
平成３１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。

・ 予算確定額　：当初予算として調製した額です。

※要求額・予算確定額の欄が　　　　　色になっている事業は、事業費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 予算確定額

1 都市親善費 企画政策部
人権男女共
同平和課

　姉妹友好都市との青少年交流等を行うとともに，東京２０２０大会セーリング競技の江
の島での開催を国内外に発信するため，姉妹友好都市の方々をセーリングワールド
カップシリーズ江の島大会へ招待し，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

22,137 22,137

2 庁舎等整備費 財務部 管財課 　市役所分庁舎の整備工事を実施するとともに，供用開始に向けて什器備品を購入 3,496,447 3,496,447

3 行政改革等推進事業費 総務部
行財政改革
推進室

　「藤沢市行財政改革２０２０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，行政評価の実施，指定管理者制度の活用など，行財政改革を推進

3,296 3,296

4 公共施設再整備関係費 企画政策部 企画政策課 　藤が岡二丁目地区再整備のＰＦＩ事業に伴うモニタリング業務を実施 5,500 5,500

5 郷土づくり推進会議関係費
市民自治部・
生涯学習部

市民セン
ター・公民
館・市民自治
推進課

　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

10,292 10,281

6 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４事業を実施 1,586 1,576

7 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５事業を実施 2,140 2,140

8 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４事業を実施 1,112 1,101

9 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

　田園パーク構想推進事業を実施 995 995

10 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４事業を実施 694 694

11 長後地域活性化事業費 市民自治部
長後市民セ
ンター

　健康づくり普及事業など８事業を実施 1,315 1,316

12 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

　辻堂交流事業など２事業を実施 942 942

13 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

　広報・地域活動ネットワーク構築事業など４事業を実施 1,235 1,211

14 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３事業を実施 459 459

15 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５事業を実施 1,486 1,271

16 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３事業を実施 1,415 1,415

17 藤沢地区まちづくり事業費 生涯学習部 藤沢公民館   藤沢宿活性化事業を実施 1,390 1,390

18 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７事業を実施 2,678 2,657

19 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・善行市
民センター

　改築工事の第１期として市民センター棟建設工事を実施 1,176,162 1,166,908

20 辻堂市民センター改築事業費 市民自治部
辻堂市民セ
ンター

　市民センター・公民館及び南消防署辻堂出張所の建設工事を実施 375,342 262,739

21 市民会館整備費 生涯学習部 文化推進課 　市民会館等再整備の基本構想の策定に先立ち，サウンディング型市場調査を実施 4,931 4,837
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№ 事業名 担当部 担当課 事業概要 要求額 予算確定額

22 市民活動支援施設運営管理費 市民自治部
市民自治推
進課

　公益的な市民活動を推進する市民活動支援施設（市民活動推進センター，市民活
動プラザむつあい）の運営管理を実施

59,682 59,682

23 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 2,295 2,295

24 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，まちづくりパート
ナーシップ事業提案制度などを実施

9,898 9,898

25 防災設備等整備事業費 防災安全部 防災政策課

　防災備蓄資機材等の整備・充実，花ノ木公園耐震性飲料用貯水槽の整備，防災ラ
ジオの市民頒布，津波避難施設の整備や危険ブロック塀等に係る工事費への助成等
を行うほか，下藤が谷ポンプ場の敷地を活用した津波避難施設設置に係る実施設計
及び洪水ハザードマップの改訂に向けた河川測量・流出解析などの防災対策を実施

273,062 268,342

26 危機管理対策事業費 防災安全部 危機管理課
　指定緊急避難場所等表示看板の設置，海抜表示公共小型看板の更新及び東京２０
２０大会セーリング競技の江の島開催に向けた危機管理対策訓練を実施

7,674 7,674

27 地球温暖化対策関係事業費 環境部 環境総務課
　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，雨水貯留槽の設置等並びに電気自動車及び燃料電池自動車
の導入に対する補助

30,483 30,450

28 環境啓発推進事業費 環境部 環境総務課
　地球温暖化対策のための国民運動「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」（賢い選択）と連携し，環境
イベント等を通じて，ＣＯ２排出削減に向けた普及啓発を推進

8,000 8,000

29 自然環境共生推進事業費 都市整備部 みどり保全課
　「藤沢市生物多様性地域戦略」に基づき，生物多様性の保全と持続可能な利用に
資する取組を引き続き進めるとともに，市民等への普及啓発を推進

