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一時預かりができるキッズコーナーを設置します
　手続きや相談などで市役所を利用する方のため
に、1歳以上の未就学児を一時預かりするキッズコー
ナーを設けます。
　子どもが遊べるキッズ
スペース（3階）、授乳室・
おむつ交換台があるベ
ビールーム（1・3階）もあ
ります。

みんなで楽しめるスペースを開放します
　市民の皆さんの憩いの場となるよう、飲食可能な
屋上庭園・展望デッキを午後9時まで開放します。
展望デッキからは、晴れた日には富士山を望むこと
ができます。

免震構造を採用しています
　耐震性能については
大地震後の建物の損傷
をなくすために基礎免
震を採用し、防災拠点
としての機能を確保し
ています。

　1月4日㈭から供用を開始する新しい本
庁舎について、機能の特徴や各フロアの
配置などをお知らせします。
　問い合わせ　
　管財課☎内線2369、 薨(50)8427

特集

1月4日からの利用についてご案内します
　各庁舎の名称を次の通り変更し
ます。

人・環境にやさしい
市民に親しまれる庁舎

新しい本庁舎の特徴を、5つの基本方針に沿って紹介します

秩父宮記念体育館 ☎（22）5335
薨（28）5749

◆㋐アクティブボディメイクエクササ
イズ　1月16日〜3月13日毎週火曜日(2
月13日を除く)午後7時15分〜8時45分、
全8回。18歳以上の方25人。費5600円。
◆㋑ヨガ(中級)　1月17日〜3月7日毎
週水曜日午後1時15分〜2時30分、全8
回。18歳以上の経験者15人。費5600円。
◆㋒シェイプアップバレエ　1月19日
〜3月9日毎週金曜日午後1時15分〜2時
45分、全8回。18歳以上の方15人。費

5600円。

申㋐は12月18日㈪、㋑は20日㈬、㋒
は22日㈮いずれも午前9時から電話で。
◆減量&生活習慣病予防・改善プログ
ラム　1月16日〜3月13日毎週火・木曜
日(2月13日を除く)㋐午後1時〜2時30分
㋑午後7時20分〜8時50分。ともに全16
回。これから運動習慣を身に付けたい
18歳以上の方各7人。費1万1200円。申
12月19日㈫㋐は午前9時、㋑は午後1時
から電話で。
◆シニアのためのエンジョイ運動　1
月17日〜2月21日毎週水曜日午前9時30
分〜10時45分、全6回。60歳以上の方
15人。費4200円。申12月20日㈬午後1時
から電話で。
◆お母さんのためのビューティーエク
ササイズ(託児付)　1月19日〜2月23日
毎週金曜日午後1時〜2時45分、全6回。
市内在住・在勤の1〜3歳児と母親20人
(抽選)。費6000円。申 12月15日㈮〜22
日㈮に来館で。

鵠沼運動公園 ☎（36）1607
薨（36）1754

◆こどもグループレッスン　㋐息継ぎ
クロール…1月5日〜26日毎週金曜日㋑
クロールと背泳ぎ…1月10日〜31日毎
週水曜日。ともに午後5時〜6時。八部
公園プール。小学生で㋐は面かぶりク
ロールで10ｍ以上泳げる方、㋑はク
ロールで15ｍ以上泳げる方各日24人。
費1回1000円。申 12月20日㈬から来所
で(午後7時から電話も可)。
◆おとなグループレッスン　1月11日
〜30日毎週火･木曜日午前11時20分〜
午後0時30分。八部公園プール。クロー
ル、背泳ぎほか。18歳以上の方各日18
人。費1回1000円。申 12月26日㈫から
来所で(午後7時から電話も可)。
◆障がい者ふれあいグループスイム　
1月16日〜30日毎週火曜日午後6時〜7
時。八部公園プール。障がいのある方
各日10人。費1回600円。申12月26日㈫
午後1時から電話で。

