
○ 新型コロナウイルス感染症対応事業

款　項　目　細目　細々目 ＜一般会計＞　

(補正額 22,040 千円）　】

1 ○ 市民会館施設管理費 14,000 千円

2 コミュニティ助成事業補助金 2,100 千円

3 防災設備等整備事業費 5,940 千円

(補正額 4,345 千円）　】

4 地球温暖化対策関係事業費 2,500 千円

5 防犯対策強化事業費 1,845 千円

(補正額 742,522 千円）　】

6 ○ 生活困窮者自立支援事業費 25,920 千円

7 ○ ひとり親家庭等生活支援事業費 146,985 千円

8 法人立保育所等施設整備助成事業費 545,202 千円

9 放課後児童クラブ整備事業費 23,579 千円

10 生活保護適用措置関係事務費 836 千円

(補正額 399,650 千円）　】

11 ○ 給与費 506 千円

藤沢市民病院に設置している災害対策用浄水器を更新する経費

自治会・町内会が行うコミュニティ活動に必要な設備等の整備に対し補助する経費

新型コロナウイルス感染症の影響により、特に生活に困窮しやすい児童扶養手当受給世帯等
に対し、臨時給付金及び商品券等を支給するための経費

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、市民会館の閉館等を実施したことに伴い、使用
料を還付する経費

新型コロナウイルス感染症の影響により、生活困窮者に対する住居確保給付金の支給対象者
が拡大したことに伴う経費

【　環境保全費

特殊詐欺被害を防止するため、７０歳以上の市民を対象に迷惑電話防止機能付電話機等の
購入費を補助する経費

住宅用太陽光発電システム・家庭用燃料電池システム・定置用リチウムイオン蓄電池を同時設
置する者に対し補助する経費

【　民　生　費

新型コロナウイルス感染症患者に対応した保健所職員に対して、特例の感染症業務手当を支
給する経費

生活保護法の改正に伴う日常生活支援住居施設の支給事務に対応するため、生活保護シス
テムを改修する経費

令和３年４月の開所に向けて、公募により選定された法人立認可保育所の新設と、法人立認
可保育所の再整備に係る施設整備費及び、小規模保育事業所等を卒園した児童の受け皿
不足に対応するために実施する幼稚園送迎ステーション事業に助成する経費

大越小学校区のクラブ施設整備に係る負担金に要する経費

【　衛　生　費
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12 病院群輪番制運営費補助金 3,000 千円

13 ○ 8,736 千円

14 各種予防接種費 61,473 千円

15 公衆便所整備費 37,980 千円

16 ○ 感染症対策事業費 4,502 千円

17 一般清掃総務費 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,409 千円

18 環境事業センター整備費 46,211 千円

19 一般廃棄物中間処理施設整備事業費 38,841 千円

20 し尿処理施設整備費 68,200 千円

21 ○ 運営費等負担金 29,792 千円

(補正額 20,373 千円）　】

22 18,018 千円

23 担い手育成支援事業費 2,355 千円

(補正額 159,600 千円）　】

24 ○ 店舗・事業所等リニューアル補助金 30,163 千円

【　商　工　費

市内経済の活性化を図るため、市内事業者を利用して店舗・事業所のリニューアル工事を実
施した市内商店会会員等及び住宅のリニューアル工事を実施した市民に対し、工事費用の一
部を助成する経費

【　農林水産業費

　市内農業の新たな担い手や農業後継者を育成するため、経営を継承する農業後継者及び
農福連携を行う農業者を支援する経費

藤沢市医師会が平日及び土・休日の夜間に輪番で実施している二次救急医療体制を、土・休
日の昼間に拡充するために補助する経費

ロタウイルス感染症の予防接種定期化に伴う経費

六会日大前駅東口公衆便所の老朽化に伴い改修工事を行う経費

高濃度ＰＣＢ廃棄物である安定器等を処理をする経費

環境事業センターの整備に伴い、家屋及び電波障害調査を行うとともに、仮設事務所建設に
よる駐車台数減少に対応するため、秋葉台運動公園駐車場を整備する経費

帰国者・接触者外来等医療従事者支援金

帰国者・接触者外来を設置する市内民間医療機関の医療従事者に対して支援金を支給する
ための経費

新型コロナウイルス感染症のPCR検査センター開設延長に伴う経費

農業総務関係費

湘南藤沢地方卸売市場の市場用途として使用しない土地を現在の都市計画施設の区域から
除外し、見直しを図るため現況測量を行う経費

石名坂環境事業所の新1号炉整備に向け、基本構想を策定する経費

し尿処理施設内の乾式脱臭装置の老朽化に伴い、更新工事を行う経費

新型コロナウイルス感染症患者に対応した市民病院職員に特例の感染症業務手当を支給す
ることに伴う、市民病院事業会計への一般会計繰出金
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25 ○ 中小企業融資制度利子補助金 22,849 千円

