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１ 重点事業と長期的に取り組む重要案件 

 

重点施策の実現を図るための個別の取組を「重点事業」「長期的に取り組む重要案

件」として，この別冊に示します。 

 

  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ものとなります。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。 

 

  長期的に取り組む重要案件 

長期的に取り組む重要案件は，事業完了までの期間が長期にわたる事業のうち，

指針の実現に資する重要な案件となります。そのため，喫緊の課題への対応状況

や重点事業の進捗状況等を踏まえつつ，最適な時期，規模等を検討し，実施して

いくものとします。 
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２ 施策の体系 

 

まちづくりテーマ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！ 

 

１ 災害に強いまちづくりの推進 

├ 1 「ふじさわ防災ナビ」の構築・普及 

├ 2 防災備蓄資機材の充実 

├ 3 建物耐震化の促進 

├ 4 災害復興支援条例の制定・基金の創設 

├ 5 災害時相互応援協定の拡大 

├ 6 災害時における要援護者への支援の充実 

├ 7 遊水池の整備（柄沢地区等） 

├ 8 貯留管等の整備（鵠沼・善行地区等） 

└ 9 浸水対策としての遊水池の整備・河川改修 

 

２ 津波対策の充実・強化 

├ 1 地域津波避難計画の策定 

└ 2 避難路確保のための橋りょう改修（山本橋・西浜橋等） 

 

３ 消防・救急の充実強化 

 └ 1 消防出張所の新設（遠藤方面） 

 

４ 犯罪と交通事故のない、明るいまちづくりの推進 

 ├ 1 防犯カメラ設置の促進（再掲あり） 

├ 2 防犯灯ＬＥＤ化の促進（再掲あり） 

├ 3 通学路の安全対策の推進（再掲） 

└ 4 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 
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５ 公共施設の再整備の推進 

 ├ 1 公共施設再整備計画の策定 

├ 2 新庁舎整備の推進 

├ 3 市民センター・公民館の改築（六会市民センター・公民館等） 

└ 4 藤沢公民館・労働会館の複合施設化の検討 

 

６ 都市基盤の整備・充実 

 ├ 1 市道６５２号線の整備 

├ 2 下水道施設の老朽化対策の推進（耐震・長寿命化） 

├ 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 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 

├ 5 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） 

├ 6 北部第二(三地区)土地区画整理事業の推進 

└ 7 都市計画道路の整備 
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３ 事業概要 

 

 (1) 体系別事業数 

 

 

 (2) 体系別事業費見通し 

 

  

重点事業数

うち新規
事業数

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！

6 21 9 23 6

2_みんなとまちが元気になる魅力と活力を
生み出そう！

4 17 5 26 3

3_みんなが誇りと愛着を感じる地域をつくろ
う！

5 16 8 31 3

4_みんなの絆で藤沢っ子の明日を築こう！
5 14 4 25 1

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！

7 17 8 19 2

合計 27 85 34 124 15

※再掲事業を含みます。

まちづくりテーマ
重点
施策数

事務
事業数

長期重要
案件数

（単位：千円）

まちづくりテーマ 26年度 27年度 28年度 事業費計

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！

6,664,220 11,825,445 13,626,725 32,116,390

2_みんなとまちが元気になる魅力と活
力を生み出そう！

1,269,200 2,340,251 7,263,490 10,872,941

3_みんなが誇りと愛着を感じる地域をつ
くろう！

486,472 319,924 434,324 1,240,720

4_みんなの絆で藤沢っ子の明日を築こ
う！

3,590,752 420,888 396,876 4,408,516

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！

5,056,927 2,758,095 2,973,738 10,788,760

合計 17,067,571 17,664,603 24,695,153 59,427,327

※事業費ベース
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 (3) 款別事業費見通し 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：千円）

