
◎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）

＜一般会計＞ （　）の額は事業費の内額

【総　務　費】

1 ◎ 都市親善費 （ 4,156）

・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
好都市の方々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
通じ都市親善を推進

2 人権施策推進事業費 （ 1,366）

・「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・特別支援学校においていじめによる重
大事態が発生した場合の再調査を目的に設置した「藤沢市いじめ問題再調査委員会」を運
営

3 ◎ 庁舎等整備費 14,743,138

・新庁舎建設工事及び工事監理（継続費）、植栽工事を実施するとともに、供用開始に向
けて什器を購入

・現新館及び朝日町駐車場の基本・実施設計を実施（継続費）

4 企画業務関係費 （ 4,563）

・「藤沢市市政運営の総合指針２０２０」の実行、総合教育会議の運営とともに、平成
２７年国勢調査の結果に基づく将来人口推計を実施

5 △ 行政改革等推進事業費 6,533

・「藤沢市　行財政改革２０２０基本方針」に基づく「実行プラン」を策定しその進捗管
理を行うとともに、行政評価の実施、指定管理者制度等の活用及び外部団体の協力を得て
内部統制制度の検証を行うことにより、行財政改革を推進

6 ◎ 公共資産活用関係費 22,302

・公有地等の有効活用の検討及び公共施設の再整備を推進

7 ○ ネットワーク整備事業費 109,506

・社会保障・税番号制度における情報連携の開始に伴うセキュリティ強化を目的とした、
神奈川情報セキュリティクラウドの利用及び新庁舎におけるネットワーク環境の整備

8 ○ 基幹系業務適正化事業費 10,422

・大型コンピュータ更新に向けた次期システム最適化計画の策定及びシステム監査の実施

9 郷土づくり推進会議関係費 12,298

・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

10 ◎ 六会地区まちづくり事業費 1,534

・花の植栽活動による美しいまちづくり事業など６事業を実施

平成２９年度　主要な事業
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11 ◎ 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

12 ◎ 明治地区まちづくり事業費 1,617

・歴史・文化継承事業など４事業を実施

13 ◎ 御所見地区地域まちづくり事業費 598

・田園パーク構想推進事業を実施

14 ◎ 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

15 ◎ 長後地域活性化事業費 1,541

・健康づくり普及事業など８事業を実施

16 ◎ 辻堂地区地域まちづくり事業費 942

・環境美化キャンペーン事業など７事業を実施

17 ◎ 善行地区まちづくり事業費 1,513

・「ぜんぎょう」を知ろう事業など５事業を実施

18 ◎ 湘南大庭地域まちづくり事業費 553

・健康なんでも相談事業など３事業を実施

19 ◎ 湘南台地域まちづくり事業費 1,241

・文化創造事業など５事業を実施

20 ◎ 鵠沼地区まちづくり事業費 1,431

・鵠(くぐい)まつり事業など３事業を実施

21 ◎ 藤沢地区まちづくり事業費 2,591

・藤沢宿活性化事業を実施

22 ◎ 村岡いきいきまちづくり事業費 2,709

・マナーアップ啓発事業など６事業を実施

23 ◎ 善行市民センター改築事業費 79,982

・善行市民センター・公民館の改築設計等の実施

24 ◎ 辻堂市民センター改築事業費 561,312

・辻堂市民センター・公民館及び南消防署辻堂出張所（第１０分団）の改築設計等の実施

25 市民会館整備費 50,648

・大ホール渡り廊下改修及び小ホール屋上防水工事、建物調査等を実施

26 ◎ 市民活動支援施設運営管理費 59,331

・市民活動の自立を推進し、市民活動が活発に行われるようにするための市民活動支援施
設（市民活動推進センター、市民活動プラザむつあい）の運営管理

27 ◎ 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

28 ◎ 市民協働推進関係費 9,021

・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
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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 個人番号カード交付事業費 74,368

・個人番号カードの申請受付及び交付

31 ◎ △ 防災設備等整備事業費 260,665

・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、
及び危険ブロック塀等における防災工事費の補助をはじめとした防災対策の充実・強化

32 ◎ 危機管理対策事業費 4,556

・津波避難経路路面標識の設置、海抜表示小型看板の更新及び指定防災井戸に対する補助
を実施

【環境保全費】　

33 ◎ 地球温暖化対策関係事業費 （ 32,475）

・住宅用等太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム（エネファーム）、定置用リチ
ウムイオン蓄電池、雨水貯留槽、電気自動車及び燃料電池自動車の設置等に対する補助、
並びに住宅用太陽光発電システムと家庭用燃料電池システム（エネファーム）を同時設置
した場合の増額補助を実施

