
 市政運営の方針について

2020年度の5つのまちづくりテーマに基づく重点的な取り組みを紹介します
1　安全で安心な暮らしを築く

3　笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる

5　都市の機能と活力を高める

2　「2020年」に向けてまちの魅力を創出する

4　健康で豊かな長寿社会をつくる

　2月26日の市議会本会議で、鈴木市長は2020年度の
市政運営の方針について説明しました。
　この中で、市制施行80周年を迎える今年度を新た
なスタートラインとし、団塊ジュニア世代が高齢者
となる2040年以降の時代を見据え、今後の人口構造
の変化など長期的な課題への対応を進めるという決
意を表しました。
　また、SDGs(持続可能な開発目標)の視点も取り入
れ「目指すべきまちの姿」を今後4年間の市政運営の
共通テーマとし、多様な主体とのマルチパートナー
シップのもと「みんなが、大好きだと思える藤沢」を
創造するという考えを示しました。

☆新たな洪水・土砂災害・高潮ハザードマップを作成
☆�分かりやすいオーダーメイド型の「ふじさわ防災ナビ」
を全戸配布
☆�防災備蓄資機材のさらなる充実や指定緊急避難場所な
どへの表示看板の設置
☆�海抜・洪水浸水深など表示ラベルを郵便ポストに設置
☆一色川の河川改修など突発的集中豪雨の対策を推進
☆土砂災害警戒区域内に位置するのり面の調査や対策工事を実施
☆�繊維強化プラスチック製ボートおよびレスキューサポートの配備増強やテロ対
応資機材などの整備

☆�市立小学校ではプログラミング教育の必修化を
踏まえ、ICT教育環境を充実
☆�市立中学校と白浜養護学校に1人1台の学習用端
末を整備
☆��待機児童対策として、新たな保育所の公募や既
存保育所の再整備などを実施
☆��本市初となる医療機関併設型の病児保育事業へ
の施設整備助成
�☆�法人立認可保育所の保育士不足に対応するため、県外在住の保育士が本市の保
育所へ就職する際の保育士就職支援補助金を新設
☆本市独自の給付型奨学金制度を見直し、対象者を拡大

☆�藤沢駅北口交通広場再整備工事の完成、東西地下通路の再整備工事への着手な
ど藤沢駅の再整備を推進

☆�健康と文化の森地区では、土地区画整理事業の実施などに向けた取り組みを推進し、
浸水対策として遊水機能を有した公園の池から雨水を排水するための工事を実施

☆藤沢市ロボット未来社会推進プロジェクトにより、　
　最新技術の実証実験や実用化を推進
☆藤沢市独自の創業支援資金を創設し、市内での創　
　業・定着を支援

☆�「エノシマトレジャー」をパワーアップして、藤沢宿エリアを含めて実施
☆�市制施行80周年記念インスタグラム写真展の実施やフォトブックの作成など、
シティプロモーションを推進
☆�前回の東京オリンピックの際に国立競技場にモザイク壁画を制作した長谷川路
可の企画展や、大山エンリコイサム展などを実施
☆�「ねんりんピックかながわ2021」の本市開催種目であるソフトバレーボール、ゲー
トボールのリハーサル大会の開催
☆�多言語に対応した観光案内サインを、クラウドファンディングを活用して湘南
海岸公園内や江ノ島電鉄江ノ島駅前に整備

☆�藤沢型地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて、コミュニティソーシャル
ワーカーを13地区に一人ずつ配置し地域での相談体制を充実
☆�市役所分庁舎の地域福祉プラザを、誰もが安心して暮らせる地域づくりの拠点
として運営
☆�介護人材不足への対策として、外国人留学生・技能実習生を受け入れる介護事
業所に対する住居・生活準備費支援事業を新設
☆市内中学校を対象に「介護のしごと出前授業」などを実施
☆がん検診事業において、新たに胃がん検診に内視鏡検査を導入
☆4月に市民病院に「患者総合支援センター」「緩和ケアセンター」を開設
☆「地域の縁側」の40カ所の開設に向けて取り組みを推進