8,855 3,707

30 防犯対策強化事業費 防災安全部
防犯交通安
全課

　高齢者に対する振り込め詐欺などの特殊詐欺対策として，迷惑電話防止機器の貸
出し等を実施

513 513

31
安全・安心まちづくり対策会議事
業費

防災安全部
防犯交通安
全課

　犯罪のない安全・安心なまちづくりを進めるため,犯罪機会論に基づく防犯パトロー
ルや地域安全マップ指導者養成講座等を実施

530 530

32 街頭防犯カメラ設置推進事業費 防災安全部
防犯交通安
全課

　辻堂駅南口に街頭防犯カメラを設置するとともに，自治会・町内会が防犯カメラを設
置する際の補助に加え，修繕に係る経費を補助対象として拡充

9,380 9,380

33 社会福祉協議会関係費 福祉健康部
福祉健康総
務課

　藤沢市社会福祉協議会を中心とした相談支援機能，障がい者団体や福祉に関する
ボランティア団体などの活動支援及び情報発信機能等を有した「（仮称）地域福祉推
進プラザ」を設置運営

669 830

34 介護人材育成支援事業費 福祉健康部 介護保険課
　地域密着型サービス事業所を運営する法人に対し，介護ロボットの導入に係る費用
を助成

1,000 1,000

35 成年後見制度等推進事業費 福祉健康部
地域包括ケ
アシステム推
進室

　認知症などにより判断能力が十分でない高齢者や障がいのある人が，地域の中で
安心して暮らすための相談支援体制や地域連携ネットワークを強化するため，「ふじさ
わあんしんセンター」を権利擁護支援の中核機関として位置づけ

9,993 7,591

36 生活困窮者自立支援事業費 福祉健康部
地域包括ケ
アシステム推
進室

　生活困窮者自立支援法に基づく第２のセーフティネットとして，生活困窮者に対する
自立支援を推進するため，様々な背景を持つ生活困窮者に対し，就労準備支援事業
や学習支援事業など多様な支援を行うとともに，住居のない生活困窮者を対象に，新
たに一時生活支援事業を実施

52,234 49,561

37 包括的支援体制推進事業費 福祉健康部
地域包括ケ
アシステム推
進室

　地域共生社会の実現に向け，地域の様々な支援機関との連携・協働により，地域の
抱える課題解決に向けた活動を行うコミュニティソーシャルワーカーを増員し，１１人の
配置により,包括的な支援体制づくりを推進

85,386 84,140

38
藤沢型地域包括ケアシステム推進
事業費

福祉健康部
地域包括ケ
アシステム推
進室

　バーチャルリアリティの技術を活用した認知症体験等の実施により，当事者意識の
醸成を通した支えあいの地域づくりを推進

685 685

39
地域の縁側等地域づくり活動支援
事業費

福祉健康部
地域包括ケ
アシステム推
進室

　誰もがいきいきと健やかに暮らせるまちづくりを進めるため，地域において住民主体
の支えあい活動を行う団体への補助等を実施

31,181 30,530

40 窓口業務等協働事業推進費 福祉健康部 保険年金課
　保険年金課の窓口業務等について，民間事業者との協働事業（業務委託）の実施
に向けた実施設計等の準備業務を実施

110,227 97,572

41 心のバリアフリー推進事業費 福祉健康部
障がい福祉
課

　「藤沢バリアフリーマップ」の利便性の向上を図るため，現行のＷｅｂ版に加え，ス
マートフォン版を作製するとともに，英語表記による情報提供を実施

2,841 1,718

42 介護給付費等事業費 福祉健康部
障がい福祉
課

　重度障がい者の通所を支援するとともに，受け入れを行う市内通所施設の経営基盤
の安定と人材確保を図るため，重度障がい者処遇費加算を拡充

3,072 2,880

43 地域生活支援事業費 福祉健康部
障がい福祉
課

　障がい者の夕方以降の支援の場を確保することにより，日常生活の安定と介護者の
負担軽減を図るため，日中一時支援サービスを拡充

25,200 25,200
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№ 事業名 担当部 担当課 事業概要 要求額 予算確定額

44 老人福祉施設建設助成費 福祉健康部 介護保険課
　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）及び施設内保育施
設の整備に係る費用を助成