26 ○ 信用保証料補助金 103,125 千円

27 ○ 金融対策関係事務費 3,463 千円

(補正額 178,121 千円）　】

28 建築物等防災対策事業費 14,289 千円

29 市道新設改良費 11,140 千円

30 橋りょう架替事業費 4,433 千円

31 自転車駐車場整備費 2,360 千円

32 河川水路修繕費 10,652 千円

33 総合交通体系推進業務費 17,732 千円

34 江の島地区周辺整備事業費 3,500 千円

35 善行長後線街路新設事業費 18,300 千円

36 公園改修費 23,562 千円

37 住宅環境整備事業費 65,249 千円

38 空き家対策関係費 6,904 千円

辻堂４２９号線における、交通渋滞の緩和や公共交通の定時性を確保するため、車線数増に
向けた道路詳細設計を行う経費

新型コロナウイルス感染症に係る災害復旧資金又は新型コロナウイルス感染症に伴う小規模
事業者経営改善資金の利用者に対し、資金の借入に伴い支払った利子を補助する経費

新型コロナウイルス感染症に係る災害復旧資金の利用者に対して、資金を借り入れる際に支
払った信用保証料を補助する経費

新型コロナウイルス感染症の影響により、融資、利子補給及び信用保証料補助に関する相
談・受付窓口の充実強化を図るための経費

【　土　木　費

国の政令改正等に伴い、藤沢市耐震改修促進計画を改定する経費

蓼中橋架替工事において、大雨時の河川増水により工事ヤードﾞが水没したことから、復旧作
業に必要な仮設備の設計変更を行う経費

江ノ島電鉄江ノ島駅付近における民間駐輪場整備に対し、新設費用の一部を補助する経費

老朽化の著しい滝川（滝川分水路を含む）及び小糸川について、将来にわたり安全安心な施
設として計画的かつ適切な維持管理を行うため、長寿命化計画を策定する経費

地域公共交通の導入を検討している地区において、導入の事業性を検討するとともに、いず
み野線延伸地域における交通施設規模の検討等を行う経費

片瀬江ノ島駅前通り線の交通空間整備工事に伴う用地境界確定測量を行う経費

街路築造に伴う隣接地の高低差処理に必要となる擁壁の詳細設計等を行う経費

公園施設長寿命化計画を更新するとともに、土砂災害警戒区域内の公園斜面地に対する調
査を行う経費

市営住宅の良好な居住環境の整備・改善を図るため、市営住宅ストックの長寿命化を進めら
れるよう住宅環境の整備を行う経費

空家等対策協議会を設置するとともに、空家等対策計画を策定する経費
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(補正額 27,244 千円）　】

39 ○ 給与費 1,848 千円

40 消防自動車等整備費 25,396 千円

(補正額 1,618,498 千円）　】

41 給与費 6,033 千円

42 ○ 教育情報機器関係費 1,202,511 千円

43 教育情報化推進事業費 40,457 千円

44 教育課程推進事業費 461 千円

45 鵠南小学校改築事業費 589,202 千円

46 六会中学校屋内運動場改築事業費 53,515 千円

47 村岡公民館改築事業費 33,754 千円

48 総合市民図書館整備事業費 26,279 千円

49 ○ 1,080 千円

50 △334,794 千円

(補正額 100,000 千円）　】

51 ○ 予備費 100,000 千円

これまでの新型コロナウイルス感染症対策に要した経費に対して予備費を充用したことから、
今後緊急的に必要となる感染症対策等の不測の事態に備えるため、増額するもの

国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により、「GIGAスクール構想の加速による学び
の保障」を進めるために、市立小学校への1人1台の学習用端末等を整備するとともに、ネット
ワーク環境がない家庭にWi-Fiルーターを貸し出しする経費

【　消　防　費

新型コロナウイルス感染症患者に対応した消防局職員に対して、特例の感染症業務手当を支
給する経費

老朽化した消防車両を更新するとともに、大規模災害への対応強化を図るため、小型動力ポ
ンプを更新する経費

【　教　育　費

学校現場で発生する問題に適切かつ迅速に対応するため、スクールロイヤーを配置する経費

GIGAスクール構想に基づき、市立中学校に整備する学習用端末を使用するために必要な
ネットワークサーバーの増強等を行う経費

県委託事業である「かながわ学びづくり推進地域研究委託事業」を受託し、教育課程に係る研
究を行う経費

旧屋内運動場跡地に、多目的広場を整備する経費

村岡公民館等再整備基本構想に基づき、基本・実施設計及び地質調査等を行う経費

老朽化が著しい総合市民図書館の業務用エレベーターについて、改修工事を行う経費

屋内運動場棟及び保育園棟建設工事（旧屋内運動場等解体工事を含む）について、令和2
年度から3カ年継続事業で実施する経費

【　予　備　費

市民ギャラリー運営管理費 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、市民ギャラリーの貸館業務を停止したこと等によ
り使用料を還付する経費

オリンピック開催準備関係費

東京２０２０大会が１年間延期されたことに伴い事業費の一部を減額するとともに、開催に向け
た準備業務の人員を継続して確保する経費
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