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総合計画に替わる指針の意義と構成，重点⽅針の前提となる⻑期的な視点を⽰す。
１ 策定の背景と意義 ２ 構成と期間
３ ⻑期的な視点

藤沢市の
現状と⾒通し

藤沢市の特性

めざす都市像と
基本⽬標

第１章 基本的な考え⽅

⻑期的な視点において踏まえるべき⼈⼝動態，財政状況，⼟地利⽤等の
現状と⾒通し
市の魅⼒，財産となる⾃然環境・歴史・⽂化・⼈材，都市としての性格，
⾃治等の藤沢市の特性
藤沢市の歴史を踏まえ，将来につながる市政の都市像と⻑期的な視点を
踏まえた基本的な⾏政⽬標

（８つの基本⽬標）
⽬指す都市像を実現するため，現状，将来⾒通しと課題を捉えた上での，⻑
期的な視点に⽴って進めるまちづくりの⽬標

①安全で安⼼な暮らしを守る ②⽂化･スポーツを盛んにする ③豊かな環境
を創る ④⼦どもたちを守り育む ⑤健康で元気な暮らしを⽀える ⑥地域経
済を循環させる ⑦都市基盤を充実する ⑧市⺠⾃治・地域づくりを進める

（めざす都市像）
これまでの市政の歴史のなかから，市歌，市⺠憲章等の趣旨や⾔葉を踏まえつ

つ，キャッチフレーズと説明⽂で構成
（キャッチフレーズ）

3年間の重点的な取組
に向けての重点項⽬

＜めざす都市像から＞
「郷⼟愛」を⾼める
「⼈の和」を広げる
「元気」になる

・
＜喫緊の課題から＞
安全・安⼼
産業・経済
歴史・⽂化
⼦ども・⼦育て
健康・⽣きがい
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めざす都市像

施策構築の視点
横断的
連携施策

マルチパートナー
シップの推進

⻑期的視点からの
重点項⽬ 重点⽅針

パブリックコメント・
市⺠ワークショップ・
市⺠意識調査・
郷⼟づくり推進会議
との意⾒交換・
地区全体集会等

＜めざす都市像から＞
「郷⼟愛」を⾼める
「⼈の和」を広げる
「元気」になる

喫緊の課題からの
重点項⽬

＜喫緊の課題から＞
安全・安⼼
産業・経済
歴史⽂化・⾃然
⼦ども・⼦育て
健康・⽣きがい

分野別
重点課題

複数課題
解決型施策

重
点
施
策

重
点
施
策

重
点
施
策

重
点
施
策

重
点
施
策



重点⽅針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！

重点⽅針2
みんなとまちが元気になる
魅⼒と活⼒を⽣み出そう！

重点⽅針3
みんなが誇りと愛着の持てる

地域をつくろう！

重点⽅針4
みんなの絆で

藤沢っ⼦の明⽇を築こう！

重点⽅針5
みんなの希望と笑顔があふれる
健やかな暮らしを⽀えよう！

５本柱・27施策・100事業（重複・⻑期を含む。）
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安全・安⼼

郷⼟愛

健康・⽣きがい

⼦ども・⼦育て 歴史・⽂化

テーマ

テーマ

テーマ

テーマテーマ

産業・経済

元 気⼈の和



＜重点施策＞
1.災害に強いまちづくりの推進【総務部・全庁】
2.津波対策の充実・強化【総務部・全庁】
3.消防・救急の充実・強化【消防局】
4.犯罪と交通事故のない明るいまちづくりの推進【市
⺠⾃治部・経済部・計画建築部・⼟⽊部】