34 ◎ 自然環境共生推進事業費 （ 6,057）

・（仮称）生物多様性藤沢戦略の検討及び策定に関し、平成２８年度からの継続実施

35 ◎ 防犯対策強化事業費 ( 9,067 )

・自治会町内会が実施する防犯カメラ設置に対する補助

【民　生　費】　

36 △ 福祉総合相談支援事業費 （ 2,772）

・湘南台文化センター２階に北部福祉総合相談室を開設するとともに、湘南台地域包括支
援センターと「藤沢障がい者生活支援センターかわうそ」を同フロアに移転する経費

37 ◎ △ 介護人材育成支援事業費 （ 1,800）

・特別養護老人ホーム等を運営する法人の介護ロボット導入に対する経費を助成

38 ◎ △ 生活困窮者自立支援事業費 100,309

・コミュニティソーシャルワーカーの増員配置及び地域の相談体制の強化

39 ◎ 藤沢型地域包括ケアシステム推進事業費 1,091

・藤沢型地域包括ケアシステムの推進に向けた、支えあいの地域づくりとその取組を支え
る体制づくり等の実施

40 ◎ ○ 地域の縁側等地域づくり活動支援事業費 38,003

・支えあいの地域づくりに向けた活動を実施する団体への補助等

41 ◎ 地域生活支援事業費 （ 81,985）

・障がい児者とその家族からの相談に対し、必要に応じた情報の提供及び助言、その他の
障がい福祉サービスの利用支援等を行うとともに、障がい者等の権利擁護のための必要な
援助を実施

42 いきいきシニアセンター施設整備費 39,815

・やすらぎ荘南側斜面対策工事、湘南なぎさ荘長寿命化に向けた中長期予防保全計画策定
のための設備現況調査、こぶし荘陶芸窯更新など、施設の老朽化等に伴う工事及び修繕等
の実施

43 老人福祉施設建設助成費 332,500

・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
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44 地域密着型サービス整備助成費 29,808

・地域密着型サービス事業所を新規開設する事業者に対する開設準備経費の助成

45 地域子育て支援センター事業費 62,684

・市内４カ所の子育て支援センターの運営にかかる経費

46 つどいの広場事業費 17,763

・市内４カ所のつどいの広場の運営にかかる経費

47 ◎ 小児医療助成費 1,642,381

・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

48 ◎ △ 市立保育所整備費 （ 19,076）

・辻堂保育園再整備に係る測量、地質調査及び設計の一部を実施

49 ◎ △ 法人立保育所運営費等助成事業費 1,824,398

・保育士のための宿舎借り上げに要する経費等、保育士の人材確保に係る経費の他、法人
立認可保育所の運営費等を助成

50 藤沢型認定保育施設保育料助成費 25,142

・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

51 藤沢型認定保育施設補助事業費 71,721

・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

52 ◎ 法人立保育所施設整備助成事業費 87,277

・法人立認可保育所における施設の長寿命化及び保育環境の向上を図るため、建築後一定
年数が経過した施設の大規模修繕を実施するための経費を助成

53 給付型幼稚園事業費 227,961

・本市在住児童が通う施設型給付の幼稚園及び認定こども園に対する教育・保育を提供す
るための経費

54 少年の森整備事業費 4,127

・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

55 （公財）藤沢市みらい創造財団青少年事業関係費 254,757

・（公財）藤沢市みらい創造財団に委託をして、青少年施設の管理運営と青少年の健全育
成事業等を実施

56 ◎ 子ども・若者育成支援事業費 11,666

・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（仮称）若者サポート事業を実施

57 △ 放課後児童健全育成事業費 712,305

・保護者が就労等により放課後不在となる家庭等の児童の健全育成を図る放課後児童クラ
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

58 ◎ ○ 放課後児童クラブ整備事業費 77,525

・藤沢市放課後児童クラブ整備計画に基づき、公募により選定した設置運営事業者及び
（公財）藤沢市みらい創造財団と連携し、放課後児童クラブの整備を実施

59 児童虐待防止対策事業費 24,598

・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
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60 ◎ 子どもの生活支援事業費 8,124

・ひとり親家庭や経済的に困難を抱えている家庭の子どもが安心して夜を過ごすことがで
きる場を提供することを目的として、基本的な生活習慣の習得、学習習慣の定着、食事の
提供等の支援を実施

