子

どもたちが，地域の協力スタッフとの学習や交流を

通じて豊かな人間性を育むことを目的としています。 

内容は学校の宿題等の学習と地域スタッフの企

画による実験などの共通体験学習。 

 

２ 鵠まつり事業 

  ２００９年（平成２１年）から鵠沼のまちおこし

として鵠沼運動公園芝生広場で開催。地元の魚，野

菜，雑貨，鵠沼魚醤を使った創作料理や，鵠沼公民

館を中心に活動するサークルのステージ出演，フリーマーケット等，参加者全員で盛り

上げ，地域のおまつりとして定着しています。 

 

３ 認知症対策事業 

地域において認知症への理解を深めるために講座や講演会を開催するほか，認知症の

当事者やその家族が安心して暮らすことができる地域づくりを進めます。 

 

４ 公園見直し事業 

地区内に早期に整備され，設備が老朽化した公園をより利用しやすくするため，計画

的に出入口の段差の解消，水飲場の改修等のバリアフリー化を行います。 

 

 

長期的に取り組む地域課題等 

鵠沼地区では，これまでのまちづくり事業や，喫緊の課題である津波避難対策等に継

続して取り組むとともに，計画道路や地区防災拠点としての鵠沼市民センターのあり方

など長期的な課題解決に向け，事業に取り組んでいきます。 
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藤沢地区まちづくり事業 

まちづくりのテーマ 

 

歴歴史史とと文文化化がが息息づづくく,,湘湘南南藤藤沢沢のの都都心心部部拠拠点点  

 

まちづくり事業 

 

１ 藤沢宿活性化事業 

  藤沢地区には，旧東海道藤沢宿周辺を中心に，神

社仏閣や史跡，蔵などの歴史的資源が数多くありま

す。このような歴史的資源を活用した地域イベント

等を実施する活動を支援するとともに，より多くの

方々が藤沢宿を訪れることによって，地区ににぎわ

いをもたらし，藤沢宿のさらなる活性化を図ります。 

 (1) トランスボックスラッピングの維持管理 

(2) 藤沢宿まつりへの支援 

(3) 三宿連携事業への支援  

(4) 藤沢宿のＰＲ 

  

２ 西富憩いの森検証事業 

誰もが身近に自然とふれあうことのできる憩いの 

場であり，地区内の貴重な緑地である西富憩いの森 

について，政策提言「“『西富憩いの森』充実”の提言」を踏まえての再整備を行うこと

で，地域における多世代交流の促進を図ります。 

(1) 散策路の整備 

(2) 活用方法の検討 

 

３ 地域緑化運動事業 

藤沢地区における斜面緑地などを含む都心部の緑は，地域にとって貴重な財産であり，

本市の市街地中心部にあって良好な自然的環境や景観を形成し，市民の生活に快適さや

潤いをもたらしています。 

今後も緑豊かな潤いのある快適な生活環境の継続的な確保や市街地景観の形成・向上

に向けて，緑の保全・緑化を推進し，身近な緑地の整備を進めます。 

(1) 地域の緑地の保全・整備 

 

４ 地域の魅力発見事業 

藤沢地区は古くからの街なみが今もなお残されており，旧藤沢宿にちなんだ寺社や建

物を訪ねて多くの観光客が来ています。 

こうした歴史と文化を併せ持つ，藤沢地区の魅力をより一層アピールするため，古く

から桜の名所として知られている伊勢山公園周辺の整備を行い，地域の活性化に繋げて 
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いきます。 

(1) 伊勢山公園の桜の植樹，花壇などの整備 

 

５ 交通安全対策事業 

藤沢地区は，ＪＲ・小田急線藤沢駅，小田急線藤沢本町駅周辺に通勤，通学あるいは

買い物を目的とした自動車・バイク・自転車が集中するとともに，地区内を国・県道等

の幹線道路が通過するなど，交通事故が発生しやすい道路環境となっています。 

こうしたことから，地域の交通事故の発生場所を記したマップを作成し，地域住民に

周知することにより，事故の防止を図ります。 

(1) 藤沢地区交通安全マップの更新 

 

６ 子どもの見守り活動事業 

 学校・家庭・地域の連携を図り，学校登下校時の子どもの見守り活動や，いきいき・

のびのびとした地域交流ができる安全・安心・快適な環境づくりを進めます。 

(1) 関係団体による情報交換会の開催 

(2) 各種活動を通じた地域と学校との連携の強化 

 

長期的に取り組む地域課題等 

今後取り組む予定の地域課題としては，小田急線藤沢本町駅周辺の利便性の向上を図る

ため，藤沢本町駅周辺検証事業についてさらなる取組を検討します。 

また，高齢者や障がい者が暮らしやすいまちとなるよう，地域生活改善事業についてさ

らなる取組を検討します。 

 なお，今後検討が予定される市への提言事項としては，緑地など，地域環境の向上を図

ることを目的に，(仮称)大清水浄化センター周辺環境整備検証事業，公共施設のあり方検

証事業などがあります。 
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村岡いきいきまちづくり事業 

まちづくりのテーマ 

 