スポーツ推進課 ☎（50）8243
薨（22）7116

◆小・中学生冬期水泳教室Bコース　1
月6日〜2月3日毎週土曜日午前8時〜9
時、全5回。石名坂温水プール。市内
在住の2011年4月2日生まれの方〜中学
生35人。 費3500円。 申 12月23日㈷ま
でに電話で近藤☎090(4451)7608へ。
問近藤またはスポーツ推進課。

秋葉台文化体育館 ☎（88）1111
薨（88）8687

◆サイクルオープンDay　12月24日㈰
正午〜午後3時。駐車場を自転車の練
習場所として提供します。費100円。
※小学3年生以下は保護者同伴。
◆㋐やさしいヨガ　1月12日〜3月16日
毎週金曜日(2月16日、23日を除く)午前
11時10分〜午後0時10分、全8回。18歳
以上の方30人。費6400円。
◆㋑第11回秋葉台フットサル大会　2
月4日㈰午前9時〜午後5時。秩父宮記
念体育館。サッカーおよびフットサル
歴3年以内の方で構成された12チーム。
費1チーム1万円。

◆㋒小学生バドミントン　1月23日〜3
月13日毎週火曜日午後4時15分〜5時45
分、全8回。小学生30人。費6400円。
◆㋓ボクシングエクササイズ　1月24
日〜3月14日毎週水曜日午前9時30分〜
10時45分、全8回。18歳以上の方50人。
費6400円。
◆㋔ノルディックウオーキング〜小出
七福神めぐり散策コース　1月17日㈬
午前10時30分〜午後3時。※小雨決行。
茅ヶ崎里山公園周辺ほか。10㎞以上歩
ける方20人。費700円(ポール代別途)。

申㋐は12月15日㈮、㋑は17日㈰、㋒
は19日㈫、㋓㋔は20日㈬いずれも午後
1時30分から電話で。

秋葉台公園プール☎（88）1811薨（88）0081

◆㋐にこにこ水泳(年中クラス)　1月
17日〜2月21日毎週水曜日午後4時〜5
時、全6回。市内在住･在園の2012年4
月2日〜13年4月1日生まれの方20人(抽
選)。費5400円。
◆㋑ハッスル水泳(泳力アップ編)　1月
17日〜3月7日毎週水曜日午後5時〜6時
30分、全8回。泳力認定進級テストで
10級以上を持つ小学生20人(抽選)。費

7200円。

申㋐㋑は12月20日㈬〜1月8日㈷〈12月
25日㈪を除く〉に来館で。
◆グループスイムレッスン　㋐面かぶ
りクロール…1月11日〜25日毎週木曜
日午後4時〜5時㋑息継ぎクロール…1
月16日〜30日毎週火曜日午後5時〜6
時。㋐は2011年4月2日〜12年4月1日生
まれの方、㋑は小学1〜4年生各日10人。
費1000円。申 12月20日㈬午後2時から
電話で。
◆にこにこ水泳(年少クラス)　1月19日
〜2月23日毎週金曜日午後4時〜5時、
全6回。市内在住･在園の2013年4月2日
〜14年4月1日生まれの方20人(抽選)。
費5400円。申 12月22日㈮〜1月10日㈬

〈12月25日㈪、1月9日㈫を除く〉に来館
で。
◆腰痛水中運動　1月16日〜3月20日毎
週火曜日〈2月13日、3月13日を除く〉午
前11時30分〜午後0時30分、全8回。腰
痛・肩こり・関節痛の予防をしたい18
歳以上の方20人。費6000円。申12月26
日㈫午後2時から電話で。

石名坂温水プール ☎（82）5131
薨（82）5132

◆プール年末開館時間のお知らせ　12
月28日㈭〜30日㈯午前9時30分〜午後0
時20分。
◆㋐姿勢改善エクササイズ〜コアコン
ディショニング　1月10日〜3月28日毎
週水曜日(2月14日、21日、3月21日を除
く)午前10時〜11時30分、全9回。28人
(抽選)。費5400円。
◆㋑リラックスヨガ　1月12日〜3月16
日毎週金曜日(2月16日、23日を除く)
午後2時〜3時30分、全8回。30人(抽選)。
費4800円。
◆㋒骨盤調整エクササイズ　1月15日
〜3月19日毎週月曜日(2月12日、19日
を除く)午前9時45分〜11時15分、全8
回。30人(抽選)。費4800円。
◆㋓夜のリラックスヨガ　1月15日〜3
月5日毎週月曜日(2月12日、19日を除
く)午後7時〜8時30分、全6回。30人(抽
選)。費3600円。