5.公共施設の再整備の推進【企画政策部・全庁】
6.都市基盤の整備・充実【計画建築部・都市整備
部・⼟⽊部】

＜重点事業＞
1. 「ふじさわ防災ナビ」の構築・普及 拡充
2. 防災備蓄資機材の充実 拡充
3. 建物耐震化の促進 拡充
4. 災害復興⽀援条例の制定・基⾦の創設 新規
5. 災害時相互応援協定の拡⼤ 拡充
6. 災害時における要援護者への⽀援の充実 拡充
7. 遊⽔池の整備（柄沢地区等） 拡充
8. 貯留管等の整備（鵠沼・善⾏地区等） 拡充
9. 地域津波避難計画の策定 新規
10. 避難路確保のための橋りょう改修（⼭本橋・⻄浜橋等） 拡充
11. 公園の津波避難空間活⽤の検討（⻄浜公園） 新規
12. 津波避難のための公共施設の改修（鵠沼市⺠センター・湘洋中） 新規
13. 消防出張所の新設（遠藤⽅⾯） 新規
14. 防犯カメラ設置の促進 拡充
15. 防犯灯ＬＥＤ化の促進 拡充
16. 通学路の安全対策の推進（再掲） 拡充
17. 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
18. 公共施設再整備計画の策定 新規
19. 新庁舎整備の推進 拡充
20. 市⺠センター・公⺠館の改築（六会市⺠センター等） 新規
21. 藤沢公⺠館・労働会館の複合施設化の検討 新規
22. 市⺠センター・公⺠館の再整備計画の策定 新規
23. 市道６１２号線の整備 拡充
＜⻑期的に取組む重要案件＞
1. 浸⽔対策としての遊⽔池の整備・河川改修
2. 下⽔道施設の⽼朽化対策の推進（耐震・⻑寿命化）
3. 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
4. 橋りょう等道路施設の⽼朽化対策の推進（耐震・⻑寿命化等）
5. 北部第⼆(三地区)⼟地区画整理事業の推進
6. 都市計画道路の整備
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＜重点施策＞
1. 都市拠点の活性化と新たなまちづくりの推進

【企画政策部・経済部・計画建築部・都市整
備部・⼟⽊部】

2. 市内商⼯業・農⽔産業・観光の活性化と雇
⽤の促進【経済部・都市整備部・⼦ども⻘少
年部・教育部】

3. 多彩なシティプロモーションの推進【企画政策
部・全庁】

4. 市⺠活動と協働の推進【市⺠⾃治部・全庁】

＜重点事業＞
1. 健康と⽂化の森の整備推進 早期化
2. 藤沢駅北⼝デッキの全⾯改修 新規
3. 藤沢駅から新庁舎までの動線整備 新規
4. 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
5. 新産業の森の整備推進 拡充
6. 「湘南ふじさわ産」農⽔産物の⽣産・流通の促進 拡充
7. 「ふじさわ元気バザール」の実施 新規
8. 若者の就労⽀援の推進（再掲） 拡充
9. 障がい者の就労⽀援の推進（再掲） 拡充
10. 藤沢の魅⼒を発信する市⺠サポーターズクラブの設置・運営 新規
11. 国内外からの誘客の促進 拡充
12. （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
13. ノルウェーとのフレンドシップをはじめとする国際交流の促進 拡充
14. ⾮核協３０周年記念⼤会等の招致 新規
15. 市⺠活動団体との協働の推進 拡充
16. 公益的市⺠活動に対する⽀援の推進 拡充
＜⻑期的に取組む重要案件＞
1. 総合交通体系の整備促進（いずみ野線の延伸）
2. 藤沢駅周辺地区の再整備の推進
3. 村岡新駅・同周辺地区のまちづくりの推進
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＜重点施策＞
1. 郷⼟⽂化資産の保存・活⽤の推進【⽣涯学習

部・計画建築部・都市整備部】
2. 市⺠の⽂化芸術活動への⽀援【⽣涯学習部】
3. 地域コミュニティ活動への⽀援【市⺠⾃治部・福

祉部】
4. １３地区のまちづくりの推進【市⺠⾃治部・⽣

涯学習部】
5. 花と緑あふれる持続的な環境の保全【環境部・

都市整備部】

＜重点事業＞
1. 歴史・⽂化資料の公開の推進 新規
2. 橋りょうの改修（遊⾏寺橋）・（仮称）宿場館の整備 新規
3. 「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 拡充
4. 東海道シンポジウムの開催⽀援 新規
5. （仮称）浮世絵館の整備 新規
6. 若⼿⽂化芸術⼈材への⽀援 拡充
7. 地区ボランティアセンターの充実 拡充
8. 地域コミュニティ活動の⽀援 拡充
9. 交流スペース・まちかどの相談室の整備（再掲あり） 新規
10. 地域まちづくり事業 改善
11. 三⼤⾕⼾（川名・⽯川丸⼭・遠藤笹窪緑地）の保全 拡充
12. 市の花「フジ」を活⽤した拠点とネットワークの整備 拡充
13. 太陽光発電システム・家庭⽤燃料電池等の普及促進 拡充
14. バイオマス施設の導⼊検討 拡充
＜⻑期的に取組む重要案件＞
1. 市⺠⽂化ゾーンの再整備
2. 三⼤⾕⼾を拠点とする⽣物多様性の保全
3. エネルギーの地産地消の推進
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＜重点施策＞
1. 地域のニーズに即した⼦ども・⼦育て⽀援の充

