
平成２７年度　主要な事業の予算編成状況

表の見方
・ 事業概要：当初予算に計上された事業内容を記載しています。

・ 要求額　：個別事業についての担当課の要求額です。

・ 査定額　：当初予算として査定した額です。

※要求額・査定額の欄が　　　　　色になっている事業は、事業総額ではありません。

（千円）

№ 事業名 担当部 担当課 事業概要 要求額
査定額
（予算額）

査定の考え方

1 都市親善費 企画政策部 平和国際課
2020年東京オリンピック・パラリンピック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

3,382 3,382要求どおり

2 市民電子会議室関係費 市民自治部
市民自治推
進課

参加者の拡大及び市民による議論の活性化を目的とした事業及び広報活動等を実施 5,500 5,500要求どおり

3 人権施策推進事業費 企画政策部
人権男女共
同参画課

平成２７年４月施行予定の「（仮称）藤沢市子どもをいじめから守る条例」の周知等を通
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、平成２６年４月に設置した
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

834 834要求どおり

4 庁舎等整備費 財務部 管財課
新庁舎建設に伴う設計委託、既存庁舎解体工事等を継続するとともに、新庁舎建設工
事を実施

935,356 935,356要求どおり

5 企画業務関係費 企画政策部 企画政策課
総合教育会議を設置し、本市の教育の目標や施策の根本的な方針としての教育に関
する「大綱」を策定するとともに、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、また2020年東京オリンピック・パラリンピック誘致・支援フォーラムを開催

3,747 3,747要求どおり

6 シティプロモーション関係費 企画政策部 企画政策課
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

18,702 16,702事業費の積算内訳を精査

7 公共資産活用関係費 企画政策部 企画政策課 公有地等の有効活用の検討、及び公共施設の再整備と長寿命化施策を推進 18,694 18,694要求どおり

8 行政改革等推進事業費 総務部 行政総務課
「新・行財政改革基本方針」に基づき、新・行財政改革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

6,087 6,087要求どおり

9 郷土づくり推進会議関係費 市民自治部
１３市民セン
ター・公民館

市民、地域団体等の市民参画による地域の特性を活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地区に設置する郷土づくり推進会議を運営

