
　　　

◎指針重点事業  ○新規事業　△一部新規・拡充事業　空白＝継続事業 事業費（単位：千円）
（　）の額は事業費の内額   

＜一般会計＞

【総　務　費】

1◎ 都市親善費 （ 3,432）

・東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定を契機として、姉妹
友好都市を湘南藤沢市民マラソンへ招待し、スポーツ交流・文化交流及び市民交流
を通じて都市親善を推進

2◎ 人権施策推進事業費 （ 1,917）

・「藤沢市子どもをいじめから守る条例」の周知や講演会等を通して、子どものい
じめ防止について意識啓発を図るとともに、市立小・中・特別支援学校におけるい
じめによる重大事態に対応するための第三者による再調査機関「藤沢市いじめ問題
再調査委員会」を運営

3◎ 庁舎等整備費 3,532,046

・新庁舎建設工事及び工事監理を実施

4◎ 企画業務関係費 （ 3,760）

・総合指針２０１６の改定、総合教育会議の運営、ロボット産業推進施策のための
普及啓発用ロボットの貸出し、及び地方創生に関する取組を実施

5◎ シティプロモーション関係費 14,674

・市内外に藤沢の魅力やイメージを効果的かつ継続的にアピールするシティプロ
モーション事業を実施

6◎○オリンピック開催準備関係費 14,148

・東京2020オリンピック・セーリング競技開催に伴う開催準備に関する取組、市民
の気運を醸成する事業を実施

7 ○辻堂駅開設１００周年事業関係費 3,000

・辻堂駅開設１００周年事業実行委員会による「辻堂駅開設１００周年記念事業」
に対する支援

8 行政改革等推進事業費 3,974

・「藤沢市　新・行財政改革基本方針」に基づく「実行プラン」の進捗管理を行う
とともに、行政評価、指定管理者制度等を活用し、行財政改革を推進

9◎ 公共資産活用関係費 69,391

・公有地等の有効活用の検討を行うとともに、公共施設の再整備と長寿命化施策を
推進

10◎ 郷土づくり推進会議関係費 14,198

・市民、地域団体等の市民参画による地域の特性を生かした郷土愛あふれるまちづ
くりを推進するため、市内１３地区に設置した郷土づくり推進会議を運営

11◎ 六会地区まちづくり事業費 498

・花の植栽活動による美しいまちづくり事業など２事業を実施

12◎ 片瀬地区地域まちづくり事業費 3,204

・片瀬地区人材・情報バンクセンター事業など７事業を実施

平成２８年度　主要な事業

２０１６年２月１９日
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◎指針重点事業  ○新規事業　△一部新規・拡充事業　空白＝継続事業 事業費（単位：千円）
（　）の額は事業費の内額   

13◎ 明治地区まちづくり事業費 1,257

・歴史・文化継承事業など４事業を実施

14◎ 御所見地区地域まちづくり事業費 300

・御所見まるごと田園パーク構想推進事業を実施

15◎ 遠藤まちづくり推進事業費 244

・高齢者見守りネットワーク体制推進事業など２事業を実施

16◎ 長後地域活性化事業費 1,151

・健康づくり普及事業など４事業を実施

17◎ 辻堂地区地域まちづくり事業費 1,075

・防災対策推進事業など８事業を実施

18◎ 善行地区まちづくり事業費 1,153

・「ぜんぎょう」を知ろう事業など３事業を実施

19◎ 湘南大庭地域まちづくり事業費 418

・健康なんでも相談事業など２事業を実施

20◎ 湘南台地域まちづくり事業費 2,512

・文化創造事業など７事業を実施

21◎ 鵠沼地区まちづくり事業費 1,242

・鵠沼元気塾・鵠沼元気ひろば事業など４事業を実施

22◎ 藤沢地区まちづくり事業費 3,591

・地域活動推進事業など３事業を実施

23◎ 村岡いきいきまちづくり事業費 3,277

・マナーアップ啓発事業など６事業を実施

24◎ 六会市民センター改築事業費 14,547

・改築等工事完了に伴い、区域内家屋の事後調査を実施

25 △市民活動推進センター運営管理費 ( 14,058)