31,695 31,695

45 地域密着型サービス整備助成費 福祉健康部 介護保険課
　地域密着型サービス事業所を新規開設する事業者に対し，施設整備及び開設準備
に係る費用を助成

36,800 36,800

46 子育て関係事務費
子ども青少
年部

子育て企画
課

　第二期「藤沢市子ども・子育て支援事業計画」及び「(仮称)藤沢市子どもの貧困対策
実施計画」を策定

19,506 9,316

47 小児医療助成費
子ども青少
年部

子育て給付
課

　安心して子育てができる環境づくりの更なる推進を図るため，小児医療費助成の対
象年齢を中学校３年生まで拡大し，入通院に係る医療費を助成

220,778 210,241

48 市立保育所整備費
子ども青少
年部

子育て企画
課

　善行保育園・善行乳児保育園の再整備に向けた建設予定地の敷地測量等を行うと
ともに，辻堂保育園新園舎への移転を実施

429,869 15,238

49
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
　保育士の人材確保を図るため，保育士宿舎の借り上げや新卒保育士の奨学金返済
に対する補助を行うとともに，法人立認可保育所の運営費等を助成

2,052,043 2,021,550

50
法人立保育所等施設整備助成事
業費

子ども青少
年部

子育て企画
課

　法人立認可保育所における保育環境の向上を図るとともに，増加する保育需要に対
応するため，施設の再整備及び新設に係る費用を助成

662,781 662,781

51 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「若者サポート事業」を実施

11,425 11,385

52 放課後児童クラブ整備事業費
子ども青少
年部

青少年課
　「藤沢市放課後児童クラブ整備計画」に基づき，設置運営事業者の公募を行うととも
に，公益財団法人藤沢市みらい創造財団等との連携により，放課後児童クラブの整備
を実施

286,232 242,010

53 放課後子ども教室整備事業費
子ども青少
年部

青少年課
　富士見台小学校の体育館・校庭を活用して試行している放課後子ども教室につい
て，本格実施に向けて遊具の購入や修繕などの初度調弁等を実施

4,576 4,237

54 子どもの生活支援事業費
子ども青少
年部

子ども家庭
課

　経済的に困難を抱え，養育環境に課題がある家庭の子どもを対象に，夕方から夜ま
での時間を安心して過ごすことができる場を提供し，基本的な生活習慣や学習習慣の
習得のほか，食事の提供等の支援を実施

9,508 9,508

55 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 72,811 64,429

56 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 350 350

57 健康づくり推進事業費 福祉健康部 健康増進課

　「健康寿命日本一をめざすリーディングプロジェクト」として，東京２０２０オリンピック・
パラリンピック競技大会に向けて，健康づくりに関する目標にチャレンジする「ふじさわ
夢チャレンジ２０２０」の取組を実施するとともに，健康増進法の一部改正に伴い，望ま
ない受動喫煙が生じない社会環境を整備するため，受動喫煙防止対策及びタバコ対
策事業を実施

17,415 12,890

58 がん検診事業費 福祉健康部 健康増進課

　がんの早期発見，早期治療を目的に，指定医療機関におけるがん検診を実施する
ほか，受診率の低い乳がん・子宮頸がん検診について，マンモグラフィ検診車による
乳がん集団検診を継続実施するとともに，肺がん，胃がん，乳がん検診の二次読影に
おける精度向上を目的にデジタル化を導入

673,007 673,007

59 各種予防接種費 福祉健康部 健康増進課
　風しんの感染拡大を終息させる取組として，抗体保有率の低い世代の男性を対象
に，風しんワクチン予防接種を実施

48,171 48,171

60 公衆便所整備費 環境部 環境総務課
　東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて，市が管理する片瀬東浜公
衆便所の改修工事を実施

51,755 51,539

61 廃棄物等戸別収集事業費 環境部
環境事業セ
ンター

　市民ニーズに対応するため，ペットボトル，カン・なべ類の夏期における収集の毎週
化試行を区域を変えて実施

5,790 5,790

62
一般廃棄物中間処理施設整備事
業費

環境部
北部環境事
業所

　北部環境事業所新２号炉の整備にあたり，旧２号炉の解体工事を実施するとともに，
新２号炉の設計・施工監理を実施

974,208 974,208

63 就労支援事業費 経済部 産業労働課
　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

17,041 17,041

64 障がい者就労関係費 経済部 産業労働課 　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 7,295 7,295

65 担い手育成支援事業費 経済部 農業水産課
　市内農業の新たな担い手や農業後継者，担い手不足の農業者を支援する市民ボラ
ンティアに対する支援

25,161 25,161
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66 産地競争力強化事業費 経済部 農業水産課
　防除効果の高い防虫ネットの導入や果実を破壊することなく糖度を測ることができる
機械の導入費用への補助など，農産物の安定生産・供給による産地競争力の強化と
継続的な産地形成を図るための各農業者団体に対する支援