16,340 16,320事業費の積算内容を精査

10六会地区まちづくり事業費 市民自治部
六会市民セ
ンター

花の植栽活動による美しいまちづくり事業など３事業を実施 660 660要求どおり

11片瀬地区地域まちづくり事業費 市民自治部
片瀬市民セ
ンター

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 3,284 3,284要求どおり

12明治地区まちづくり事業費 市民自治部
明治市民セ
ンター

歴史・文化継承事業など３事業を実施 1,343 1,001事業費の積算内容を精査

13御所見地区地域まちづくり事業費 市民自治部
御所見市民
センター

御所見まるごと田園パーク構想推進事業を実施 300 300要求どおり

14遠藤まちづくり推進事業費 市民自治部
遠藤市民セ
ンター

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 244 244要求どおり

15長後地域活性化事業費 市民自治部
長後市民セ
ンター

商店街活性化事業など５事業を実施 2,182 2,182要求どおり

16辻堂地区地域まちづくり事業費 市民自治部
辻堂市民セ
ンター

伝統文化継承事業など８事業を実施 1,223 1,183事業費の積算内容を精査

17善行地区まちづくり事業費 市民自治部
善行市民セ
ンター

「ぜんぎょう」を知ろう事業など３事業を実施 591 591要求どおり

18湘南大庭地域まちづくり事業費 市民自治部
湘南大庭市
民センター

健康なんでも相談事業など２事業を実施 411 411要求どおり

19湘南台地域まちづくり事業費 市民自治部
湘南台市民
センター

文化創造事業など９事業を実施 6,645 5,720事業費の積算内容を精査

20鵠沼地区まちづくり事業費 市民自治部
鵠沼市民セ
ンター

鵠（くぐい）まつり事業など４事業を実施 1,579 760事業費の積算内容を精査

21藤沢地区まちづくり事業費 生涯学習部 藤沢公民館 地域活動推進事業など３事業を実施 6,244 3,442
事業の一部を前年度前倒
し

22村岡いきいきまちづくり事業費 生涯学習部 村岡公民館 マナーアップ啓発事業など５事業を実施 2,207 2,124事業費の積算内訳を精査

23六会市民センター改築事業費 市民自治部
市民自治推
進課

市民センター本館（消防出張所を含む）の改築等工事を実施 1,773,436 1,538,227事業費の積算内容を精査

24善行市民センター改築事業費 市民自治部
市民自治推
進課

市民センター及び周辺公共施設の複合化等を検討し、再整備基本構想を策定 11,664 10,498事業費の積算内容を精査

25辻堂市民センター改築事業費 市民自治部
市民自治推
進課

市民センター及び周辺公共施設の複合化等を検討し、再整備基本構想を策定 12,528 11,276事業費の積算内容を精査

26市民会館整備費 生涯学習部 文化芸術課
大小ホールＩＴＶシステムの更新、及び大ホール舞台吊物ワイヤーロープ等改修工事を
実施

45,146 38,742事業の一部を先送り

27湘南台文化センター整備費 生涯学習部 文化芸術課 市民シアター音響反射板の更新、及び湘南台文化センター防水等改修工事を実施 105,576 26,682事業の一部を先送り

28公益的市民活動助成事業費 市民自治部
市民自治推
進課

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 4,000 2,000事業費の積算内容を精査

29市民協働推進関係費 市民自治部
市民自治推
進課

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、啓発活動及び事
業提案制度などを実施

10,078 10,078要求どおり

30地域の縁側事業費 市民自治部
市民自治推
進課

地域住民の交流の場となる「地域の縁側」の整備 13,975 13,941事業費の積算内容を精査

31市民憲章推進費 市民自治部
市民自治推
進課

市民憲章のさらなる普及啓発を目指し、啓発用冊子の配布等を実施 10,444 612事業費の積算内容を精査

32
ご当地ナンバープレート作成事業
費

財務部 市民税課
「ふじさわシティプロモーション」の一環として、新たにＰＲの媒体として「ご当地ナンバー
プレート」を作成・交付

4,016 4,016要求どおり

33
社会保障・税番号制度導入事業費
（戸籍住民基本台帳）

市民自治部
市民窓口セ
ンター

社会保障・税番号制度の導入に伴うシステムの改修を実施 137,632 44,324事業費の積算内容を精査

34国勢調査費 総務部 文書統計課 人口や世帯の実態を明らかにし、各種施策の基礎資料を得るため国勢調査を実施 243,015 243,015要求どおり

35災害復興基金積立金 総務部
防災危機管
理室

大規模かつ重大な災害が発生した際に、市民生活の復興を迅速かつ円滑に進めるた
めに必要な財源を基金へ積立

100,000 100,000要求どおり

36防災設備等整備事業費 総務部
防災危機管
理室

スマートフォンアプリ「ふじさわ防災ナビ」の開発・構築、防災ラジオの市民頒布、津波
避難対策の推進、及び防災備蓄資機材等の整備・充実

317,420 145,237事業費の積算内訳を精査

37地球温暖化対策関係事業費 環境部 環境総務課

住宅用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）、雨水貯留槽の
設置、電気自動車の購入に対する補助、及び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、また「藤沢市エネル
ギーの地産地消推進計画」に基づく施策を検討

43,210 43,210要求どおり

38自然環境共生推進事業費 都市整備部 みどり保全課
委託発注していた「ビオトープ管理者養成講座」の運営主体を、講座卒業生で結成さ
れている「藤沢市ビオトープ管理者の会」に移管し、市と協働で実施

8,244 3,244
一部業務委託の見送り及
び積算内容の精査

39市民農園運営費 都市整備部 公園課
平成25年度より特定農地貸付法に基づく市民農園として開設した農園について、平成
27年度末に利用期間が満了するため、初めての更新に向けた農園の整備を実施

40,700 39,168
業務委託の積算内容の精
査
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№ 事業名 担当部 担当課 事業概要 要求額
査定額
（予算額）

査定の考え方

40緑地改修事業費 都市整備部 みどり保全課
小田急江ノ島線（六会日大前駅～善行駅）に接する「金子の森」について、都市基盤で
ある鉄道の安全輸送確保のため法面防護工事を実施するとともに、土砂災害警戒区域
内に位置する法面の安全性確認の踏査（11箇所）と地質調査（1箇所）を実施