・市民活動推進センターに加え、北部の拠点施設として「市民活動プラザむつあ
い」を開設

26◎ 公益的市民活動助成事業費 2,000

・公益的な活動を行う市民活動団体等の組織基盤強化を支援

27◎ 市民協働推進関係費 7,698

・市民活動団体等と行政との協働による施策及び事業を進めるため、まちづくり
パートナーシップ事業提案制度などを実施

28◎△地域の縁側事業費 18,636

・地域住民の交流の場となる「地域の縁側」の整備

29◎ 市民憲章推進費 612

・市民憲章のさらなる普及啓発を目指し、啓発キャンペーン等を実施

30 社会保障・税番号制度導入事業費（戸籍住民基本台帳） 97,690

・個人番号カードの申請受付及び交付
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◎指針重点事業  ○新規事業　△一部新規・拡充事業　空白＝継続事業 事業費（単位：千円）
（　）の額は事業費の内額   

31◎ 地域防災支援事業費 2,771

・避難行動要支援者名簿の提供、避難行動要支援者ハンドブック等の作成・配布

32◎△防災設備等整備事業費 99,392

・防災備蓄資機材等の整備・充実、防災ラジオの市民頒布、津波避難対策の充実・
強化、及び「ふじさわ防災ナビ」の普及・充実

【環境保全費】　

33 △地球温暖化対策関係事業費 （ 3,368）

・地球温暖化対策実行計画の見直しを実施

34 自然環境共生推進事業費 （ 3,824）

・生物多様性地域戦略策定業務委託を実施

35◎ 石川丸山緑地保全事業費 （ 11,870）

・特別緑地保全地区に指定することを計画している石川色子地区の現況測量を実施

36◎△緑地改修事業費 （ 196,206）

・小田急江ノ島線（六会日大前駅～善行駅）に接する「金子の森」法面防護工事委
託（H27～H28）、及び土砂災害警戒区域内に位置する法面の保護のため、詳細設計
を１ヶ所、二次調査を３ヶ所実施

37 △生活環境美化推進費 （ 841）

・落書き防止対策として、防止カメラの設置や監視業務委託等を実施

38◎ 防犯対策強化事業費 （ 11,540）

・自治会町内会が実施する防犯カメラ設置に対する補助

39◎ ＬＥＤ型防犯灯設置推進事業費 186,807

・自治会町内会が実施する既存蛍光灯型防犯灯のＬＥＤ型への切替え及びＬＥＤ型
防犯灯の新設に対する補助

【民　生　費】　

40◎ 生きがい福祉センター施設整備費 82,466

・生きがい福祉センターの老朽化等に伴う建て替えの実施

41◎ 地域福祉推進事業費 （ 11,075）

・地区ボランティアセンターの開設・運営経費の助成

42 介護人材育成支援事業費 13,250

・介護職員の育成、就労を支援し、介護サービスを継続的に提供する体制づくりを
行うため、介護職員初任者研修受講料の助成、また市内で特別養護老人ホームや地
域密着型サービス等を運営する事業者が行う介護人材の育成、定着支援事業に対す
る経費の助成

43◎△生活困窮者自立支援事業費 （ 41,528）

・自立相談支援事業の一部委託により、コミュニティソーシャルワーカー等を配置
するとともに、湘南大庭地区に新たに学習支援事業の実施拠点を増設

44◎ 地域ささえあいセンター整備事業費 6,530

・高齢者等が住み慣れた地域でいきいきと暮らせるまちづくりを進めるため、地域
ささえあいセンターの開設に要する経費を助成

45◎ 藤沢型地域包括ケアシステム推進事業費 1,220

・「藤沢型地域包括ケアシステム」の実現に向けた地域づくりを進めるため、市
民、地域団体、事業者等と行政の協働体制を構築するとともに、市民への普及啓発
を実施
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◎指針重点事業  ○新規事業　△一部新規・拡充事業　空白＝継続事業 事業費（単位：千円）
（　）の額は事業費の内額   