申㋐は12月10日㈰〜17日㈰、㋑〜㋓
は11日㈪〜18日㈪〈いずれも12日㈫を
除く〉に来館で。
◆楽･楽水泳教室(初級)　◎1月10日〜
3月14日(2月14日、21日を除く)毎週水
曜日◎1月12日〜3月16日(2月16日、23
日を除く)毎週金曜日。ともに午前11
時15分〜午後0時30分、全8回。25ｍ泳
げるようになりたい方各15人(抽選)。
※肢体に障がいのある方も受講可〈各5
人(先着順)〉。費4800円。申12月13日㈬
〜18日㈪〈肢体に障がいのある方は13
日午後1時から電話で〉に来館で。
◆ナイトアクア　1月8日〜2月5日毎週
月曜日午後7時〜8時、全5回。20人(抽
選)。 費3000円。 申 12月11日㈪〜17日
㈰〈12日㈫を除く〉に来館で。
◆卓球初級　1月10日〜3月14日毎週水
曜日(2月14日、21日を除く)午後1時30
分〜3時、全8回。14人。費4800円。申
12月15日㈮午後1時から電話または来
館で。
◆はじめての太極拳　1月15日〜3月19
日毎週月曜日(2月12日、19日を除く)午
後1時30分〜3時、全8回。15人。費4800
円。申 12月18日㈪午後1時から電話ま
たは来館で。
◆石名坂地域感謝祭　12月17日㈰午前
8時30分〜午後1時。野菜直売、餅つき
体験、模擬店ほか。

太陽の家体育館 ☎（33）1411
薨（34）4342

◆アーチェリーの集い　12月22日㈮午
後5時〜8時30分。障がいのある方と市
内在住･在勤･在学の経験者。
◆サウンドテーブルテニスの集い　12
月23日㈷午前9時〜正午。視覚障がい
のある方と関心のある方。
◆レクリエーションダンスの集い　12
月23日㈷午後1時30分〜3時30分。障が
いのある方と関心のある方。
◆ローリングバレーボールの集い　12
月24日㈰午前9時〜正午。障がいのある
方と関心のある方。
◆障がい者卓球の集
い　12月24日㈰午後
1時〜4時30分。障が
いのある方と関心の
ある方。
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明記のないものは…
●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

☆�市民がよく利用する窓口部門は低階層に集約しまし
た。また関連する各課を同じフロアに配置すること
で、市民利用・執務の効率化を図っています

☆�来庁者が円滑に移動できるよう、市民利用の多い1
〜4階にエスカレーターを設置しました

☆個別の相談室を設置し、プライバシーに配慮します
☆�ビル管理システム(BEMS)による建物の省エネ管理
を行います

☆�地下1階の庁舎入口付近にイベント広場を設置し、
ミニイベントやセレモニーなどを行う場として活用
します

☆�市民の皆さんが話し合いや研修会などに使用できる
市民利用会議室（有
料）を設置しました

☆�敷地内に藤棚を設置
しました。市の花で
ある藤を楽しむこと
ができます

☆�災害時には防災拠点として機能し、一時避難者や帰宅
困難者の受け入れも行います

☆�非常用自家発電機を備えています。停電時も3日間
の業務が継続できるよう燃
料を確保しています

☆�緊急・災害時に対応できるヘ
リコプターのホバリングス
ペースを屋上に設置しまし
た

自転車で来庁する方
　本庁舎北側にある駐輪場をご利
用ください。
車・バイクで来庁する方
　朝日町駐車場をご利用ください。
車いす使用者等駐車場は本庁舎東
側・地下、朝日町駐車場に各2台あ
ります。