119,168 119,168要求どおり

41防犯対策強化事業費 市民自治部
防犯交通安
全課

自治会町内会が実施する防犯カメラ設置に対する補助 5,959 5,959要求どおり

42ＬＥＤ型防犯灯設置推進事業費 市民自治部
防犯交通安
全課

自治会町内会が実施する既存蛍光灯型防犯灯（10,000灯分）のＬＥＤ型への切替え及
びＬＥＤ型防犯灯の新設に対する補助

213,078 213,078要求どおり

43
微小粒子状物質（ＰＭ２.５）機器整
備費

環境部 環境保全課
微小粒子状物質（ＰＭ２．５）を常時監視するため、藤沢橋局に測定機を設置するととも
に、藤沢市役所局において成分分析調査を実施

12,769 12,485事業費の積算内訳を精査

44生きがい福祉センター施設整備費 福祉部
高齢者支援
課

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 356,450 315,057事業費の積算内訳を精査

45介護人材育成支援事業費 福祉部 介護保険課
地域密着型サービス事業所に対し、介護職員の資格取得や研修への参加にかかる費
用の一部を助成

4,340 4,340要求どおり

46生活困窮者自立支援事業費 福祉部 福祉総務課
平成27年4月の生活困窮者自立支援法の施行に伴い、生活保護に至る前の生活困窮
者の自立の促進を図るため、自立相談支援事業や住居確保給付金の支給等を実施

53,498 48,904事業費の積算内訳を精査

47
地域ささえあいセンター整備事業
費

福祉部
高齢者支援
課

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支援するため、地域ささ
えあいセンターの開設に要する経費を助成

6,540 6,530事業費の積算内訳を精査

48
藤沢型地域包括ケアシステム推進
事業費

福祉部 福祉総務課
2025年を見据えた「藤沢型地域包括ケアシステム」の構築・推進を図るため、推進体制
の整備・市民への普及啓発・調査研究を実施

7,679 4,784事業費の積算内訳を精査

49障がい者等歯科診療事業運営費 福祉部
障がい福祉
課

北部診療所における障がい者歯科診療を週１日から週２日に拡大 15,283 12,945事業費の積算内訳を精査

50
障がい者等福祉タクシー助成事業
費

福祉部
障がい福祉
課

「難病の患者に対する医療費等に関する法律」の施行に伴い、新たに特定医療費（指
定難病）医療受給者にタクシー利用券を交付

155,147 150,165事業費の積算内訳を精査

51心のバリアフリー推進事業費 福祉部
障がい福祉
課

「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行（平成２８年４月１日）に
向けた啓発活動の実施

2,847 2,847要求どおり

52介護給付費等事業費 福祉部
障がい福祉
課

新たに法人立の児童発達支援センターの昼食代等の利用者負担額の一部を助成 640 640要求どおり

53地域生活支援事業費 福祉部
障がい福祉
課

手話通訳者の設置を週３日から週５日へ拡大、障がい者の相談支援体制充実のため、
基幹相談支援センターの相談員を増員。また、移動支援事業において小学校１年生を
対象に通学支援加算を創設、自立動作支援装具（ロボットスーツ）着用訓練事業にお
ける助成回数の増及び助成対象を下肢・体幹機能に障がいのある身体障がい者手帳
１級～４級の交付者へ拡大

725,804 672,755事業費の積算内訳を精査

54
いきいきシニアセンター施設整備
費

福祉部
高齢者支援
課

いきいきシニアセンター湘南なぎさ荘への食堂設置、及びやすらぎ荘食堂の設備改修
等を実施

4,000 4,000要求どおり

55老人福祉施設建設助成費 福祉部
高齢者支援
課

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

461,300 461,300要求どおり

56地域子育て支援センター事業費
子ども青少年
部

子育て企画
課

子育て支援センター３か所の運営及び平成２８年度に１か所開設するための準備経費 53,658 52,783事業費の積算内訳を精査

57つどいの広場事業費
子ども青少年
部

子育て企画
課

市内４か所のつどいの広場の運営 17,152 17,152要求どおり

58
幼児二人同乗用自転車購入費助
成事業費

子ども青少年
部

子育て給付
課

５歳未満の幼児を２人以上養育している世帯に対し、幼児二人同乗用自転車の購入費
の１／２（上限３万円、千円未満切り捨て）を助成

12,000 12,000要求どおり

59子育て短期支援事業費
子ども青少年
部

子ども家庭課
家庭での子どもの養育が一時的に困難となった場合に、社会福祉法人等の施設にお
いて短期間子どもの養育・保護を実施

5,067 5,067要求どおり

60小児医療助成費
子ども青少年
部

子育て給付
課

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 1,747,161 1,659,631事業費の積算内訳を精査