款 26年度 27年度 28年度 事業費計

01 議会費
0 0 0 0

02 総務費
1,844,667 5,676,612 6,327,841 13,849,120

03_環境保全費
356,119 443,837 589,600 1,389,556

04 民生費
1,468,549 960,730 890,859 3,320,138

05 衛生費
0

06 労働費
29,822 34,572 37,199 101,593

07 農林水産業費
117,107 113,920 113,920 344,947

08 商工費
225,489 89,307 89,881 404,677

09_土木費
2,042,113 3,974,827 8,911,586 14,928,526

10 消防費
10,876 50,000 456,700 517,576

11 教育費
3,237,274 498,861 605,249 4,341,384

その他
7,735,555 5,821,937 6,672,318 20,229,810

合計 17,067,571 17,664,603 24,695,153 20,537,110

※事業費ベース
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４ 重点事業等 

 

重点事業について，事務事業ごとに示します。 

なお，地域まちづくり事業については，その詳細を「５ 地域まちづくり」の中

で改めて位置づけるとともに，各地区に関連する主な重点事業についてもあわせて

示します。 

 

まちづくりテーマ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！ 

 

１ 災害に強いまちづくりの推進 
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１ 「ふじさわ防災ナビ」の普及・構築 
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５ 地域のまちづくり 

 

ここでは，地域のまちづくりに関して，地域の特色や課題を踏まえて，地域で取

り組む事業の詳細を示すとともに，重点事業のなかで主に各地区に関係する事業を

再掲します。 

 

 (1) まちづくり事業の概要 

 

 

 

  

１　六会市民センター ７　辻堂市民センター
(1) 花の植栽活動による美しいまちづくり事業 (1) 生活マナーアップ啓発事業
(2) 交通不便地区解消検討事業 (2) 健康推進事業
(3) モデル公園提案事業 (3) 湘南辻堂地域ブランド情報発信事業

２　片瀬市民センター (4) 環境美化キャンペーン
(1) 片瀬地区人材・情報バンクセンター事業 (5) エコ活動推進事業
(2) （仮称）小学生夏休みふれあい事業 (6) 商店街活性化イベント実施事業
(3) 地域避難通路設置支援事業 (7) 道路問題箇所改善事業
(4) まちかど相談事業 (8) 辻堂グリーン回廊事業
(5) 青少年居場所事業 (9) 伝統文化継承事業
(6) 生活道路の安全向上対策事業 (10) 津波対策推進事業費

(7) まちかどミニベンチ設置事業 ８　善行市民センター
(8) 民俗文化財等継承事業 (1) 「ぜんぎょう」を知ろう事業
(9) 緑と花いっぱい推進活動事業 (2) 地域活動ネットワーク事業
(10) 江の島道の整備事業 (3) 高齢者等移動支援事業

３　明治市民センター ９　湘南大庭市民センター
(1) 明治地区マナーアップ推進事業 (1) 健康なんでも相談事業
(2) 子育て支援室等充実事業 (2) 歩行空間バリアフリー化事業
(3) 歴史・文化継承事業 (3) 街路樹景観保全事業

４　御所見市民センター (4) 健康増進公園改修事業
(1) ファーマーズパーク構想推進事業 (5) 地域のゴミゼロ運動推進事業

(2) 安全・安心な道路点検改修事業 １０　湘南台市民センター

５　遠藤市民センター (1) 緑の回遊路事業
(1) 高齢者見守りネットワーク体制推進事業 (2) 子育てネットワーク事業
(2) 観光農業推進事業 (3) 高齢者・障がい者カフェ事業
(3) 自然環境推進事業 (4) ようこそ先輩IN湘南台事業
(4) 道路環境整備事業 (5) 地域サポーター育成事業
(5) 北部観光広域連携推進事業 (6) 街中サインユニバーサル事業

６　長後市民センター (7) 帰宅困難者対策等地域防災事業
(1) 健康づくり普及事業 (8) 道路安全対策事業
(2) 長後すくすく応援事業 (9) 外国人交流事業
(3) 地産地消推進・地域ブランド育成事業 (10) 文化創造事業
(4) 商店街活性化事業 (11) コミュニティサイクル事業

(5) 地域人材発掘・育成事業 １１　鵠沼市民センター
(6) 長後ボランティアセンター設置事業 (1) ボランタリー活動推進プラザ「鵠沼」運営事業
(7) 観光資源開拓事業 (2) 鵠沼元気塾事業