46 △心のバリアフリー推進事業費 （ 205）

・「障がいを理由とする差別解消の推進に関する法律」の施行に伴い、「（仮称）
藤沢市障がい者差別解消支援地域協議会」を設置

47 △地域生活支援事業費 （ 3,149）

・障がい福祉課に配置する手話通訳相談員を１名から２名に増員するとともに、参
加者数等の一定基準を満たす市主催事業開催時や聴覚障がい者から求めがあった場
合等に手話通訳者・要約筆記者を配置

48◎ 老人福祉施設建設助成費 693,700

・社会福祉法人が行う介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の施設整備に対す
る助成

49◎ 地域子育て支援センター事業費 66,140

・既存の３カ所に加え、六会市民センター内に開設する子育て支援センターの運営
に要する経費

50 つどいの広場事業費 17,580

・市内４カ所のつどいの広場の運営に要する経費

51 小児医療助成費 1,743,884

・小学校６年生までの入通院及び中学生の入院医療費の自己負担分を助成

52 母子家庭等自立支援給付金事業費 27,474

・資格取得のため１年以上養成機関で修業する場合、高等職業訓練促進給付金等を
支給するほか、技能習得のための自立支援教育訓練給付金やひとり親家庭の親及び
子が高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合、修了時と認定試
験合格時に受講費用を支給

53 養育者支援金事業費 3,578

・公的年金等を受給しているため、併給調整により児童扶養手当の一部または全額
が支給対象とならない養育者に対し、公的年金等の所得額に応じて児童扶養手当相
当の支援金を支給

54 市立保育所整備費 43,787

・現高砂保育園用地をＵＲ都市機構に返還するため、現園舎の建物解体工事を実施
するとともに、区域内の家屋事後調査を実施

55 法人立保育所運営費等助成事業費 1,821,795

・法人立認可保育所に対して、運営費等を助成

56 藤沢型認定保育施設保育料助成費 43,571

・利用世帯の所得状況に応じて保育料の減免等を行う藤沢型認定保育施設の設置者
に対して、その経費を助成

57◎△藤沢型認定保育施設補助事業費 58,877

・藤沢型認定保育施設を運営形態に応じて３類型（Ａ型、Ｂ型、Ｃ型）に分類し、
それぞれの基準を満たした施設に対し、運営費等を助成

58◎ 届出保育施設認可化促進事業費 30,621

・届出保育施設のうち、認可保育所への移行を計画している施設を対象に、円滑な
移行を支援するため運営費を助成

59 △幼稚園等預かり保育推進事業費 28,049

・在園児の預かり保育の長時間化及び長期休業期間中の保育を実施する幼稚園に対
し、その経費を助成するとともに、認定こども園への移行を目指す幼稚園が実施す
る長時間預かり保育に係る運営費を助成
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◎指針重点事業  ○新規事業　△一部新規・拡充事業　空白＝継続事業 事業費（単位：千円）
（　）の額は事業費の内額   

60 給付型幼稚園保育料助成費 1,344

・施設型給付に移行した幼稚園の保育料が移行前の実質負担保育料と比較して増額
となる場合、移行前から継続して利用する園児が卒園するまでの間、移行後の保育
料との差額の１／３を助成

61◎ 利用者支援事業費 6,029

・就学前の児童の預け先に関する保護者の相談に応じ、個別のニーズに合った保育
サービスの情報提供を行う保育コンシェルジュの配置等

62 ○少年の森整備事業費 3,795

・園内遊具周辺等の活動エリアの樹木の間伐・伐採や草刈り及び地域との協働によ
る園内管理等を実施

63◎ 子ども・若者育成支援事業費 10,917

・ニートやひきこもり等、困難を有する若者とその家族を対象に、自立に向けた支
援を行う個別サポート事業を実施

64◎ 放課後児童健全育成事業費 630,891

・放課後において保護者が就労等により不在となる児童の健全育成と保護者の就労
支援、子育て支援を図るため、放課後児童健全育成事業（児童クラブ事業）の実
施、及び青少年に居場所、遊び場を提供する児童館の管理運営