61
母子家庭等自立支援給付金事業
費

子ども青少年
部

子育て給付
課

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。また、看護師等の資格取得のため２年以上養成機関で修業
する場合、２年を限度として支給している高等職業訓練促進給付金について、修業開
始３年目についても支給

2,450 1,950事業費の積算内訳を精査

62養育者支援金事業費
子ども青少年
部

子育て給付
課

公的年金等を受給しているため併給制限により児童扶養手当の一部または全額が支
給されない養育者に対し、公的年金等の額に応じて児童扶養手当相当の支援金を支
給

3,449 3,449要求どおり

63市立保育所整備費
子ども青少年
部

保育課 しぶやがはら保育園の新園舎建設工事及び既存保育所の施設改修を実施 778,318 762,419事業費の積算内訳を精査

64
法人立保育所運営費等助成事業
費

子ども青少年
部

保育課 法人立認可保育所に対して運営費等を助成 1,592,208 1,592,208要求どおり

65
法人立保育所施設整備助成事業
費

子ども青少年
部

保育課 平成２８年４月までに開設予定の保育所の事業者に対し施設整備費を助成 130,405 52,162
事業の進捗にあわせ一部
を先送り

66届出保育施設保育料助成費
子ども青少年
部

保育課
認可保育所または認定こども園及び地域型保育事業に３カ月以上入所できず、届出
保育施設を利用している児童１人につき、待機４カ月目から月１万円を助成

44,010 39,250事業費の積算内訳を精査

67藤沢型認定保育施設補助事業費
子ども青少年
部

保育課
届出保育施設のうち市が定めた一定の要件を満たしている施設に対して、入所児童の
安全確保や処遇向上等を図るため、運営費を助成

71,690 44,387事業費の積算内訳を精査

68届出保育施設認可化促進事業費
子ども青少年
部

保育課
届出保育施設のうち認可保育所または認定こども園及び小規模保育事業への移行を
希望する施設を対象に、円滑な移行を支援するため運営費・改修費等を助成

84,938 84,938要求どおり

69高砂保育園民営化関連事業費
子ども青少年
部

保育課
高砂保育園移転民営化に係る賃借料並びに引継ぎ保育等の実施に係る人件費を助
成

65,109 63,232事業費の積算内訳を精査

70幼稚園等預かり保育推進事業費
子ども青少年
部

保育課
在園児の預かり保育を実施する幼稚園に対し、人件費、保育経費等の助成を行うととも
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や施設改修
に要する経費を助成

25,310 23,710事業費の積算内訳を精査

71給付型幼稚園保育料助成費
子ども青少年
部

保育課
施設型給付に移行する幼稚園の保育料が移行前の保育料と比較して増額となる場合
において移行前の実質負担保育料を施設が徴収する場合、各園２年間の経過措置と
して、移行後の保育料との差額の１／３を助成

3,227 3,227要求どおり

72利用者支援事業費
子ども青少年
部

保育課
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設置

9,929 6,021事業費の積算内訳を精査

73放課後児童健全育成事業費
子ども青少年
部

青少年課
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

509,380 509,380要求どおり

74子ども・若者育成支援事業費
子ども青少年
部

青少年課
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

10,917 10,917要求どおり

75児童虐待防止対策事業費
子ども青少年
部

子ども家庭課
児童や保護者等からの相談への対応と、「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

24,408 24,374事業費の積算内訳を精査

76養育支援訪問事業費
子ども青少年
部

子ども家庭課
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

5,191 5,191要求どおり

77子ども発達支援事業費
子ども青少年
部

子ども家庭課
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支援者養成のための講座を
開催

1,686 1,686要求どおり

78自立支援推進事業費 福祉部 生活援護課
子ども支援員を１名増員し、２名とすることにより、生活保護受給世帯の子どもの健全育
成と将来に向けた自立支援の強化、及び就労支援相談員を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

8,980 8,980要求どおり

79乳幼児健診等事業費
子ども青少年
部

子ども健康課
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

363,772 363,772要求どおり

80母子保健事業費
子ども青少年
部

子ども健康課
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を実施

64,682 64,682要求どおり

81特定不妊治療助成事業費
子ども青少年
部

子ども健康課 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 89,004 82,198事業費の積算内訳を精査
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82不育症治療助成事業費
子ども青少年
部