実【⼦ども⻘少年部】
2. 待機児童解消をはじめとする保育環境の充実

【⼦ども⻘少年部】
3. 困難を有する⼦ども・若者の⾃⽴⽀援【福祉

部・⼦ども⻘少年部・経済部・教育部】
4. ⽀援を必要とする児童⽣徒への対応の充実【教

育部】
5. ⼦どもたちの笑顔あふれる学校づくりの推進【教

育部】

＜重点事業＞
1. 地域⼦育て⽀援センターの充実・整備 拡充
2. ⼦ども・⼦育て⽀援新制度への対応 新規
3. 保育所施設整備等の推進 拡充
4. 認可外保育施設等の認可化の促進 新規
5. 保育所の移転整備（しぶやがはら保育園・⾼砂保育園） 新規
6. 福祉保健総合相談の充実（再掲） 拡充
7. 若者の就労⽀援の推進（再掲あり） 拡充
8. 特別⽀援教育環境の整備の推進 拡充
9. 学校教育相談センターの運営充実（再掲あり） 拡充
10. 中学校給⾷の施設整備・管理運営と⾷育の推進 拡充
11. 学校施設再整備計画の策定 新規
12. 学校施設環境の整備 新規
13. いじめ・暴⼒防⽌対策の強化 拡充
14. 通学路の安全対策の推進（再掲あり） 拡充
＜⻑期的に取組む重要案件＞
1. ⼦ども・若者の育成⽀援の推進

7



＜重点施策＞
1. 健康づくりの推進【保健医療部・福祉部・⼦ど
も⻘少年部・⽣涯学習部・経済部・教育部・
都市整備部】

2. ⽣きがいづくりの推進【⽣涯学習部・福祉部・
市⺠⾃治部】

3. 市⺠スポーツ活動の充実【⽣涯学習部・企画
政策部・都市整備部】

4. いつでも安⼼して受けられる医療の充実【市
⺠病院】

5. ⼀⼈ひとりを⼤切にした相談・⽀援体制の充
実【市⺠⾃治部・保健医療部・福祉部・⼦ど
も⻘少年部・教育部】

6. 地域包括ケアの推進【福祉部・保健医療部】
7. 誰もが快適に移動できる交通まちづくりの推進
【企画政策部・計画建築部・都市整備部・⼟
⽊部】

＜重点事業＞
1. 健康づくり推進に関する講座等の開催 拡充
2. ⾷育・健康づくりの連携 新規
3. 公園への健康遊具の活⽤の促進 拡充
4. いつでも誰でもどこでもできる軽運動の普及 新規
5. 公⺠館運営のあり⽅の再構築 新規
6. 地域⼈材の育成をめざした⽣涯学習事業の推進 拡充
7. ⽣涯学習表彰制度の充実 拡充
8. （仮称）天神町スポーツ広場の整備 新規
9. 市⺠病院の再整備（東館改築・⻄館改修） 拡充
10. 地域⽣活⽀援事業（相談⽀援事業）の拡充 新規
11. 福祉保健総合相談の充実（再掲あり） 拡充
12. 障がい者の就労⽀援の推進（再掲あり） 拡充
13. 交流スペース・まちかどの相談室の整備（再掲） 新規
14. 学校教育相談センターの運営充実（再掲） 拡充
15. 在宅介護の推進 拡充
16. 介護福祉サービス基盤の整備 拡充
17. 新たな公共交通の導⼊検討 新規
＜⻑期的に取組む重要案件候補＞
1. 葛原スポーツ広場の整備
2. 総合交通体系の推進
3. 市道新設改良（バリアフリー化）の推進
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重点方針・重点施策・重点事業等一覧

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！ 29事業（うち重点事業23事業，長期的に取り組む重要案件6事業）
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 拡充 1重点

防災備蓄資機材の充実 拡充 1重点
建物耐震化の促進 拡充 1重点
災害復興支援条例の制定・基金の創設 新規 1重点
災害時相互応援協定の拡大 拡充 1重点
災害時における要援護者への支援の充実 拡充 1重点
遊水池の整備（柄沢地区等） 拡充 1重点
貯留管等の整備（鵠沼・善行地区等） 拡充 1重点
浸水対策としての遊水池の整備・河川改修 拡充 2長期

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
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
公園の津波避難空間活用の検討（西浜公園） 新規 1重点
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

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
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 拡充 1重点

防犯灯ＬＥＤ化の促進 拡充 1重点
通学路の安全対策の推進（再掲） 新規 1重点
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

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
新庁舎整備の推進 拡充 1重点
市民センター・公民館の改築（六会市民センター等） 新規 1重点
藤沢公民館・労働会館の複合施設化の検討 新規 1重点
市民センター・公民館の再整備計画の策定 拡充 1重点
下水道施設の老朽化対策の推進（耐震・長寿命化） 拡充 2長期
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 拡充 2長期
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） 拡充 2長期