65◎ 児童虐待防止対策事業費 24,458

・児童や保護者等からの相談に対する専門的な指導・助言や「藤沢市要保護児童対
策地域協議会」を構成する各機関の連携による児童虐待防止に向けた対応の実施

66 養育支援訪問事業費 5,021

・子どもの養育について支援することが特に必要と判断した家庭に対し、保健師等
の訪問による助言・指導やヘルパー派遣による支援を実施

67 子ども発達支援事業費 1,616

・障がい児や特別な支援を必要としている子どもが、ライフステージに応じた支援
を受けられるようにするための情報共有ファイルの活用推進及び保護者や支援者向
けの啓発事業等を実施

68◎ 自立支援推進事業費 9,265

・子ども支援員２名の配置により、生活保護受給世帯及び生活困窮世帯の子どもの
健全育成と将来に向けた自立支援を強化。また就労支援相談員を２名配置し、ハ
ローワークとの連携により、生活保護受給者の就労による自立に向けた支援を実施

【衛　生　費】　

69 乳幼児健診等事業費 361,991

・乳幼児の発育・発達の確認を行う健康診査等を実施するとともに、妊婦健康診査
について１４回の公費負担を実施

70 母子保健事業費 62,571

・母子保健の向上を図るための各種教室・相談を実施するほか、こんにちは赤ちゃ
ん事業として、生後４カ月までの乳児を持つ家庭の全戸訪問事業や妊娠期からの継
続的な支援として、産前・産後サポート事業等を実施

71 特定不妊治療助成事業費 82,198

・特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けた夫婦に対して治療費を助成

72 不育症治療助成事業費 1,500

・不育症の診断後、不育症治療を受けた夫婦に対して治療費を助成
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◎指針重点事業  ○新規事業　△一部新規・拡充事業　空白＝継続事業 事業費（単位：千円）
（　）の額は事業費の内額   

73◎ 健康づくり推進事業費 76,137

・藤沢市健康増進計画（第２次）に基づき、団体、関係機関等との連携により市民
の健康づくりの取り組みを支援する事業を実施

74◎ がん検診事業費 657,265

・がんの早期発見、早期治療に結びつけるため、指定医療機関で胃がんリスク検診
など、がん検診を実施

75 火葬場整備事業費 26,531

・藤沢聖苑の火葬炉の化粧扉コントロールボックス及び駆動装置交換、排気筒工
事、炉前ホールトップライト改修工事を実施

76 △ごみ減量推進事業費 （ 5,422）

・土の中の微生物が生ごみを分解する「キエーロ」を含めた生ごみ処理器購入費助
成の実施、ごみの品目別分類表や収集日程カレンダーの電子版として運用している
ごみ検索システム（ＷＥＢ版）とごみ分別アプリ（スマートフォン版）に、市民か
らの問い合わせに対応する機能と、分別方法やイベント情報を動画で紹介する機能
を追加

77 △廃棄物等戸別収集事業費 （ 1,400）

・新たにステンレス製台所用品を資源の分別品目に追加し、戸別収集・リサイクル
を実施するとともに、中間処理作業員の増員として障がい者雇用を推進するため、
藤沢市資源回収協同組合への補助金を拡充

78◎ 一般廃棄物中間処理施設整備事業費 14,481

・北部環境事業所２号炉建設に向け、藤沢市焼却施設整備基本計画に基づいた要求
水準書の作成等を実施

【労　働　費】

79◎△就労支援事業費 （ 8,532）

・就労支援及び資格取得講座について、少子高齢化や女性の社会進出など社会情勢
にあわせて実施

80◎△労働会館整備費 585,809

・藤沢公民館・労働会館等複合施設建設工事（実施設計・施工一括発注）につい
て、基本設計に基づき実施

81◎△障がい者就労関係費 （ 12,985）

・障がい者雇用の促進として「ＪＯＢチャレふじさわ」事業を拡充

【農林水産業費】

82◎△地産地消推進事業費 7,603

・第三期藤沢市地産地消推進計画に基づき、藤沢産農水産物の利用を促す諸施策の
実施、従来の「湘南ふじさわ産」から「藤沢産」への名称変更及び利用推進店ラン
ク別登録制度の導入