子ども健康課 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 1,500 1,500要求どおり

83がん検診事業費 保健医療部 健康増進課
受診率向上のため、乳がん検診未受診者の一部に対して再勧奨通知（リコール）を送
付

4,785 4,478事業費の積算内訳を精査

84
在宅療養者等歯科診療推進事業
費

保健医療部 健康増進課
市民の歯及び口腔の健康づくりを推進するため、在宅での歯科診療を希望する市民
や口腔ケアに対する相談窓口を設置

6,953 6,879事業費の積算内訳を精査

85火葬場整備事業費 保健医療部
保健医療総
務課

藤沢聖苑の火葬炉の炎監視装置及び点火トランス交換、和室控室洋室化改修工事を
実施

42,392 12,280
施設修繕の精査及び事業
の一部を先送り

86廃棄物等戸別収集事業費 環境部
環境事業セ
ンター

可燃ごみ、不燃ごみ、資源（一部品目）の戸別収集を実施するとともに、新たに羽毛布
団、スプリングマット等の資源化及び高齢者等への大型ごみ収集対応を実施

1,551,623 1,525,310事業費の積算内訳を精査

87
一般廃棄物中間処理施設整備事
業費

環境部 環境総務課
北部環境事業所旧２号炉の更新を基本とした、新たな廃棄物処理施設整備に係る基
本構想、基本計画を策定

32,239 23,817事業費の積算内訳を精査

88就労支援事業費 経済部 産業労働課 地域出張相談や訪問相談の試行実施を含む若年者就労支援事業の拡充 28,863 25,497事業費の積算内訳を精査

89労働会館整備費 経済部 産業労働課
藤沢公民館及び労働会館等の再整備基本構想に基づいた新施設の基本設計等の実
施

119,128 84,118
工程の明確化による一部
工事の先送り及び積算内
容の精査

90障がい者就労関係費 経済部 産業労働課
市内事業所に対する障がい者雇用促進の参考となり得る庁内障がい者雇用促進の実
施

8,582 8,168事業費の積算内訳を精査

91地産地消推進事業費 経済部 農業水産課
第三期藤沢市地産地消推進計画の策定を進め、「湘南ふじさわ産」農水産物の利用を
促す諸施策、及び同農産物を使用した加工品開発の支援を拡充

9,957 6,395
事業費の積算内訳を精査
及び事業の一部を見送り

92環境保全型農業推進事業費 経済部 農業水産課
環境保全型農業の普及、定着を図るため、新たに要望のあった微生物農薬導入事業
を含む環境への負荷を抑えた農業に取り組む農業者に対する支援

1,996 1,734事業の一部を見送り

93水田保全事業費 経済部 農業水産課
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

40,000 40,000要求どおり

94産地競争力強化事業費 経済部 農業水産課
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施肥効率化技術導入事
業を含む生産性向上を図る事業に対する支援を実施

2,050 2,050要求どおり

95遊休農地解消対策事業費 経済部 農業水産課
遊休荒廃農地の発生抑制及び解消のため、荒廃農地を開墾した面積に応じて補助金
を交付

1,850 410事業費の積算内訳を精査

96畜産振興対策事業費 経済部 農業水産課
豚流行性下痢(PED)等家畜の防疫対策や衛生環境の向上及び資質能力の向上や後
継乳牛の生産に対する支援を実施

6,294 6,294要求どおり

97
有機質資源再生センター運営事
業費

経済部 農業水産課
有機質資源再生センター施設の解体工事を行い、同事業用地を事業実施前の状態へ
回復するとともに、適切な維持管理を実施

292,213 292,213要求どおり

98畜産経営環境整備事業費 経済部 農業水産課
藤沢市畜産会が創設する家畜排せつ物処理設備等の突発的な改修に対応する基金
制度の造成に対する支援、及び畜舎等の計画的な改修に対する支援を実施

106,094 73,639事業の一部を見送り

99農業基盤整備事業費 経済部 農業水産課
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

77,856 76,938事業の一部を先送り

100漁港機能保全対策事業費 経済部 農業水産課
片瀬漁港の船舶の航行の安全を確保するための航路浚渫工事に先立ち、土砂の堆積
状況把握のための測量等を実施

9,937 9,937要求どおり

101つくり育てる漁業推進事業費 経済部 農業水産課
水産資源の保護・増殖のため魚介類の放流を引き続き行うとともに、市内水産業や自
然への理解を深め、水産業のＰＲに繋がるイベントを実施