ふふれれ愛愛  ささささええ愛愛  絆絆ででははぐぐくくむむ  ““輝輝らら里里””  むむららおおかか  

 

まちづくり事業 

 

１ マナーアップ啓発事業 

マナーやモラルについて責任ある行動を取るこ

とにより，迷惑行為のない生活環境の実現を目指し，

自転車の乗り方，ごみやたばこのポイ捨て，ペット

の飼い方など地域生活を営む上でのマナーやモラル

の意識の向上に向けた事業を実施します。 

(1) ごみやたばこのポイ捨て等の禁止看板の作成

及び自治会・町内会への配布 

(2) 自転車の安全な乗り方のマナーアップの啓発 

 

２ 村岡あいさつ運動事業 

学校・家庭・地域が一体となり，子どもたちの健

やかな成長と安全・安心な環境づくりのため，これ

までの地域住民による登下校時の児童や隣人に対す

る声掛け運動をさらに充実させるとともに，こうし

た声掛け・あいさつ運動を地域の中に広げ，根付かせていきます。 

(1) 地区内小中学校の登下校時にあわせ，児童・生徒に対しあいさつ運動キャンペーン

を実施 

(2) 横断幕の設置 

 

３ 公園環境整備防犯対策事業 

地域の子どもたちがのびのびと健やかに育つために，公園の環境整備を実施するとと

もに，防犯の観点から，夜間暗い公園には照明灯を整備します。 

(1) 公園小型遊具の整備の検討 

(2) 照度・省エネなどに配慮し，災害時にも有効なソーラーシステム蓄電池ＬＥＤ照明

灯を整備 

 

４ 地域防災力強化事業 

地域防災力を強化するため，「地域防災ネットワークづくり」を進め，地域住民や団

体，民間事業者，ＮＰＯ，医療機関などの地域防災の担い手同士が顔の見える関係を構

築します。 

また，災害時における生活用水確保のための啓発事業を実施します。 

(1) 「地域防災ネットワークづくり」の推進 

136



(2) 災害時における生活用水確保のため，雨水貯留槽設置の推進 

(3) 災害ボランティアコーディネーターの育成 

 

５ 健康づくり推進事業 

子どもから高齢者，障がいのある方まで，地域の誰もが心豊かで健康に過ごすため，

地域での健康づくり事業を推進します。 

 (1) 各自治会・町内会でラジオ体操の推進を図る 

(2) 街区公園等への健康遊具設置について市と連携を図る 

 

６ 犯罪のない安全安心まちづくり対策事業 

「地域の安全は地域で守る」を合い言葉に安全・安心なまちづくりを進めるため，児

童の下校時における見守りをはじめとした防犯活動を支援・推進します。 

(1) 安全安心ステーションや一日移動交番の有効活用 

(2) 愛犬家を対象としたドッグパトロールの推進 

 

７ 歩道等通行環境整備事業 

住む人，働く人，訪れる人，誰もが安心して快適に過ごせ，これからも住み続けたい

と思えるようなまちづくりのため，道路環境，特に子ども，高齢者，障がいのある方な

ど歩行者の安全確保のための整備を中心に進めます。 

(1) 主要幹線歩道のバリアフリー化の実施（段差解消等の整備） 

(2) Ｕ字型側溝の安全化の整備（路肩歩行空間の確保） 

 

８ 村岡美化活動事業 

美化運動を推進するとともに緑豊かな環境づくりを進め，美しく住みよい地域社会を

築き，生活環境に対する意識の高揚を図ります。 

(1) 公園愛護会の組織化及び公園等の緑化の推進 

(2) 地区一日清掃の実施 

(3) 緑豊かな環境づくりの推進を目的とした講演会等の実施 

 

９ 自治会加入促進事業 

自治会・町内会の活発な活動は，防犯・防災などに大きな力を発揮することから，自

治会・町内会への加入促進を図り，地域の連帯と助け合いの精神を醸成します。 

(1)自治会・町内会未加入世帯に対し，加入促進リーフレットの配布 

 

10 史跡案内板設置事業 

地域の歴史的財産、自然的資源の素晴らしさを広く地域住民に周知を図るため，名

所・史跡の所在を表すサインポールや総合案内板を設置及び歴史や魅力を知るためのパ

ンフレットの配布を行い，郷土愛あふれた「輝ら里 むらおか」の実現を目指します。 

(1)サインポールや総合案内板の設置 

(2)パンフレット・リーフレットの配布及び更新 
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11 高齢者見守り事業 

地域包括支援センター，地域の民生委員や地域団体等が連携し，支援を必要とする高

齢者の把握と見守る支援体制は市を中心に構築されていますが，高齢者が安心して暮ら

すことができる地域づくりのため，地域独自の事業の構築を目指します。 

(1)地区内の福祉を中心とした情報を紹介する広報誌の作成 

(2)高齢者見守り活動通報マニュアルの作成  

 

長期的に取り組む地域課題等 

平成２２年度に，村岡新駅を中心としたまちづくりの実現に向けて取り組むための指

針として策定した「村岡地区まちづくり計画」の実施に向けた取組及び県道横浜藤沢線

の川名以南の延伸を将来的な長期課題としています。 
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