【衛　生　費】　

61 乳幼児健診等事業費 361,108

・乳幼児の発育と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

62 母子保健事業費 62,419

・母子保健の向上を図るための各種教室や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

63 特定不妊治療助成事業費 78,981

・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

64 不育症治療助成事業費 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

65 ◎ 健康づくり推進事業費 75,576

・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

66 ◎ がん検診事業費 687,816

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

67 △ 廃棄物等戸別収集事業費 （ 15,360）

・市民ニーズに対応するため、福祉大型ごみ収集を充実させるとともに、ペットボトル、
カン・なべ類の夏期収集の毎週化及び新聞の戸別収集の試行区域を拡大

68 △ 廃棄物処理対策事業費 （ 9,969）

・災害時に発生する廃棄物の処理等を迅速に対応するための災害廃棄物処理計画を策定

69 ◎ △ 一般廃棄物中間処理施設整備事業費 34,455

・北部環境事業所新２号炉の建設にあたり、要求水準書の作成、生活環境影響調査等を行
うとともに、債務負担行為を設定し、実施事業者を選定

【労　働　費】

70 ◎ 就労支援事業費 （ 16,884）

・ニート、ひきこもり等の就労に困難を有する若者を支援する若年者就労支援事業「若者
しごと応援塾：ユースワークふじさわ」を実施

71 ◎ 労働会館整備費 1,833,047

・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（継続費））を実
施

72 障がい者就労関係費 （ 5,277）

・障がい者雇用の促進として「ＪＯＢチャレふじさわ」事業を実施

【農林水産業費】

73 環境保全型農業推進事業費 1,329

・安全・安心な農作物を提供するため、環境への負荷を極力抑えた農業を推進する農業者
の取り組みに対する支援
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74 ◎ △ 担い手育成支援事業費 （ 790）

・レベルの高い研修環境の維持又は研修受入の促進を図るための農業経営士が実施する研
修の支援及び複数の農家による農業法人設立に係る費用に対する補助金の交付

75 △ 産地競争力強化事業費 201,819

・収益力強化に計画的に取り組む農業者に対する農業機械の導入や、栽培施設の整備等の
生産性向上を図る事業に対する支援

76 △ 遊休農地解消対策事業費 （ 1,250）

・担い手でない農地所有者が使用していない農地を、農地中間管理機構へ貸し付けた際に
協力金を交付

77 △ 漁港機能保全対策事業費 （ 16,380）

・漁港施設の機能保全や延命化、保全工事にかかる費用の平準化等を図るための施設の点
検・整備方法及び改修時期等を示す機能保全計画の策定

78 △ つくり育てる漁業推進事業費 （ 1,741）

・湘南ハマグリ・ナガラミの常時販売を可能とし、漁業者の経営強化、水産業の活性化に
繋げるための生け簀等の導入に対する支援

【商　工　費】

79 ◎ 新産業創出事業費 39,669

・産学官連携のもと、新産業の創出・起業家の育成を支援

80 企業立地等促進事業費 16,550

・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

81 ◎ ロボット産業推進事業費 25,127

・藤沢市ロボット産業推進プロジェクトの中心的な取組として、生活支援ロボットの普及
啓発及び市内企業のロボット産業への参入支援

82 ◎ 地域密着型商業まちづくり推進事業費 17,415

・商店街団体が商店街の活性化を目的に行う特色づくり等への支援や、「ふじさわ元気バ
ザール事業」の実施に対する支援

83 ◎ 商店街経営基盤支援事業費 （ 13,294）

・商店街団体が実施する共同施設設置事業（街路灯ＬＥＤ化工事等及び防犯カメラ設置）
に対する支援

84 △ 拠点駅等周辺商業活性化事業費 （ 840）

・辻堂駅周辺の商業に関する調査結果をもとに、専門家の助言を受けながら地元商店街団
体が今後の方向性や商店街のコンセプトを示す取組を支援

85 ◎ 誘客宣伝事業費 44,157

・国内外から広く観光客を誘客するため、観光宣伝事業の実施、民間団体等が実施するイ
ベントへの参画等により、誘客宣伝事業を展開

86 ◎ 湘南藤沢フィルム・コミッション事業費 23,729

・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
致及び地元との調整等を行い、撮影環境の整備を推進

87 ◎ シティプロモーション関係費 14,926

・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
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【土　木　費】

88 ○ 造成宅地防災事業費 11,924

・盛土造成地において、大規模地震が発生したときに滑動崩落（地滑り的変動）の被害を
生じ易いことから、市域の「大規模盛土造成地」の分布状況を把握するための基礎調査を
行い、その結果について住民へ情報提供を実施