5,874 5,874要求どおり

102新産業創出事業費 経済部 産業労働課 産学官連携のもと、新産業の創出・起業家の育成支援を実施 40,781 40,216事業費の積算内訳を精査

103企業立地等促進事業費 経済部 産業労働課
新産業の森等への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を
実施

13,461 6,377事業費の積算内訳を精査

104ロボット産業推進事業費 経済部 産業労働課
「さがみロボット産業特区」の取り組みと連携し、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支援を実施

24,060 23,674事業費の積算内訳を精査

105
地域密着型商業まちづくり推進事
業費

経済部 産業労働課
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」
に対する支援を実施

7,100 6,900事業費の積算内訳を精査

106拠点駅等周辺商業活性化事業費 経済部 産業労働課

旧東海道藤沢宿街なみ継承地区において、街なみのコンセプトに合った飲食や商品
販売店舗を開店する事業者等を対象に店舗にかかる経費の一部を助成、及び「藤沢
駅周辺地区再整備構想・基本計画」を踏まえた、「（仮称）藤沢駅周辺商店街にぎわい
再生計画」の策定

18,688 16,022事業費の積算内訳を精査

107住宅リフォーム助成事業費 経済部 産業労働課
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

20,633 20,633要求どおり

108誘客宣伝事業費 経済部 観光課
増加する外国人観光客に対応するため、外国語版江の島イラストマップの作成をはじ
めとした国内外から広く観光客の集客を図るための誘客宣伝事業の実施、及び「サイク
ルチャレンジカップ藤沢」の実施による北部観光の活性化を支援

44,734 43,054事業費の積算内訳を精査

109
湘南藤沢フィルム・コミッション事業
費

経済部 観光課
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
致及び市内全域における撮影環境の整備と集客効果のある作品の実績を活用した「ロ
ケ地マップ」の作成による観光誘客を実施

22,241 22,020事業費の積算内訳を精査

110観光施設整備費 経済部 観光課
神奈川県から譲渡される江の島龍野ヶ岡自然の森の良好な自然環境を残した整備及
び管理の実施

16,677 12,781事業費の積算内訳を精査

111急傾斜地防災事業費 計画建築部 開発業務課 土砂災害警戒区域内に位置する公共施設内斜面地の状況確認調査を実施 6,500 6,500要求どおり

112建築物等防災対策事業費 計画建築部 建築指導課
木造住宅の耐震診断・耐震改修工事、分譲マンションの耐震診断、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化建築物の耐震診断に要する費用の一部
を補助するとともに、新たに耐震改修促進計画改定業務委託を実施

51,077 50,497事業費の積算内訳を精査

113道路台帳ＧＩＳ整備事業費 土木部 道路管理課
道路台帳平面図を電子化し、ＧＩＳを導入するとともに、道路関係情報のデータ整備と
更新・利用するためのシステムを構築

108,333 88,484事業費の積算内訳を精査

114道路施設改修事業費 土木部 土木維持課
高山地下道他１３地下道の点検、大庭トンネル、村岡トンネルの詳細調査及び辻堂駅
南海岸線他２３路線の道路路面下の空洞調査を実施

108,900 28,773
事業費の積算内容を精査
及び一部事業を見送り

115市道新設改良費 土木部 道路整備課
一般市道における歩道の段差解消、視覚障がい者誘導用ブロックの設置などのバリア
フリー化や歩道設置に伴う工事、道路設計、測量、用地取得等を実施
（六会駅東口通り線、藤沢６５２号線）

411,821 411,821要求どおり

116道路安全対策費 土木部 土木維持課 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 95,901 95,901要求どおり

117橋りょう改修費 土木部 道路整備課
橋りょう耐震化に向けた設計と工事、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

354,380 242,623事業費の積算内訳を精査

118橋りょう架替事業費 土木部 道路整備課 蓼中橋架替詳細設計委託及び大山橋架替詳細設計委託負担金 27,100 26,586事業費の積算内訳を精査

119自転車駐車場整備費 土木部 土木計画課
放置自転車の解消による歩行者の安全な通行の確保や自転車等利用者の利便性を
向上するため、藤沢駅南口に路上自転車駐車場を整備