　2020年度の市政運営に関する市の基本的な考え方と実施
予定の主な事業をお知らせします。多くの市民の皆様に東
京2020大会に関わっていただくことで、郷土への愛着と誇
りを育み、市民力・地域力を高め、藤沢らしさを未来につ
なぐ「郷土愛あふれる藤沢」を目指します。
　問い合わせ　企画政策課☎内線2175、薨(50)8436

郷土愛あふれる藤沢
「みんなが、大好きだと思える藤沢に」

特
集

4年間の市政運営の共通テーマ「目指すべきまちの姿」
◎サスティナブル藤沢
　…藤沢らしさを未来につなぐ持続可能な元気なまち

　現在だけでなく、将来のニーズも満たすものであるかどうか、未来の人たちに誇れる
取り組みであるかどうか、市の取り組みを問い直し、藤沢らしさを未来につなぎます

◎スマート藤沢
　…最先端テクノロジーを活用した安全安心で暮らしやすいまち

　さまざまな課題に最先端技術を積極的に活用し、市民サービスの向上を図るとと
もに、ICT（情報通信技術）の力で市民参加の促進やコミュニティの活性化に取り組み
ます

◎インクルーシブ藤沢
　…共生社会の実現をめざす誰一人取り残さないまち

　誰一人取り残さないという思いで多様な生き方・考え方を認め合う、多彩な魅力
と活力があふれるまちづくりを進めていきます
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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

ふ じ さ わ 宿 交 流 館
☎（55）2255、 薨（20）5152
休館日＝月曜日、祝日の翌日

◆㋐藤沢宿鎌倉屋史料あれこれ～坂戸
町宿役人の記録　◎5月1日㈮…文政3
年藤沢宿書上帳（1）と奉公人請状◎15
日㈮…文政3年藤沢宿書上帳（2）と売渡
畑証文。ともに午後2時～4時。講師＝
歴史研究家平野雅道氏。各日60人。
◆㋑宿場ミニコンサート　◎5月4日㈷
…みどりの日、クラシックに親しもう！
〈出演＝山本佳代氏ほか〉◎5日㈷…和
楽器アンサンブル〈出演＝岸田晃司氏ほ
か〉。ともに午後2時～3時15分。各日60
人。

◆㋒初夏のお茶会　5月9日㈯午後2時。
藤嶺学園生徒によるお点前。75人。

申いずれも入場券を午後1時から配布（1
人1枚）。
◆海の道トンボロから江の島～浮世絵
の島へようこそ　5月11日㈪午前9時30
分～午後0時30分。※荒天中止。江島
神社ほか（約3㎞）。案内＝江の島・藤
沢ガイドクラブ。60人。費500円。申4
月10日㈮午前9時から電話またはファ
クスに氏名・電話番号を書いて、ふじ
さわ宿交流館へ。
■ワークショップ
◆からくりこま　
5月10日㈰午前10
時～正午。講師＝�
木佐貫茂氏。子と
保護者10組。費1
個500円。申4月11�
日㈯午前9時から電話またはファクスに
氏名・電話番号を書いて、ふじさわ宿
交流館へ。
◆太田プロ若手芸人爆笑ライブ　5月3
日㈷◎正午◎午後3時。出演＝大矢剛
康ほか。各回60人。
や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
薨（83）4624 休館日＝月曜日

◆サークル共催事業｢初心者ウクレレ
講座」　5月10日、24日、6月14日、28
日毎回日曜日午前9時30分～11時、全4
回。講師＝前波厚三氏。市内在住の60
歳以上の方10人。費200円。申4月19日
㈰から電話または来館で（午前9時～午
後4時）。
◆旅行講座「いにしえを訪ねる旅～古
事記、日本書紀、万葉集の地へいざな
う」　5月19日、6月16日、7月21日毎回
火曜日午前10時～正午、全3回。講師
＝大西順三氏。市内在住の60歳以上の
方60人。費100円。申4月28日㈫から電
話または来館で（午前9時～午後4時）。

湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
薨（36）1171 休館日＝月曜日

◆バスで行く足柄の里～新緑の大雄山
最乗寺と未病センターBIOTOPIAでの
体験見学　5月15日㈮午前10時30分～
正午（座学）、29日㈮午前8時30分～午
後4時（散策）、全2回。講師＝郷土歴史
家浅田昭氏。市内在住の60歳以上の方
35人（抽選）。費2500円。申4月26日㈰
〈必着〉までに往復はがき（1人1通）に講
座名、住所・氏名（ふりがな）・年齢・
性別・電話番号、利用者カードの有無
を書いて、湘南なぎさ荘〈〒251-0037鵠
沼海岸6-17-7〉へ。
◆アクアビクス入門講座｢身体にやさ
しい水中運動」　5月13日～6月17日毎
週水曜日午前10時～11時30分、全6回。
市内在住の60歳以上の初めて受講する
方20人。申4月22日㈬から電話または
来館で（午前9時～午後4時）。

3
辻 堂 青 少 年 会 館
☎（36）3002
薨（36）3988 休館日＝第3月曜日

◆子育てママのパソコン講座　◎5月
13日㈬…Excelで基本計算◎20日㈬…
Wordで写真入り文書作成◎27日㈬…
Excelで名簿作りと活用術。いずれも
午前9時30分～正午。講師＝ITサロン藤
沢講師。各日成人8人。費500円。申4月
16日㈭午前9時から電話または来館で。

◆キディルーム　5月14日㈭午前10時
30分～11時30分。紙芝居ほか。3歳ま
での子と保護者10組。申4月16日㈭午
前9時から電話または来館で。
◆母の日におくるプレゼントづくり　
5月9日㈯午前10時～11時30分。ハーバ
リウム作りほか。小・中学生20人。費
500円。申4月17日㈮午前9時から電話
または来館で。

◆PowerPointをマスターしよう！　
◎5月7日㈭…文字、図形の入力◎14日
㈭…SmartArtで写真を入力◎21日㈭…
表、グラフの入力◎28日㈭…パソコン
用語解説ほか。いずれも午前9時30分～
正午。講師＝ITサロン藤沢講師。各日
成人8人。費500円。申4月17日㈮午前9
時から電話または来館で。

少 年 の 森
☎（48）7234
薨（48）7249 休所日＝月曜日

◆キャンプ場テント、宿泊研修施設｢か
わせみハウス」夏期利用　☆常設テン
ト…7月1日㈬～8月31日㈪。各日160人。
☆かわせみハウス…7月1日～9月30日
㈬。各日40人（有料）。青少年団体（18
歳以下の方10人以上と引率者）。※炊
事用具、かまど、毛布などの貸し出し
あり。費まき代・毛布などのクリーニ
ング代は実費。申5月1日㈮〈市外の団
体は15日㈮〉午前9時から電話または来
所で。

◆デイキャンプ　通年午前10時～午後
3時30分。日帰りの野外炊事。※食材
は持参。団体には炊事用具の貸し出し
あり。費まき代実費。申青少年団体（18
歳以下の方10人以上と引率者）は利用
希望日の3カ月前から、家族は2カ月前
から電話または来所で。7月1日㈬～9
月30日㈬に利用する青少年団体は6月2
日㈫、家族は6月28日㈰ともに午前9時
から電話または来所で。

長久保公園都市緑化植物園
◎管理事務所休所日＝月曜日、祝日の翌日
☎（34）8422、薨（36）6700

【緑化講習会】
◆㋐ながくぼ・花とみどりのサポーター
養成講座　5月14日、6月18日、7月16日、
8月6日、9月3日、10月15日、11月5日、
12月3日毎回木曜日午後1時30分～3時
30分、全8回。樹木や草花、家庭菜園、
室内園芸ほか。市内在住の方で受講後、
地域での緑化活動または長久保公園の
ボランティア活動ができる方24人。費
3200円（別途実費あり）。
◆㋑洋蘭を育ててみよう！～四季折々
の管理方法　5月13日、8月5日、11月11�
日、2021年2月3日毎回水曜日午前10時
～正午、全4回。講師＝広田哲也氏。
市内在住の方7人。費4000円。

◆㋒草花の繁殖に挑戦！　5月15日㈮
午後1時30分～3時30分。市内在住の方
24人。費300円。

申㋐は4月16日㈭、㋑は23日㈭、㋒は
24日㈮から電話または来園するか、
ファクスに住所・氏名・電話番号を書
いて、長久保公園都市緑化植物園へ。