89 ◎ 建築物等防災対策事業費 45,004

・木造住宅耐震診断、木造住宅耐震改修工事、分譲マンション耐震診断、木造住宅耐震
シェルター・耐震ベッド設置及び耐震診断義務対象沿道建築物の耐震診断に要する費用の
一部を補助

90 道路施設改修事業費 120,655

・老朽化が進む道路施設について、専門的な点検委託を実施（道路照明灯点検、路面下空
洞調査）

・過年度の点検結果により補修・改修工事を実施（村岡人道トンネル、湘南台駅エスカ
レーター、辻堂駅エスカレーター）

91 ◎ 市道新設改良費 （ 700,900）

・藤沢６５２号線道路改良事業に伴う国道１号直下における歩道築造工事（継続費）、及
び藤沢本町駅周辺の概略・予備設計等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、歩道の段差解消、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を実施

92 道路安全対策費 95,427

・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

93 ◎ 橋りょう改修費 346,364

・橋りょう耐震化設計及び工事・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

94 ◎ 自転車駐車場整備費 （ 27,238）

放置自転車対策の一環として、歩行者の安全な通行の確保や自転車等利用者の利便性の向
上を図るため、藤沢本町駅等の自転車等駐車場整備に向けた測量等を実施

95 ◎ 一色川改修費 100,924

・準用河川一色川整備基本計画に基づき、橋りょう・護岸の詳細設計及びバイパス水路の
予備設計を実施

96 ◎ △ 総合交通体系推進業務費 49,990

・総合交通体系の構築に向け、いずみ野線延伸の実現に向けた検討や地域公共交通導入支
援などに引き続き取り組むとともに、新たに善行地区地域交通における運行経費の一部及
び湘南モノレール湘南江の島駅におけるエレベーター設置経費の一部補助を実施

97 景観資源推進費 （ 3,300）

・旧東海道藤沢宿街なみ継承地区において、地域資源である歴史的建築物の保全や街なみ
の修景整備に関する経費の一部を補助

98 ○ 公共サイン計画策定費 8,994

・市内において誰にでも分かりやすい魅力ある公共サインの設置が進むように、適切な誘
導を図るための指針となる公共サインガイドラインを策定

99 ◎ 健康と文化の森整備事業費 51,319

・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
くり事業化検討や浸水対策事業等を実施
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100 新産業の森整備事業費 28,230

・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、道路整備のための用地取得や
移転補償等を実施

101 御所見地区整備事業費 18,989

・御所見地区のまちづくりを進めるために必要となる浸水対策検討を実施

102◎ 健康の森保全再生整備事業費 36,090

・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

103◎ 藤沢駅周辺地区再整備事業費 666,956

　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高質化工事を実施

104◎ 長後地区整備事業費 75,556

・長後７２５号線の歩行者等の安全性の向上を図るため、長後市民センター東側交差点改
良工事等を実施するとともに、次期整備箇所の用地測量等を実施

105◎ 江の島地区周辺整備事業費 804

・片瀬・江の島周辺における回遊性の向上及び片瀬江ノ島駅駅前広場の交通結節点として
の機能向上を図るため、片瀬江ノ島駅駅前広場の再整備に向けた事務事業を実施

106◎ 公園改修費 （ 50,861）

・土砂災害警戒区域内に位置する法面の防護のため、調査（測量）を２カ所、設計を１カ
所、工事を１カ所実施する。

107◎ 住宅環境整備事業費 （ 64,616）

・津波発生時における市民の安心・安全を確保する必要があることから、市営鵠沼住宅の
屋上へ迅速かつ安全に避難するための屋外避難階段を設置

108◎ ○ 住宅政策推進費 6,177

・地域包括ケアシステムとの連携・団地再生・空き家対策等を含めた全市的な住宅政策を
推進するための基本となる藤沢市住宅マスタープラン（素案）の策定

109◎ △ 空き家対策関係費 12,354

・空き家の利活用を進めるため、実態に即したマッチング制度や、その実効性を高めるた
めの新たな補助制度の導入

【消　防　費】

110 消防団充実強化推進事業費 80,041

・消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律施行に伴う、消防団員の安全性
を高める装備、救助資機材及び通信機器の整備

111◎ ○ 大規模震災等対策強化事業費 14,637

・発生が危惧される大規模震災等に対応するための、耐震性防火水槽の新設及び消防救助
資機材の整備

【教　育　費】　

112◎ △ 児童支援体制充実事業費 17,957

・小学校に児童支援の中心的役割を担う「児童支援担当教諭」を配置するため、その教諭
が受け持つ授業の一部を担う市費講師を１６人配置し、児童支援の活動時間を確保

113◎ ○ 奨学金給付事業費 963

・経済的な理由により大学等への進学が困難な者に対し、教育の機会均等を図るため、給
付型の奨学金を実施（平成２９年度は入学準備金のみ）
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114 △ 学校教育相談センター関係費 （ 137,481）