6,917 6,890事業費の積算内訳を精査

120総合交通体系推進業務費 計画建築部 都市計画課
交通施設のユニバーサルデザイン化を推進するため、湘南モノレール湘南江の島駅に
エレベーターを設置する経費を一部補助

16,666 16,666要求どおり

121都市マスタープラン業務委託費 計画建築部 都市計画課
津波に備えた都市づくりや超高齢化・人口減少社会の到来に備えた対応等の新たな
課題に対する現況・状況を総括的に捉え整理するため、基礎調査・分析及び見直しに
向けた方向性等の検討を実施

10,451 9,909事業費の積算内訳を精査

122景観資源推進費 計画建築部
街なみ景観
課

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を一部補助

7,800 7,800要求どおり

123健康と文化の森整備事業費 都市整備部
西北部総合
整備事務所

健康と文化の森地区において、いずみ野線の延伸計画により想定される新駅周辺のま
ちづくりの検討を進めるとともに、慶應義塾大学周辺の浸水対策工事を実施

102,353 51,646
一部業務委託の見送り及
び積算内容の精査

124新産業の森整備事業費 都市整備部
西北部総合
整備事務所

新産業の森地区におけるまちづくりを推進するため、新産業の森北部地区土地区画整
理事業施行者に対し、公共施設管理者負担金及び土地区画整理事業助成金を交付

93,119 86,574一部業務委託の見送り

125遠藤葛原線新設事業費 都市整備部
西北部総合
整備事務所

遠藤葛原線の用地取得及び支障物件移転補償等を実施 305,320 116,380
事業の進捗にあわせ工事
請負費を見送り
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126健康の森保全再生整備事業費 都市整備部
西北部総合
整備事務所

健康の森基本計画の実現に向けて、市民活動団体等との協働により健康の森保全再
生事業等を実施し、また、地域活性化に資する施設整備に向けた予備調査として、現
況測量等を実施

35,522 23,393一部業務委託の見送り

127藤沢駅周辺地区再整備事業費 都市整備部
藤沢駅周辺
地区整備担
当

藤沢都心部の再活性化に向け、交通結節点機能の更新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エスカレーター設置工事等を実施

467,472 318,483
一部業務委託の見送り及
び積算内容の精査

128長後地区整備事業費 都市整備部
都市整備課
長後地区整
備事務所

都市計画道路高倉下長後線の整備に向けた小田急線交差部の立体施設等の道路構
造物の予備設計と地質調査を実施

11,645 11,413積算内容の精査

129
村岡地区都市拠点総合整備事業
費

都市整備部 都市整備課
神奈川県、鎌倉市と連携し、村岡地区まちづくり計画の具体化や新駅設置に向けた調
査検討を引き続き実施するとともに町屋橋歩道橋の整備を継続費(H27～H28）で実施

164,341 150,358一部業務委託の見送り

130
柄沢特定土地区画整理事業関連
雨水調整池整備事業費

都市整備部
柄沢区画整
理事務所

柄沢特定土地区画整理事業区域内、宮ノ下公園整備予定地の地下部に雨水調整池
整備工事を実施

752,640 752,640要求どおり

131公園改修費 都市整備部 公園課
土砂災害警戒区域内に位置する法面の安全性確認の踏査（5箇所）と地質調査（2箇
所）を実施

129,028 55,961
一部整備工事の見送り及
び積算内容の精査

132住宅環境整備事業費 計画建築部 住宅課
市営住宅の良好な居住環境の整備・改善を図るため、市営滝ノ沢住宅外壁・防音改修
などの工事及び市営鵠沼住宅の津波避難施設（屋外階段）の設計委託を実施

390,421 225,818
事業費の積算内容を精査
及び一部事業を見送り

133消防団充実強化推進事業費 消防局 警防課
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い、消防団の充実
強化のため、団員の安全性を高める装備等を整備

34,972 15,111事業費の積算内容を精査

134消防救助資機材等整備費 消防局 警防課 消防力の充実強化を図るため、特殊災害に対する資機材を整備 18,086 18,086要求どおり

135遠藤出張所新設事業費 消防局 消防総務課 遠藤出張所を新設するため、基本設計、実施設計を実施 35,442 35,062事業費の積算内容を精査

136市費講師雇用費 教育部 学務保健課
中学校における教科指導の充実を図るため、市費講師の各校授業時間数を週２時間
増

47,532 47,532要求どおり

137学校警備関係費 教育部
教育総務課・
学校施設課

学校管理ボランティアを学校施設管理員に変更し、市立中・特別支援学校の配置日数
を増やすとともに、学校施設工事の際の学校管理についても学校施設管理員が対応
するように変更