6_都市基盤の整備・充実 市道６１２号線の整備 拡充 1重点
北部第二(三地区)土地区画整理事業の推進 早期化 2長期
都市計画道路の整備 新規 2長期

2_みんなとまちが元気になる魅力と活力を生み出そう！ 19事業（うち重点事業16事業，長期的に取り組む重要案件3事業）
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

藤沢駅北口デッキの全面改修 拡充 1重点
藤沢駅から新庁舎までの動線整備 新規 1重点
総合交通体系の整備促進（いずみ野線の延伸） 新規 2長期
藤沢駅周辺の再整備の推進 拡充 2長期
村岡新駅・同周辺地区のまちづくりの推進 拡充 2長期

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
新産業の森の整備推進 拡充 1重点
「湘南ふじさわ産」農水産物の生産・流通の促進 拡充 1重点
「ふじさわ元気バザール」の実施 新規 1重点
若者の就労支援の推進（再掲） 拡充 1重点
障がい者の就労支援の推進（再掲） 拡充 1重点

3_多彩なシティプロモーションの推進 藤沢の魅力を発信する市民サポーターズクラブの設置・運営 新規 1重点
国内外からの誘客の促進 拡充 1重点
（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
ノルウェーとのフレンドシップをはじめとする国際交流の促進 拡充 1重点
非核協３０周年記念大会等の招致 新規 1重点

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
公益的市民活動に対する支援の推進 新規 1重点

3_みんなが誇りと愛着の持てる地域をつくろう！ 17事業（うち重点事業14事業，長期的に取り組む重要案件3事業）
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 新規 1重点

橋りょうの改修（遊行寺橋）・（仮称）宿場館の整備 拡充 1重点
「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
東海道シンポジウムの開催支援 新規 1重点
（仮称）浮世絵館の整備 新規 1重点

2_市民の文化芸術活動への支援 若手文化芸術人材への支援の推進 新規 1重点
市民文化ゾーンの再整備 新規 2長期

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
地域コミュニティ活動の支援 拡充 1重点
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

4_１３地区のまちづくりの推進 地域まちづくり事業 拡充 1重点
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

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
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
バイオマス施設の導入検討 拡充 1重点
三大谷戸を拠点とする生物多様性の保全 拡充 2長期
エネルギーの地産地消の推進 拡充 2長期

4_みんなの絆で藤沢っ子の明日を築こう！ 15事業（うち重点事業14事業，長期的に取り組む重要案件1事業）
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

子ども・子育て支援新制度への対応 新規 1重点
子ども・若者の育成支援の推進 新規 2長期

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
認可外保育施設等の認可化の促進 拡充 1重点
保育所の移転整備（しぶやがはら保育園・高砂保育園） 拡充 1重点

3_困難を有する子ども・若者の自立支援 福祉保健総合相談の充実（再掲） 拡充 1重点
若者の就労支援の推進（再掲あり） 拡充 1重点

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
学校教育相談センターの運営充実（再掲あり） 拡充 1重点

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 新規 1重点
学校施設再整備計画の策定 新規 1重点
学校施設環境の整備 拡充 1重点
いじめ・暴力防止対策の強化 拡充 1重点
通学路の安全対策の推進（再掲あり） 新規 1重点

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！ 20事業（うち重点事業18事業，長期的に取り組む重要案件2事業）
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

食育・健康づくりの連携 新規 1重点
公園への健康遊具の活用の促進 拡充 1重点
いつでも誰でもどこでもできる軽運動の普及 新規 1重点

2_生きがいづくりの推進 公民館のあり方の再構築 拡充 1重点
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

3_市民スポーツ活動の充実 藤沢北高等学校跡地におけるスポーツ施設の整備 新規 1重点
葛原スポーツ広場の整備 新規 1重点
生涯学習表彰制度の充実 拡充 1重点

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
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

福祉保健総合相談の充実（再掲あり） 新規 1重点
障がい者の就労支援の推進（再掲あり） 拡充 1重点
交流スペース・まちかどの相談室の整備（再掲） 新規 1重点
学校教育相談センターの運営充実（再掲） 拡充 1重点

6_地域包括ケアの推進 在宅介護の推進 拡充 1重点
介護福祉サービス基盤の整備 拡充 1重点

7_誰もが快適に移動できる交通体系の推進 新たな公共交通の導入検討 新規 1重点
総合交通体系の推進 新規 2長期
市道新設改良（バリアフリー化）の推進 新規 2長期

重点方針数 5 方針
重点施策数 27 施策
総事業数（再掲を含む。） 100 事業
　重点事業 79 事業
　再掲事業（重点事業） 6 事業
　長期的に取り組む重要案件 15 事業
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