(3) 鵠（くぐい）まつり事業
(4) 公園見直し事業
(5) 道路見直し事業
(6) 津波対策事業
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片瀬地区 

 

地域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 

 

地区のあらまし 

 片瀬地区の地勢としては，藤沢市の南東部の海岸線に位置し，面積は３.０２ｋ㎡で

全市の４.３％を占めています。湘南の海と山に恵まれ，東は鎌倉市に隣接し，南海上

の江の島，海岸に面した片瀬海岸，境川東岸の片瀬，山林を宅地造成した片瀬山・片

瀬目白山など様々な特徴を持った地形となっています。 

 

地区の特色 

 県内有数の観光地『江の島』があり，夏の海水浴，花

火大会では片瀬海岸は大きなにぎわいとなります。江の

島展望灯台，サムエル・コッキング苑，江の島岩屋，新

江ノ島水族館などの観光資源が多数あり，多くの観光客

が訪れます。 

 歴史ある神社・仏閣が多数あり，史跡も多く存在する旧街道“ゑのしま道”は，歴

史と文化を感じる地域の生活道路のひとつとなっています。片瀬山の住宅は高台に位

置し，富士山や箱根の連山を望むことができます。 

 市無形文化財の「片瀬餅つき唄」が子どもたちに受け継がれており，長い歴史を誇

る片瀬諏訪神社例大祭，江の島八坂神社例大祭，龍口寺法難会などの祭りでは，地域

をあげたにぎわいとなります。 

地区の課題 

・ 共助による津波避難対策 

・ 高齢化による片瀬山地区を中心とした円滑な移動の確保 
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まちづくり事業 

１ 人材・情報バンクセンター事業 

コーディネーターを核とした人材・情報バンクセンターの推進 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

実施 → → 

２ 公民館運営評議会 

公民館の活用に対する地域のニーズ把握と意見集約 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

検討 実施  

３ 災害等危険箇所把握事業 

自然災害時の危険箇所の調査。津波避難路整備事業等対策の支援 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

実施 → → 

４ 生活道路安全向上対策事業 

利用者・住民の視点による地区内生活道路の調査、対応優先順位の設定 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

実施 → → 

５ ボランティアセンター運営事業 

居場所ひだまり・にこにこ広場の運営 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

実施 → → 

６ まちかど相談事業 

子育て相談、高齢者相談、成年後見相談、ボランティア活動相談 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

実施 → → 

７ 青少年居場所事業 

公民館を利用した青少年の居場所の確保、見守りボランティアの配置 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

実施 → → 
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８ 青少年ボランティア活動支援事業 

地域のイベント事業などに青少年のボランティア活動を支援 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

実施 → → 

９ 環境浄化事業 

生活環境協議会の支援 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

実施 → → 

１０ 緑と花いっぱい推進活動事業 

江の島弁天橋植栽帯等の草取り・花植え活動の支援 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

実施 → → 

１１ バリアフリーの推進事業 

バリアフリー化が必要な公共的施設の検討、実現に向けた関係機関との意見交換 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

実施 → → 

１２ まちかどミニベンチ設置事業 

高齢者や障がい者の方のひと休みベンチの設置、設置場所の調査・検討 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

実施 → → 

１３ 民俗文化財等継承事業 

  片瀬餅つき唄保存会・片瀬こま保存会の活用支援，地域文化にまつわるフォーラ

ム等検討・実施 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

実施 → → 

１４ 江の島道の整備事業 

杉山検校の道標をはじめとする史跡の整備や案内板等の設置 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

実施 → → 
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長期的に取り組む重要案件 

・ 境川のプレジャーボート対策 

 

市への提言・提案事項 

・ 片瀬市民センターの津波一次避難場所の確保 

 

地区のまちづくり概要図 

 

 

 

 

 

 

  

避難路確保のための橋りょう改修（山本橋） 

人材・情報バンクセンター 

居場所ひだまり・にこにこ広場 
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６ 取組方針 

 (1) 重点施策を実現するための財源 

 