2,514 2,514

67 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，起業家の育成を支援 40,892 40,967

68 企業立地等促進事業費 経済部 産業労働課 　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 8,707 8,707

69 ロボット産業推進事業費 経済部 産業労働課
　「藤沢市ロボット未来社会推進プロジェクト」に基づき，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を支援するとともに，新たに行政課題等に対応
するロボットを実証的に導入

40,114 32,117

70
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
　商店街の活性化を目的に商店街団体が行う特色づくり等への支援のほか，店主や
スタッフが講師となり専門的な知識やコツを無料で提供する少人数制のゼミナール「ま
ちゼミ」事業，及び「ふじさわ元気バザール」事業に対する支援

18,315 18,315

71 商店街経営基盤支援事業費 経済部 産業労働課 　商店街団体が実施する共同施設設置事業（防犯カメラ修繕）に対する支援 1,000 1,000

72 藤沢ものづくりブランド応援事業費 経済部 産業労働課
　市内中小企業の販路拡大及び本市の「ものづくりのまち」としてのブランド価値を高
めるための展示会共同出展支援事業に対する支援

4,550 2,756

73 誘客宣伝事業費 経済部
観光シティプ
ロモーション
課

　国内外から広く観光客を誘客するため，観光宣伝事業のほか，民間団体等が実施
するイベントへの参画等による誘客宣伝事業を展開するとともに，多言語メニュー支援
サイト「ＦＵＪＩＳＡＷＡ Ｆｏｏｄｉｅｓ」のカスタマイズ等，外国人観光客誘致対策事業を実施

53,527 51,819

74
湘南藤沢フィルム・コミッション事業
費

経済部
観光シティプ
ロモーション
課

　本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
致を行うとともに，地元との調整等，撮影環境の整備を推進

26,193 26,236

75 観光施設整備費 経済部
観光シティプ
ロモーション
課

　本市を訪れる観光客の受入体制の整備を図るため，江の島中津宮広場に常設する
公衆トイレの整備工事を行うとともに，観光客が円滑に観光地を回遊するための観光
案内サインの整備工事を実施

155,671 148,916

76 シティプロモーション関係費 経済部
観光シティプ
ロモーション
課

　「ふじさわシティプロモーション推進方針」に基づき，「キュンとするまち。藤沢」の
キャッチフレーズのもと，市民をはじめ企業，団体等を巻き込んだ「市民参加型」のプロ
モーションの展開，メディアプロモーションブックの制作等，ブランド力向上につながる
取組を推進

21,512 18,293

77 建築物等防災対策事業費 計画建築部 建築指導課
　木造住宅及び分譲マンションに対する耐震診断・耐震改修工事補助並びに耐震診
断義務対象沿道建築物に対する耐震診断補助に加え，新たに耐震診断義務対象沿
道建築物に対する耐震改修工事等補助制度を創設

50,465 50,045

78 道路施設改修事業費 道路河川部 道路維持課
　道路ストックの老朽化対策として，長寿命化によるライフサイクルコストの最小化及び
維持管理費の平準化等を図るため，「道路ストックマネジメント計画」の策定に向けた
取組を推進

235,721 234,721

79 市道新設改良費 道路河川部 道路整備課

　善行駅周辺地区のバリアフリー化工事のほか，藤沢６５２号線道路改良事業に伴う藤
沢本町１号踏切対策に係る調査設計委託，ふじさわ宿交流館周辺道路の無電柱化に
伴う道路改良工事，鵠沼海岸線への自転車走行空間の整備及びすばな通りの無電
柱化に向けた調査設計委託等を実施

772,966 729,967

80 橋りょう改修費 道路河川部 道路維持課
　橋りょう耐震化の設計及び工事を行うとともに，橋りょう長寿命化修繕計画に基づく定
期点検及び弁天橋改修等の補修工事を実施

471,090 470,305

81 橋りょう架替事業費 道路河川部 道路維持課
　神奈川県の河川改修事業にあわせて，蓼川の蓼中橋，蓼中人道橋の架替工事及
び境橋の撤去工事を実施

175,757 175,757

82 自転車駐車場整備費 道路河川部
道路河川総
務課

　歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するとともに，自転車等の利用者の利便性を
高めるため，「（仮称）藤沢本町駅自転車等駐車場」の整備に係る詳細設計を実施す
るほか，民間駐輪施設の新設に係る費用を助成