・スクールカウンセラーを１人増員し、児童数の多い小学校等へ週１．５日または週２日
配置するとともに、スクールソーシャルワーカーを１人増員し、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

115 教育情報化推進事業費 （ 5,921）

・電子黒板の活用方法の研究や課題等の検証及び整備の推進

116◎ 校務支援システム構築事業費（小学校） 85,856

・情報セキュリティの確保と校務の効率化及び情報機器の教室での積極的活用を図るた
め、教員に対し教育用として授業でも活用できる校務用ＰＣを整備、学校事務職員に対し
ＰＣを整備

117 諸整備事業費（小学校） （ 38,102）

・浜見小学校普通教室転用改修工事、明治小学校プール缶体塗装工事

118◎ ○ 鵠南小学校改築事業費 8,522

・鵠南小学校改築工事に係る基本構想

119 学校施設環境整備事業費（中学校） （ 135,011）

・村岡中学校外壁等改修工事

120 諸整備事業費（中学校） （ 24,775）

・高浜中学校サブグラウンド等整備工事

121◎ ○ 六会中学校屋内運動場改築事業費 44,135

・六会中学校屋内運動場改築工事に係る基本・実施設計

122 △ 中学校給食運営管理費 （ 30,943）

・長後中学校、秋葉台中学校及び滝の沢中学校に中学校給食実施校を拡大

123 中学校給食施設整備費 24,350

・長後中学校、秋葉台中学校及び滝の沢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

124◎ 郷土文化推進費 91,167

・ふじさわ宿交流館及び藤澤浮世絵館の管理運営

125◎ 文化行事費 5,797

・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に対する補助
等を実施

126◎ アートスペース運営管理費 66,752

・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

127◎ （公財）藤沢市みらい創造財団芸術文化事業関係費 148,704

・市民オペラや藤沢ゆかりの音楽家たちによる演奏会の実施など市民文化の向上のために
公益財団法人藤沢市みらい創造財団が行う文化芸術事業に対する助成

128◎ ビーチバレー大会開催関係費 11,000

・地域特性を生かした生涯スポーツ活動の推進や東京２０２０オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向け機運を高めるため、全国中学生ビーチバレー大会等を開催

129◎ △ （公財）藤沢市みらい創造財団スポーツ事業関係費 38,718

・東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会関連業務及び健康増進関連業務等
を委託により実施
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130◎ △ オリンピック開催準備関係費 35,438

・東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、気運醸成、セーリング
競技の普及啓発、ボランティアに関する取組等を実施

131 スポーツ施設整備費 185,057

・（仮称）天神スポーツ広場の多目的広場整備工事等の実施
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＜特別会計＞　

北部第二（三地区）土地区画整理事業費 3,676,514

・街路築造工事、建物移転補償等

墓園事業費 977,215

・墓園管理・墓所貸付、施設改修工事等

国民健康保険事業費 48,694,525

・一般被保険者　９７，０００人　　退職被保険者等　１，５００人

・加入世帯　５９，８００世帯

柄沢特定土地区画整理事業費 572,948

・換地計画等作成業務委託、下水道受益者負担金、宅地整備工事等

湘南台駐車場事業費 66,550

・駐車場整備事業債の償還金

介護保険事業費 28,023,874

・第１号被保険者　１０２，４５３人　　第２号被保険者　１５１，３６９人
・要介護要支援者　２０，１０５人

後期高齢者医療事業費　 5,363,960

・被保険者　４７，４１３人

＜公営企業会計＞　

下水道事業費　 21,675,632

・浸水対策事業

　  山野神雨水貯留管築造工事（Ｈ２７－Ｈ３０）ほか

・地震対策事業

　  辻堂浄化センター管理棟建設工事（Ｈ２８－Ｈ２９）ほか

・長寿命化対策事業

　　藤が谷ポンプ場汚水ポンプ設備改築及び増設機械工事（Ｈ２９－Ｈ３０）

　　下水道ストックマネジメント計画策定委託（管路施設・ポンプ場・終末処理場）ほ
　　か

○ ・特定地域都市浸水被害対策事業

　　浸水被害対策区域における民間事業者による雨水貯留施設等の整備に対する補助

市民病院事業　 23,610,110

・市民病院再整備事業
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