 

  

財政計画（普通会計ベース）

（歳入見込） 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

　市税 76,500,000 77,108,000 77,143,000 77,503,000 76,053,000 76,135,000

　その他 20,474,996 22,610,584 25,125,299 28,090,027 31,589,280 35,723,879

自主財源計 96,974,996 99,718,584 102,268,299 105,593,027 107,642,280 111,858,879

　地方譲与税等 2,030,635 1,917,894 1,814,709 1,720,445 1,634,521 1,556,412

　地方消費税交付金 4,894,768 6,163,782 7,976,659 7,976,659 7,976,659 7,976,659

　国庫支出金 18,038,727 18,038,727 18,038,727 18,038,727 18,038,727 18,038,727

　県支出金 6,498,272 6,368,306 6,240,939 6,116,120 5,993,797 5,873,921

　その他 2,900,000 6,044,700 7,087,200 10,900,000 2,900,000 2,700,000

依存財源計 34,362,402 38,533,409 41,158,234 44,751,951 36,543,704 36,145,719

合　計　－① 131,337,398 138,251,993 143,426,533 150,344,978 144,185,984 148,004,598

（歳出見込） 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

人件費 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000

扶助費 32,286,048 33,900,350 35,595,368 37,375,136 39,243,893 41,206,088

公債費 8,854,387 8,526,386 8,422,733 8,184,684 8,331,370 8,438,451

その他 36,422,486 36,779,029 37,143,834 37,517,183 37,899,370 38,290,699

経常的経費計　② 102,562,921 104,205,765 106,161,935 108,077,003 110,474,633 112,935,238

　うち義務的経費 66,140,435 67,426,736 69,018,101 70,559,820 72,575,263 74,644,539

政策的経費投入可能財源③
（①－②）

28,774,477 34,046,228 37,264,598 42,267,975 33,711,351 35,069,360
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 (2) 評価 

   重点施策等指標・現状値一覧 

 

 

