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第 6 章 

参考 
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地域で考え全市で実施する事業（地域→全市）

計画の区分 事業番号 事業名 担当部課

地域 3-8-67-12-12-1 市民センター・公民館分館研究事業 市民自治部鵠沼市民センター
地域 3-8-71-11-15-1 地域拠点施設再編プラン提言事業 市民自治部辻堂市民センター
地域 3-7-57-08-8-1 善行市民センター建て替え事業 市民自治部善行市民センター
地域 3-8-71-08-21-1 市民センター多機能化事業 市民自治部六会市民センター

市域 3-8-69-22-75-5 市民センター改築事業 市民自治部市民自治推進課
地域 3-8-71-10-17-1 公共施設のあり方検証事業 生涯学習部藤沢公民館

市域 3-8-69-22-75-10 藤沢公民館改築事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 2-4-26-06-7-2 村岡子育て支援館開設検討事業 生涯学習部村岡公民館
地域 3-8-71-12-13-1 地域コミュニティ施設建設案検討事業 生涯学習部村岡公民館

市域 3-8-69-22-75-11 村岡公民館改築事業 生涯学習部村岡公民館
地域 3-7-62-09-16-1 藤沢駅北口周辺検証事業 生涯学習部藤沢公民館

市域 3-7-62-17-63-3 藤沢都心部再整備事業 まちづくり推進部藤沢駅周辺地区整備担当
地域 2-5-36-06-11-1 横須賀水道路検証事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 2-5-36-06-11-2 藤沢バイパスの降り口検証事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 3-7-62-09-16-2 藤沢本町駅周辺検証事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 3-9-74-12-19-1 大清水親水公園検証事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 3-9-74-12-19-2 西富憩いの森検証事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 1-2-9-02-4-1 モデル公園提案事業 市民自治部六会市民センター
地域 2-4-34-04-13-2 公園バリアフリー化提案事業 市民自治部六会市民センター
地域 3-7-65-07-20-1 踏み切り安全対策事業 市民自治部六会市民センター
地域 3-8-71-08-22-1 公共施設の有効活用事業 市民自治部六会市民センター

地域と全市が連携して行う事業（地域＋全市）

計画の区分 事業番号 事業名 担当部課

市域 1-1-5-02-6-1 市民活動推進センター分館整備運営事業 市民自治部市民自治推進課
市域 1-1-5-02-6-3 地域経営会議支援事業 市民自治部市民自治推進課
市域 1-1-5-02-6-4 地域まちづくり基金積立事業 市民自治部市民自治推進課
市域 1-1-5-02-8-3 藤沢ブランド推進事業 経営企画部経営企画課
市域 1-1-7-01-1-1 藤沢づくり推進事業 経営企画部経営企画課
市域 1-1-7-01-1-2 国県資産活用推進事業 経営企画部経営企画課
市域 1-1-7-01-1-4 公民連携推進事業 経営企画部市民経営推進課
市域 1-1-7-01-2-1 引地川水系利活用事業 経営企画部経営企画課
市域 1-2-8-03-11-1 地域子育て支援拠点事業 こども青少年部子育て支援課
市域 1-2-8-03-11-2 市民との協働による子育て支援事業 こども青少年部子育て支援課
市域 1-2-8-03-12-12 家庭的保育等推進事業 こども青少年部保育課
市域 1-2-14-04-13-3 青少年会館整備事業 こども青少年部青少年課
市域 1-2-14-04-14-2 思春期青少年の居場所づくり事業 こども青少年部青少年課
市域 1-2-14-04-14-3 学校支援事業 教育総務部教育政策推進課
市域 1-2-14-04-16-3 学校施設環境整備事業 教育総務部学校施設課
市域 1-3-18-06-25-2 災害時要援護者支援事業 保健福祉部保健医療福祉課
市域 1-3-18-06-25-4 地域災害連携事業 消防本部警防課　
市域 1-3-18-06-26-1 防犯対策強化事業 市民自治部市民自治推進課
市域 1-3-18-06-27-4 市民センター非常用自家発電設備整備事業 総務部災害対策課
市域 1-3-18-06-27-11 防災まちづくり支援事業 計画建築部都市計画課
市域 1-3-18-06-28-1 プレジャーボート対策事業 計画建築部建設総務課
市域 1-3-18-06-28-4 かながわの川づくり計画促進事業 土木部土木経営課
市域 2-4-34-08-32-3 ぜんぎょう里山づくり支援事業 市民自治市民自治推進課
市域 2-4-34-08-33-1 地区ボランティアセンター事業 保健福祉部保健医療福祉課
市域 2-5-37-10-42-1 グリーンネットワーク構築事業 計画建築部建設総務課，まちづくり推進部まちづくりみどり推進課

市域 2-5-37-10-42-4 三大谷戸の保全事業(遠藤笹窪) まちづくり推進部西北部長後地区整備事務所
市域 2-5-37-11-44-1 景観形成推進事業 計画建築部景観課
市域 2-6-49-14-50-3 地域公共交通システム充実促進事業 計画建築部都市計画課
市域 3-7-61-19-67-5 観光拠点施設推進事業 経済部観光課
市域 3-7-62-15-55-2 健康と文化の森整備事業 まちづくり推進部西北部長後地区整備事務所
市域 3-7-62-17-61-4 公園愛護会育成事業 まちづくり推進部まちづくりみどり推進課，市民自治部各市民センター，生涯学習部各公民館

市域 3-8-69-22-73-5 都市基盤施設一括維持管理手法研究事業 土木部土木維持課，まちづくり推進部まちづくりみどり推進課
市域 3-8-69-22-75-9 学校施設長寿命化事業 教育総務部学校施設課
市域 3-8-69-22-76-1 学校教育施設の有効活用推進事業 教育総務部教育総務課
市域 3-9-76-23-79-1 市指定史跡耕余塾の跡整備事業 生涯学習部生涯学習課