12,187 12,187要求どおり

138学校教育相談センター関係費 教育部 教育指導課
スクールカウンセラーを２名増員し、児童数の多い小学校へ週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名増員し、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

81,234 81,234要求どおり

139いじめ暴力防止対策費 教育部 教育指導課
平成２７年４月に「（仮称）藤沢市子どもをいじめから守る条例」を施行し、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

15,544 15,184事業費の積算内訳を精査

140特別支援教育整備事業費 教育部 教育指導課
大庭中学校に特別支援学級を増設、また平成２８年４月開級に向けて、中里小学校に
通級指導教室「すまいる」を新設

21,331 17,825事業の一部を見送り

141
校務支援システム構築事業費（小
学校）

教育部
学校教育企
画課

市立小学校全校に職員室内ネットワークを整備し、校務用に３台のタブレット型端末を
配置することで、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

40,220 32,267事業費の積算内訳を精査

142
学校施設環境整備事業費（小学
校）

教育部
教育総務課・
学校施設課

中里小学校他２校の空調設備設置工事、大鋸小学校他６校のトイレ改修工事、亀井野
小学校外壁等改修工事、湘南台小学校グラウンド等整備工事

1,486,561 1,151,765事業の一部を先送り

143諸整備事業費（小学校） 教育部 学校施設課
鵠洋小学校他３校の耐力度調査、大道小学校他１０校の非構造部材耐震改修工事、
明治小学校北側法面防護工事

499,466 341,736事業の一部を先送り

144諸整備事業費（中学校） 教育部 学校施設課
鵠沼中学校他１校の耐力度調査、湘洋中学校校舎棟（津波避難施設）増築設計委
託、長後中学校他５校の非構造部材耐震改修工事、滝の沢中学校サブグラウンド改修
工事

388,995 191,217事業の一部を先送り

145諸整備事業費（特別支援学校） 教育部 学校施設課 エントランスホール非構造部材耐震改修工事 1,447 1,447要求どおり

146学校給食食器改善事業費 教育部 学校給食課 食物アレルギーを持つ児童の誤食事故防止対策として色違い食器を導入 2,735 2,735要求どおり

147学校給食材料費 教育部 学校給食課 学校給食費の公会計化に伴う、給食食材の購入費 1,124,536 1,124,536要求どおり

148中学校給食運営管理費 教育部 学校給食課 第一中学校、明治中学校及び六会中学校に中学校給食の試行を拡大 64,128 64,128要求どおり

149中学校給食施設整備費 教育部 学校給食課
第一中学校、明治中学校及び六会中学校において、中学校給食の試行を実施するこ
とに伴う配膳棚等の設置及び配膳室の整備を実施

46,613 46,613要求どおり

150郷土文化推進費 生涯学習部 郷土歴史課
（仮称）ふじさわ宿交流館の整備、（仮称）藤澤浮世絵館の整備、旧東海道藤沢宿案内
誘導サイン設置工事を実施

461,138 461,138要求どおり

151文化行事費 生涯学習部 文化芸術課
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
する助成

1,420 1,420要求どおり

152アートスペース運営管理費 生涯学習部 文化芸術課 アートスペースの運営管理、及び開館記念事業等を実施 71,914 64,360事業費の積算内訳を精査

153
（公財）藤沢市みらい創造財団芸
術文化事業関係費

生涯学習部 文化芸術課
プロのオペラ公演招致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

129,720 119,537事業費の積算内訳を精査

154ビーチバレー大会開催関係費 生涯学習部
スポーツ推進
課

ビーチバレーの底辺及び参加チームの拡大を図り、2020年東京オリンピックに向けた
機運を高めるため、湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会において、トップアス
リートの協力を得てクリニックを開催

1,000 1,000要求どおり

155スポーツ施設整備費 生涯学習部
スポーツ推進
課

（仮称）天神スポーツ広場の整備に向けた実施設計委託及び秩父宮記念体育館等７カ
所の吊り天井調査委託を実施

30,538 30,538要求どおり

－4－