区分 内容 アンケート内容 2013ポイント

都市像1 郷土愛あふれる藤沢～松風に人の和うるわし
湘南の元気都市～

誰もが快適に暮らせ、居心地の良いまちで
あること。

69.66%

都市像2 郷土愛あふれる藤沢～松風に人の和うるわし
湘南の元気都市～

子供が大人になっても愛着の持てるまちで
あること。

70.28%

基本目標1 安全な暮らしを守る 災害に対して、市民が不安なく暮らせるま
ちであること。

38.65%

基本目標2 文化・スポーツを盛んにする 地域の記憶や文化が継承され、発展する
こと。

43.06%

基本目標3 豊かな環境を創る まちと自然環境の調和がとれていること。 62.60%

基本目標4 子どもたちを守り育む 子どもを安心して育てられる環境があるこ
と。

64.52%

基本目標5 健康で安心な暮らしを支える 保健、医療、福祉、健康などの生活環境が
整い暮らしやすいこと。

65.32%

基本目標6 地域経済を循環させる 産業の活力を高め、地域が元気になるこ
と。

30.42%

基本目標7 都市基盤を充実する 移動や利用にあたり、誰でも利用できる道
路や施設であること。

51.44%

基本目標8 市民自治・地域づくりを進める 市民の意識が高く、市民参加型の地域づく
りが進んでいること。

37.58%

重点施策1-1 災害に強いまちづくりの推進 地域で災害への備えができていると感じま
すか？

40.15%

重点施策1-3 消防力の充実・強化 消防や救急の活動が充実していて、安心
できること。

84.27%

重点施策1-4 犯罪のない、明るいまちづくりの推進 犯罪のない、明るいまちであること。 58.44%

重点施策1-5 公共施設の再整備の推進 公共施設を次世代のために，より良い状態
で引き継げていると感じますか？

28.46%

重点施策1-6 西北部のまちづくりの推進 市の北部の道路や住宅の整備について 22.01%

重点施策1-6 土地区画整理によるまちづくりの推進 市の北部の道路や住宅の整備について 22.01%

重点施策1-6 都市インフラ（橋梁、道路、下水道等）の再整備
の推進

橋や下水道の老朽化対策について 10.61%

重点施策1-6 安全で快適な道路環境の整備 道路が整備され、快適であること。 54.97%

重点施策2-1 企業立地の促進 新しい産業の立地について 14.61%

重点施策2-1 村岡地区まちづくりの推進 駅をはじめとする都市の拠点の整備につい
て

28.20%

重点施策2-1 藤沢駅周辺地区再整備の促進 駅をはじめとする都市の拠点の整備につい
て

28.20%

重点施策2-2 市内中小企業の活力再生 市内の商業に活力があると感じますか？ 37.15%

重点施策2-2 市内産農水産物の地産地消の推進 市内の農水産業に活力があると感じます
か？

36.00%

重点施策2-2 地域資源の開拓等による消費観光の推進 市内の観光に活力があると感じますか？ 56.90%
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重点施策2-3 多彩なシティプロモーションの推進 市民が自慢できるまちであること。 60.63%

重点施策2-4 市民が実感する市民活動の推進 市民主体のまちづくり活動について 18.62%

重点施策2-4 マルチパートナーシップの推進 市民自らが藤沢を良くする活動に積極的で
あること。

34.00%

重点施策3-1 郷土文化資産の活用の推進 豊かな地域の資源を大切にし、楽しい体験
ができるまちであること。

37.41%

重点施策3-1 （仮称）街なみ百年条例にもとづく歴史と景観ま
ちづくりの推進

美しい街なみなど、市内の景観づくりにつ
いて

27.22%

重点施策3-2 市民の文化芸術活動への支援 市内に文化的な魅力があると感じますか？ 48.01%

重点施策3-3 地域コミュニティ活動への支援強化 自治会活動について 23.55%

重点施策3-4 １３地区のまちづくりの推進 地域で支え合っていると感じますか？ 33.76%

重点施策3-5 再生可能エネルギーの推進 自然エネルギーが有効に活用されているま
ちであること。

17.31%

重点施策3-5 環境施設整備の推進 環境に配慮したゴミ処理がされていると感
じますか？

76.41%

重点施策3-5 谷戸をはじめとする緑地保全の推進 斜面緑地や樹木など緑の保全について 27.24%

重点施策4-1 地域のニーズに即した子育て支援策の充実 安心して子育てができる環境づくりについ
て

29.01%

重点施策4-3 若者を中心とした自立支援 子どもが、住んでいる地域に誇りを持ち、地
域で暮らし続けていること。

60.17%

重点施策4-3 待機児童の解消 保育園の待機児童の解消について 11.01%

重点施策4-4 学校生活に困難がある児童生徒への対応の強
化

個性豊かな児童生徒が育成される開かれ
た学校づくりについて

16.80%

重点施策4-5 教育現場におけるＩＣＴ化の推進 パソコンなどの情報機器を使った学校での
教育活動が盛んなまちであること。

41.84%

重点施策4-5 学校生活における食の充実 食事や食生活を意識した学校生活がなさ
れていること。

62.11%

重点施策5-1 健康づくりの推進 健康づくりを支える環境が充実していると
感じますか？

41.43%

重点施策5-2 生きがいづくりの推進 生涯学習の機会や場の提供について 20.41%

重点施策5-3 市民スポーツ活動の充実 スポーツ施設が充実していると感じます
か？

44.44%

重点施策5-4 公立病院としての機能強化 いつでも安心して受けられる医療の充実に
ついて

36.52%

重点施策5-5 きめ細やかな福祉相談と事業連携の推進 福祉が充実し、子どもから高齢者まで守ら
れていること。

44.59%

重点施策5-5 障がい者の相談支援体制の拡充 社会的弱者の方が快適に過ごせるまちで
あること。

29.42%

重点施策5-6 高齢者福祉施設・居住（居宅）系サービス基盤
の整備促進

高齢者の在宅サービスについて 18.67%

重点施策5-7 だれもが快適に移動できる交通まちづくりの推
進

交通ネットワークが充実していると感じます
か？

52.54%