83◎ 水田保全事業費 30,000

・環境に配慮した減農薬等による水稲栽培に取り組む水田耕作者に対する奨励金の
交付

84 △産地競争力強化事業費 2,205

・市内生産者の産地競争力をつけるため、新たに要望のあった灌水設備導入事業を
含む生産性向上を図る事業に対する支援を実施

85 ○健康と文化の森地区農業振興事業費 3,866

・「藤沢市都市マスタープラン」において都市拠点の一つに位置付けられている
「健康と文化の森」地区の農業振興策について検討
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◎指針重点事業  ○新規事業　△一部新規・拡充事業　空白＝継続事業 事業費（単位：千円）
（　）の額は事業費の内額   

86◎ 農業基盤整備事業費 60,855

・農作業の機械化を推進し農業生産の向上を図るため、一般車両の通行によって損
傷、通行困難となった農道や老朽化の著しい用水路の改修整備を実施

87 △漁港機能保全対策事業費 （ 5,119）

・江の島西浦船揚場について、安全性・機能性の向上のため、崩壊している船揚場
斜面部の復旧工事を実施

【商　工　費】

88◎ 新産業創出事業費 40,001

・産学官連携のもと、新産業の創出・起業家の育成を支援

89◎ 企業立地等促進事業費 8,361

・企業誘致の促進と既存企業の市内投資の誘発を図るための支援

90◎ ロボット産業推進事業費 23,674

・「さがみロボット産業特区」の取組と連携し、生活支援ロボットの普及啓発等を
行うとともに、市内企業のロボット産業への参入を支援

91◎ 地域密着型商業まちづくり推進事業費 （ 6,720）

・市内産業の活性化を目的に新たな手法として実施する「ふじさわ元気バザール事
業」に対する支援

92 △拠点駅等周辺商業活性化事業費 （ 7,728）

・湘南Ｃ－Ｘまち開き後の辻堂駅周辺商業の現況等を把握するため、「辻堂駅周辺
商店街等活性化調査」を実施

93◎ 住宅リフォーム助成事業費 20,642

・地域経済の活性化を図るため、市内施工業者による住宅リフォームを実施した市
民に対し、その費用の一部を助成

94◎△誘客宣伝事業費 （ 4,644）

・観光客の開拓を目指すため、訪日観光客数の増加が予想されるタイの国際旅行博
への出展及び外国人観光客へのおもてなしの受入体制を推進する多言語サイトを運
用。また、夜景を活用した事業を推進するため、「夜景サミット」を開催

95◎ 湘南藤沢フィルム・コミッション事業費 21,673

・藤沢市を舞台とする国内外の映画・ドラマ・ＣＭ等のロケーション撮影や映像作
品の誘致など撮影環境の整備を推進

96 △海水浴場対策費 （ 3,441）

・海水浴場利用者のマナーアップを促し、海水浴客の増加を図るため、「藤沢市海
水浴場ルール」の周知・啓発や遵守状況の確認及び是正指導を実施

97◎○観光施設整備費 10,692

・江の島のバリアフリー化へのハード整備に向けて現状調査及び効果的な事業手法
を整理し、基本計画を策定

【土　木　費】

98◎ 急傾斜地防災事業費 （ 10,708）

・公共施設内（公園、緑地は除く）斜面地の周辺住民及び施設利用者の安全性を確保する
ため、１次調査の結果に基づき２次調査（地形測量及び地質調査）を実施

99◎△道路施設改修事業費 （ 27,102）

・エスカレーターの点検結果を踏まえ、必要な改修工事を計画的に実施

7



◎指針重点事業  ○新規事業　△一部新規・拡充事業　空白＝継続事業 事業費（単位：千円）
（　）の額は事業費の内額   

100◎ 市道新設改良費 （ 216,976）

・藤沢６５２号線道路改良事業に伴う法面工事、調査や六会日大前駅周辺地区及び
善行駅周辺地区において、移動円滑化基本構想に基づき、歩道段差解消、視覚障が
い者誘導用ブロックの設置などのバリアフリー化工事、測量を実施