地域 1-2-14-02-2-2 プレイパーク設置事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 1-3-18-03-3-1 プレジャーボート対策事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 1-3-18-03-3-2 災害等危険箇所把握事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 1-3-18-03-4-1 災害時要援護者支援事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 1-3-19-05-7-1 地域安全マップ事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 1-3-19-05-8-2 交通ルール，マナー向上事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 1-3-23-04-5-2 ひとり暮らし高齢者見守り事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 1-3-23-04-5-4 まちかど相談事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 1-3-23-04-6-1 地域の居場所あり方検討事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 1-3-23-04-6-2 青少年居場所事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 2-5-40-07-10-1 民俗文化財等継承事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 2-5-40-07-11-2 緑と花いっぱい推進活動事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 2-6-49-08-12-1 レジ袋削減推進活動事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 2-6-49-08-12-2 クリーン活動推進事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 3-7-57-09-13-1 買い物マップ作成事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 3-8-67-11-15-1 バリアフリーの推進事業 市民自治部片瀬市民センター
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計画の区分 事業番号 事業名 担当部課

地域 3-8-67-11-15-2 便利な交通体系のあり方検討事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 3-8-71-10-14-1 公的資産有効活用推進事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 3-9-73-12-16-2 江の島道の整備事業 市民自治部片瀬市民センター
地域 1-3-17-03-3-2 特養誘致促進研究事業 市民自治部鵠沼市民センター
地域 3-7-59-10-10-1 駐輪場対策による本鵠沼駅周辺活性化研究事業 市民自治部鵠沼市民センター
地域 3-7-59-11-11-1 観光拠点(海の駅等)開発研究事業 市民自治部鵠沼市民センター
地域 3-8-67-12-12-2 鵠沼海岸駅周辺混雑解消研究事業 市民自治部鵠沼市民センター
地域 3-8-67-12-12-3 江ノ電鵠沼駅バリアフリー化研究事業 市民自治部鵠沼市民センター
地域 1-2-14-02-3-2 健全育成のための公園環境整備事業 生涯学習部村岡公民館
地域 2-4-31-07-8-1 歩道等バリアフリー化対策事業 生涯学習部村岡公民館
地域 3-8-71-12-14-1 公共交通ネットワーク調査事業 生涯学習部村岡公民館
地域 1-1-5-02-4-1 郷土愛普及活動事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 1-1-5-02-4-2 地域人材育成事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 1-1-7-01-2-1 公共マナー向上事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 1-2-9-03-5-1 子どもの見守り活動事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 1-2-9-03-6-1 地域子ども交流事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 1-3-19-04-7-1 地域安全活動事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 1-3-19-04-7-2 安全・安心マップ作成事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 2-4-31-05-9-1 地域生活改善事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 2-4-31-05-10-1 ボランティア活動推進事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 2-5-36-06-11-3 高齢者等移動支援事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 2-6-48-08-14-1 地域緑化運動事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 2-6-48-08-14-2 河川周辺整備事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 2-6-49-07-12-1 地域の歴史的資産発信事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 2-6-49-07-12-2 地域の歴史的資産保存環境整備事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 2-6-49-07-13-1 地域資源活性化事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 3-7-62-09-15-1 地域経済活性化事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 3-9-76-11-18-1 地域の魅力発見事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 3-9-76-11-18-2 地域おもてなし運動事業 生涯学習部藤沢公民館
地域 3-8-68-11-11-1 ぜんぎょう里山づくり事業 市民自治部善行市民センター
地域 1-2-9-02-5-1 学校支援活動充実事業 市民自治部六会市民センター
地域 1-3-23-03-8-1 高齢者の地域活動推進事業 市民自治部六会市民センター
地域 2-4-34-04-11-1 六会日大前駅周辺まちおこし事業 市民自治部六会市民センター
地域 2-5-37-05-14-2 引地川自然環境向上事業 市民自治部六会市民センター
地域 2-5-37-05-15-1 六会の名所・旧跡保全事業 市民自治部六会市民センター
地域 2-5-37-05-15-2 六会の伝統文化と歴史調査事業 市民自治部六会市民センター
地域 2-6-47-06-16-1 防犯灯LED化事業 市民自治部六会市民センター
地域 3-7-65-07-19-1 バリアフリー化支援活動事業 市民自治部六会市民センター
地域 3-7-65-07-20-2 交通不便地区解消検討事業 市民自治部六会市民センター
地域 1-3-19-06-9-1 防犯灯LED化実験事業 市民自治部湘南台市民センター
地域 2-4-30-08-11-1 道路安全対策事業 市民自治部湘南台市民センター
地域 2-4-30-08-11-2 高倉遠藤線の延伸事業 市民自治部湘南台市民センター
地域 2-4-29-10-15-1 街中サインユニバーサル化事業 市民自治部湘南台市民センター
地域 2-6-49-13-21-1 緑の回遊路整備事業(レインボータウン湘南台計画) 市民自治部湘南台市民センター
地域 2-6-49-13-22-1 地球温暖化防止活動　湘南台駅地下照明LED化事業 市民自治部湘南台市民センター
地域 3-8-71-16-26-1 湘南台駅地下の壁面広告看板設置事業 市民自治部湘南台市民センター
地域 3-8-71-16-26-2 公共施設有効活用事業 市民自治部湘南台市民センター
地域 3-9-76-18-30-1 公園ユニバーサル化事業 市民自治部湘南台市民センター
地域 3-7-63-10-16-1 ファーマーズパーク構想推進事業 市民自治部御所見市民センター
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