本庁舎

9階

8階

7階

6階

5階

4階

3階

2階

1階

地下1階

議場、第1・2議会委員会室、議会図書室、議長・副議長室、議員控室、
議会事務局、市民ロビー、展望デッキ

生涯学習総務課、郷土歴史課、スポーツ推進課、環境総務課、環境保
全課、産業労働課、観光シティプロモーション課、農業水産課

行政総務課、行財政改革推進室、職員課、文書統計課、防災政策課、
危機管理課、防犯交通安全課、災害対策本部室、市民自治推進課

市長室、副市長室、企画政策課、秘書課、広報課、人権男女共同平和課

契約課、管財課、検査指導課、東京オリンピック・パラリンピック開
催準備室、市民ラウンジ、市民利用会議室、屋上庭園

税制課、財政課、納税課、市民税課、資産税課、市民相談情報課、市
政情報コーナー

子育て企画課、子ども家庭課、保育課、子育て給付課、青少年課、キッ
ズスペース、教育総務課、教育指導課、学校教育相談センター、学務
保健課、学校給食課、学校施設課
※学校教育相談センターの相談支援教室は移転しません

福祉健康総務課、介護保険課、福祉医療給付課、障がい福祉課、
生活援護課、ジョブスポットふじさわ、地域包括ケアシステム
推進室、会計課、派出銀行

総合案内、市民窓口センター、保険年金課、ラウンジ、キッズコーナー、
中央監理室（夜間窓口）、コンビニエンスストア

駐車場（公用車、車いす使用者等用）

湘南NDビル
【8階】建設総務課、江の島地区周辺整備担当、都市整備課、公園課、
　　　 みどり保全課、藤沢駅周辺地区整備担当
【7階】道路河川総務課、道路管理課、河川水路課、道路整備課、道路維持課、
　　　 農業委員会事務局
【6階】都市計画課、街なみ景観課、開発業務課、建築指導課、住宅政策課、　
　　　 下水道総務課

防災センター 藤沢プラザ
【5階】IT推進課
【4階】消防総務課
【3階】警防課（指令担当）、通信司令室
【2階】警防課、救急救命課
【1階】予防課、査察指導課、消防団本部室

【5階】公共建築課
　　　 監査委員会事務局
　　　 選挙管理委員会事務局
【4階】柄沢区画整理事務所

機能的・効率的に1

市民が集える場に3

安全・安心を支える2

窓口のカウンターを低めにしています
　新しい庁舎では、車い
す使用者や高齢者、小さ
な子どもを連れた方など
に配慮し、窓口カウンター
を低めにしています。

☆�各階全てに多目的トイレを設けるなど、誰でも使い
やすい庁舎を目指します

☆�車いす使用者等用の駐車スペースを、地下・地上に
計4台確保しました

☆�庁舎出入口に音声誘導支援設備、議場に難聴者支援
システムを設置しています

☆点字ブロック・点字案内を設置しています

人にやさしい4

藤沢
郵便局

藤沢税務署
ハローワーク

藤沢

朝日町
駐車場

藤沢
青少年会館

簡易裁判所

分庁舎

本庁舎

駐輪場

防災センター

藤沢プラザ

大船→←辻堂
南藤沢

市役所前

郵便局前

↓
江の島

湘南
NDビル

太陽光パネルを設置しています
　屋上・屋上ルーバー・サークルプラザ屋根に太陽
光パネルを設置します。リチウムイオン蓄電池と連
携して、電力消費を低く抑えます。

☆�建物中央部のアトリウムにより、自然採光・自然換気
を行います

☆地下に貯留槽を設置し、雨水を雑用水として利用します
☆�外部水平ルーバーによるひさし効果で直射日光を遮
り、外部からの熱負荷を押さえることができます

☆�複層ガラスの採用により、冷暖房の負荷を低減します
☆�全館の照明に消費電力の少な
いLED照明を採用しています

☆�外構・擁壁・屋上への緑化を
行います

☆�敷地東側に電気自動車急速
充電スペースを設けます

環境にやさしい5

旧 新
新館 分庁舎

総合防災センター 防災センター

☆�防災センター・湘南ＮDビルの各課は1月に移転予定です
☆��分庁舎は改修工事を行う予定です