101◎ 道路安全対策費 121,211

・通学路をはじめ、安全で円滑な道路交通を確保するため、安全施設等を整備

102◎ 橋りょう改修費 236,522

・橋りょう耐震化工事・橋りょう長寿命化修繕計画に基づく定期点検と補修工事を
実施

103◎ 自転車駐車場整備費 （ 42,413）

・放置自転車対策の一環として、湘南台駅東口における民間駐輪施設設置者に対
し、設置費の一部を助成

104◎ 一色川改修費 32,416

・準用河川一色川について、河川改修を行うため引地川合流点より約２４０ｍ区間
の橋りょう・護岸等の予備設計を実施

105◎△総合交通体系推進業務費 8,230

・交通施策実現のために必要な会議等の開催と、善行地区等の地域公共交通に関す
る支援及び利用促進のための施策を実施

106◎ 健康と文化の森整備事業費 18,095

・健康と文化の森地区まちづくり基本計画に基づく新たな都市拠点の形成に向け、
まちづくりアクションプランの検討等を実施

107◎ 新産業の森整備事業費 406,211

・新産業の森北部地区におけるまちづくりを推進するため、土地区画整理事業施行
者に対する負担金の交付や道路整備のための用地測量等を実施

108◎ 遠藤葛原線新設事業費 33,799

・事業着手路線の第1工区において損失補償等を実施するとともに、整備検討路線の
第2工区及び遠藤工区において、整備に向けた道路線形の検討等を実施

109◎△健康の森保全再生整備事業費 32,728

・市民活動団体等との協働により健康の森保全再生事業等を実施するとともに、特
別緑地保全地区の指定に向けた基礎資料を得るための現況測量を実施

110◎ 藤沢駅周辺地区再整備事業費 379,148

・藤沢都心部の再活性化に向け、交通結節点機能の充実を核とした駅周辺街区の再
整備の検討及び藤沢駅北口デッキのリニューアルに向けた設計等を実施

111◎ 長後地区整備事業費 6,919

・都市計画道路高倉下長後線の整備に向け、小田急線交差部周辺の用地測量を実施

112◎ 柄沢特定土地区画整理事業関連雨水調整池整備事業費 232,822

・柄沢特定土地区画整理事業区域内の宮ノ下公園整備予定地の地下部に雨水調整池
を整備

113◎△公園改修費 （ 39,021）

・土砂災害警戒区域内に位置する法面の防護のため、詳細設計等を２カ所、二次調
査を２カ所実施

114○空き家対策関係費 7,812

・空き家の適正管理の促進、特定空き家の認定と措置などの空き家対策を実施
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◎指針重点事業  ○新規事業　△一部新規・拡充事業　空白＝継続事業 事業費（単位：千円）
（　）の額は事業費の内額   

【消　防　費】

115◎ 遠藤出張所新設事業費 662,265

・北消防署遠藤出張所について、平成２９年４月からの供用開始に向けて、建設工
事を進めるとともに、運用に係る人員及び車両を整備

【教　育　費】　

116◎△学校教育相談センター関係費 （ 79,601）

・児童生徒、保護者からの学校教育に関する相談にきめ細やかに対応するため、ス
クールカウンセラーを１名増員し、小学校１７校へ週１．５日または週２日配置

117◎ いじめ暴力防止対策費 14,296

・平成２７年４月に施行された「藤沢市子どもをいじめから守る条例」の基本理念
に基づき、いじめの未然防止・早期発見・早期対応の対策を総合的かつ効果的に行
うとともに、体罰を含む暴力行為の根絶に向けた取り組みを実施

118◎△教育情報機器整備事業費 （ 6,437）

・小学校校内ＬＡＮパイロット校２校の一部教室に電子黒板を導入し、その活用方
法の研究や課題等の検証を実施

119◎ 特別支援教育運営費 79,423

・「ともに学びともに育つ」学校教育をめざし、障がいの「ある」「なし」にかか
わらず、一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援・指導を実施