26,922 26,922

83 河川水路修繕費 道路河川部 河川水路課
　河川管理施設等の適切な維持管理を行うため，護岸等の健全度調査の結果に基づ
き適切な対策を実施するとともに，浸水被害の発生している一色川・白旗川・滝川にお
いて，河川のリアルタイムな状況把握を行うため，簡易型の河川監視カメラを設置

45,629 45,629

84 一色川改修費 道路河川部 河川水路課
　稲荷山橋架替工事に着手するとともに，改修事業に必要な事業用地の取得及び補
償等を実施

131,986 131,851

85 総合交通体系推進事業費 計画建築部 都市計画課

　総合交通体系の構築に向け，乗合タクシー等の地域公共交通の導入やいずみ野線
延伸の検討，また「藤沢市交通アクションプラン」の進行管理及び計画見直しに向けた
検討を行うとともに，新たにユニバーサルデザインタクシー等に対する導入補助を実
施

61,832 60,816

86 基礎調査費 計画建築部 都市計画課
　過去の大災害における復興の事例等の調査と合わせ，本市の防災上の特性や課題
を整理し，復興まちづくりイメージトレーニングの取組を実施

5,590 5,590

87 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，
事業化の推進や浸水対策事業等を実施

197,147 174,020
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88 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

　市民活動団体との協働により，健康の森保全・再生事業等を実施 7,166 7,166

89 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，交通結節機能の更新を核とした駅周辺街区の再整
備について，現在実施中の藤沢駅北口デッキ高質化工事の完成を目指すとともに，
藤沢駅南北自由通路の拡幅に向けた基本設計の実施や藤沢駅北口交通広場再整
備工事への着手等，各プロジェクトを推進

1,133,076 815,666

90 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

　長後駅周辺の交通混雑緩和のため，高倉下長後線の都市計画変更に向けた関係
機関協議及び事業化に向けた検討を実施するとともに，歩行者等の安全性向上を目
的に長後７２５号線の道路北側に歩道を整備するための用地を取得

112,718 112,718

91 江の島地区周辺整備事業費 計画建築部
江の島地区
周辺整備担
当

　片瀬・江の島周辺における回遊性の向上及び交通機能の強化を図るため，片瀬江
ノ島駅駅前広場の整備を実施

386,815 16,435

92
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，鎌倉市と広域連携を図り，新駅の概略設計などを実施 24,899 24,899

93 公園改修費 都市整備部 公園課
　市民が日常生活の中で気軽に体を動かす機会を確保するため，既設の９公園に健
康遊具を設置

13,365 13,365

94 住宅環境整備事業費 計画建築部 住宅政策課
　平成３１年度に計画期間が終了する「藤沢市市営住宅等長寿命化計画」について，
国の公営住宅等長寿命化計画策定指針に基づき，新たな計画を策定

17,127 16,563

95 住宅政策推進費 計画建築部 住宅政策課
　住宅確保要配慮者を支援する居住支援協議会の設置に向けた準備など「藤沢市住
宅マスタープラン」に基づく総合的な住宅政策を推進

1,262 1,262

96 空き家対策関係費 計画建築部 住宅政策課
　地域住民の生活環境に影響を及ぼすおそれのある管理不全な空き家の発生を抑制
するため，空き家の実態を把握し，空き家の適正管理の促進及び利活用の推進等の
対策を実施

16,418 15,869

97 大規模震災等対策強化事業費 消防局 警防課
　近年中に発生が懸念される大規模地震，台風，集中豪雨等の風水害，また大規模
イベントにおけるテロ等の特殊災害への対策を強化するため，災害対応資機材の整
備等を実施

176,172 11,406

98 消防指令システム等更新事業費 消防局 警防課
　１１９番通報の受付や部隊への出動指令等を行う消防指令システムの更新を行うとと
もに，聴覚障がいや言語障がいのある方からの通報に迅速に対応するため「Ｎｅｔ１１９
緊急通報システム」を導入

443,300 443,300

99 六会出張所救急隊新設事業費 消防局 消防総務課
　平成３２年４月からの北消防署六会出張所での救急隊運用開始に向けて，車両や
資機材等の整備及び職員研修等を実施

60,735 58,426

100 児童支援体制充実事業費 教育部 学務保健課
　小学校全３５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配置