120◎ 校務支援システム構築事業費（小学校） 54,917

・各校３台のタブレット端末を用い、情報セキュリティの確保と校務の効率化を図
るとともに、教育用として授業でも活用

121 学校施設環境整備事業費（小学校） （ 220,604）

・新林小学校及び天神小学校の空調設備設置工事

122◎ 諸整備事業費（小学校） （ 45,976）

・明治小学校他３校の耐力度調査

123◎△校務支援システム構築事業費（中学校・特別支援学校） （ 1,124）

・校務支援システムの円滑な運用のために、新規採用者やＩＣＴ担当者向けの機能
別研修等を実施

124◎ 諸整備事業費（中学校） （ 414,582）

・明治中学校の耐力度調査、湘洋中学校校舎棟（津波避難施設）増築工事

125◎ 学校給食費徴収管理費 8,369

・小学校及び特別支援学校の学校給食費の管理・徴収に係る費用

126◎ 学校給食材料費 1,121,893

・給食食材の購入費

127 給食室改修工事費 515,460

・大清水小学校給食調理室新築工事、新林小学校及び天神小学校の給食調理室空調
設備設置工事

128◎△中学校給食運営管理費 （ 40,912)

・御所見中学校、大庭中学校、高倉中学校及び大清水中学校に中学校給食実施校を
拡大

129◎ 中学校給食施設整備費 37,652

・御所見中学校、大庭中学校、高倉中学校及び大清水中学校に中学校給食実施校を
拡大することに伴う配膳室の整備
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◎指針重点事業  ○新規事業　△一部新規・拡充事業　空白＝継続事業 事業費（単位：千円）
（　）の額は事業費の内額   

130◎ 郷土文化推進費 93,915

・ふじさわ宿交流館、（仮称）藤澤浮世絵館の開館、管理運営

131◎△文化行事費 （ 2,665）

・藤沢市文化団体連合会加盟団体が行う次世代育成事業や郷土文化拡充事業等に対
する補助及び文化芸術の振興を図る計画等に係る検討を実施

132◎ アートスペース運営管理費 68,098

・アートスペースの運営管理及び若手芸術家等の美術作品の創作や展示・発表の支
援等を実施

133◎△ビーチバレー大会開催関係費 （ 1,000）

・第３０回大会を迎えるビーチバレージャパンの記念事業等を実施

134 （公財）藤沢市みらい創造財団スポーツ事業関係費 34,734

・ビーチ・マリンスポーツ推進関連業務等の各種スポーツ関係事業を委託により実
施

135◎ スポーツ施設整備費 （ 157,968）

・（仮称）天神スポーツ広場少年野球場の建築工事、葛原スポーツ広場野球場の用
地測量等を実施
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◎指針重点事業  ○新規事業　△一部新規・拡充事業　空白＝継続事業 事業費（単位：千円）
（　）の額は事業費の内額   

＜特別会計＞　

◎ 北部第二（三地区）土地区画整理事業費 2,258,810

・街路築造工事、建物移転補償等

墓園事業費 690,440

・墓園管理・墓所貸付、施設改修工事等

国民健康保険事業費 48,418,465

・一般被保険者　９９，３００人　　退職被保険者等　３，６００人

・加入世帯　６１，８００世帯

柄沢特定土地区画整理事業費 756,205

・擁壁設置工事、宅地造成工事等

湘南台駐車場事業費 95,747

・駐車場整備事業債の償還金

◎ 介護保険事業費 26,495,725

・第１号被保険者　１００，６１８人　　第２号被保険者　１４９，７４１人
・要介護要支援者　１８，９９５人

後期高齢者医療事業費　 5,155,825

・被保険者　４５，６４４人

＜公営企業会計＞　

下水道事業費　 22,528,943

◎ 下水道事業費（貯留管・浸水）

・山野神雨水貯留管築造工事（Ｈ２７－Ｈ２９）ほか

◎ 下水道事業費（耐震）

・辻堂浄化センター管理棟建設工事委託（Ｈ２８－Ｈ２９）ほか

◎ 下水道事業費（長寿命化）

・辻堂浄化センター２号焼却炉設備改築機械工事（Ｈ２６－Ｈ２８）ほか

市民病院事業　 21,546,378

◎ ・市民病院再整備事業

◎ ・西館改修事業

・医療器械等購入事業
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