31,380 31,380

101 奨学金給付事業費 教育部 教育総務課
　意欲と能力のある高校生等が経済的な理由によることなく，大学等での修学の機会
が得られるよう，給付型奨学金制度を実施するとともに，新たに進学先を医学部・歯学
部に限定した奨学生の枠を創設

5,963 5,837

102 教育情報機器関係費 教育部 教育総務課
　新学習指導要領の実施を見据え，プロジェクター，無線ＬＡＮ等の全学校普通教室
への整備及び学習者用コンピュータを増設

420,176 417,136

103 学校安全対策関係費 教育部 教育指導課
　児童生徒の安全確保を図るため，スクールガード・リーダーを新たに「辻堂」地域に
配置

15,010 692

104 教育情報化推進事業費 教育部 教育総務課
　教育活動におけるＩＣＴ機器の円滑利用に向けた学校ネットワーク基盤の充実を図る
とともに，情報セキュリティ対策を強化

34,049 37,089

105 特別支援教育整備事業費 教育部 教育指導課
　平成３２年度に大庭小学校・滝の沢中学校に特別支援学級を開級するため，その準
備として教室等の整備を実施

10,389 9,389

106
校務支援システム構築事業費
（小・中・特）

教育部 教育総務課
　校務の効率化を図るため，教職員一人ひとりが個々で使用する校務用パソコンを整
備

210,936 211,159

107 要保護準要保護児童援助費 教育部 学務保健課 　就学援助において，小学校への新入学準備費用を入学前に前倒して支給 21,784 21,442

108
学校施設環境整備事業費（小学
校）

教育部 学校施設課
　市内全校の普通教室等への空調設備の設置を完了するため，藤沢小学校他７校に
リース方式による整備を実施

92,387 74,840

109 鵠南小学校改築事業費 教育部 学校施設課 　鵠南小学校等再整備に向けた基本・実施設計及び事前家屋調査を実施 131,456 131,456

110
六会中学校屋内運動場改築事業
費

教育部
学校施設課・
教育指導課

　平成３２年１月の供用開始に向けた改築工事の実施及び初度調弁 602,107 601,064

111 中学校給食運営管理費 教育部 学校給食課 　新たに開始する藤ケ岡中学校他５校を含む全１９校で中学校給食を実施 292,786 290,762
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112 中学校給食施設整備費 教育部 学校給食課
　鵠沼中学校，湘洋中学校及び高浜中学校での中学校給食開始に伴い，配膳室等
を整備

27,740 27,026

113 藤澤浮世絵館運営管理費 生涯学習部 郷土歴史課
　藤澤浮世絵館の運営管理を行うとともに，開館３周年を記念した企画展示や講演会
を開催

64,756 64,830

114 村岡公民館改築事業費 生涯学習部 村岡公民館
　村岡公民館再整備建設検討委員会の運営を行うとともに，地域住民及び公民館利
用団体への情報提供等を実施

11,770 1,703

115
藤沢公民館・労働会館等複合施
設運営管理費

生涯学習部 藤沢公民館
　快適な施設環境とサービスを施設利用者に提供するため，指定管理者による運営
管理を実施

145,704 123,274

116 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，藤沢市オリンピック・パ
ラリンピック文化プログラムに位置づける事業に対する補助等を実施

3,420 3,420

117 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を行うとともに，若手芸術家等の美術作品の創作や展示・
発表の支援及び藤沢市オリンピック・パラリンピック文化プログラムに位置づける文化
芸術事業としての企画展のほか，ワークショップを開催

73,777 73,816

118
（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
　東京２０２０大会に向け，藤沢市オリンピック・パラリンピック文化プログラムに位置付
ける事業など，本市の文化芸術の発信と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

54,700 54,700

119 団体育成費 生涯学習部
スポーツ推
進課

　障がい者スポーツ体験イベントの開催及び新たに障がい者スポーツの情報発信を実
施

917 717

120 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

　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
ク競技大会に向けた気運を高めるため，全国中学生ビーチバレー大会等を開催

11,000 11,000

121
（公財）藤沢市みらい創造財団ス
ポーツ事業関係費

生涯学習部
スポーツ推
進課

　東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした，セーリング競技に関す
る体験会や障がい者スポーツに関連する各種事業を開催

44,118 44,353

122 オリンピック開催準備関係費 生涯学習部

東京オリン
ピック・パラリ
ンピック開催
準備室

　東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた気運の醸成，セーリング競
技の普及啓発に取り組むとともに，ボランティア活動及び「２０２０応援団　藤沢ビッグ
ウェーブ」による市民参加の取組を推進

136,889 116,601
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