
次代へつながる新たなまち。 

～海老名駅西口土地区画整理事業～ 
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まえがき 
海老名市第四次総合計画は、平成 20 年度～平成 29 年度の 10 年間のまちづくりの考え方

を示す「基本構想」と、５年間の具体的施策や主な事業を示した「基本計画」、さらに毎年度の

事業内容等を示した「実施計画」からなっており、平成 25 年度は後期基本計画の初年度とな

ります。 

■計画の期間と構成 

（１）基本構想 

海老名市の将来のあるべき姿を定め、その

実現に向けて取るべき基本的方針や施策の

方向を定めており、市のまちづくりの最高理

念となるものです。 

（２）基本計画 

  「基本構想」を実現するため、福祉、教育

文化、環境、産業など、分野ごとの現状と課

題を分析し、具体的な施策を体系的に示した

ものです。 

5 年の計画として、前期・後期とに分けて

策定しています。後期の「基本計画」は、前

期基本計画の進捗状況や評価結果を踏まえて

見直しを図り、策定しています。 

 （３）実施計画 

     「基本計画」で定めた施策を展開するため、具体的な事業を示し、その取り組み内

容を明らかにするものです。毎年度作成し、計画の具体化を図ります。 

年度：平成 

構 成

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

前期基本計画 後期基本計画 

1



■実施計画について 

実施計画は、「海老名市第四次総合計画基本構想（計画期間：平成 20（2008）年度～平成

29（2017）年度）」に定めた将来都市像「快適に暮らす 魅力あふれるまち 海老名」の実

現を目指して、「海老名市第四次総合計画後期基本計画（計画期間：平成 25（2013）年度～

平成 29（2017）年度）」に示した施策を社会経済環境への対応を図りつつ、着実に実施して

いくために、毎年度の事業内容等を示したものです。 

実施計画書へは、後期基本計画に掲載されている事業のほか、市民等に影響が大きい事業、

当該年度に新たに取り組む又は前年度の事業内容を変更して取り組む事業等を掲載し、行政評

価の結果を踏まえて、毎年度策定します。 

※なお、本計画書に記載している内容は、平成 25 年１月末現在のものとなっています。 

■掲載事項の内容について

 各実施計画の事業は、下記の例のように掲載しています。 

①事業名 

②目的 

 何のために当該事業を行うのか、事業を行う目的を端的に記載しています。 

③担当部課 

 平成 25 年１月末時点の担当部課名となっています。 

④事業内容について 

 平成 25 年度の主な事業内容を掲載しています。 

【例】

② 

① 
③ 

④ 

⑤ ⑥ 

2



⑤備考について 

 ・平成 25 年度から新たに取り組む事業の場合は、その旨を明記しています。 

・平成 24 年度の事業内容から変更して取り組む場合、その変更内容を記載しています。 

 ・設計から工事など、連続して取り組む場合は、平成 26 年度以降の取り組み内容も記載し

ています。 

⑥事業費 

各事業毎の平成 25 年度当初予算額を記載しています。 
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第１章　健康で自立するためのフィールド

【政策】 【施策】

（1）　高齢者福祉の充実

（2）　介護保険の運営

（1）　地域福祉の充実

（2）　障がい者福祉の充実

（3）　生活困窮者の自立支援

４．健全な心と身体を築くスポーツの振興 （1）　スポーツ活動の推進

（2）　スポーツ施設の充実

第２章　心づくりのフィールド

【政策】 【施策】
１．活発な地域コミュニティの促進 （1）　地域交流の支援

（2）　市民活動への支援

２．人々が尊重し合う社会の実現 （1）　人権啓発の推進

（2）　男女共同参画社会の推進

（3）　平和・国際交流の推進

３．豊かな心を育む文化の薫るまちづくり　 （1）　生涯学習の推進

（2）　図書事業の充実

（3）　文化芸術の振興

（4）　文化財の保護と活用

第３章　次世代を担う子どものためのフィールド

【政策】 【施策】
１．子どもを安心して育てる環境づくり （1）　母子保健の推進

（2）　保育環境の充実

（3）　子育て支援の充実

（4）　ひとり親家庭等の支援

２．元気な「えびなっ子」を育むまちづくり （1）　青少年の健全育成

（2）　子どもの居場所づくり

３．ひびきあう教育の実現 （1）　ひびきあう教育の推進

（2）　教育環境の充実

（3）　学校施設の充実

（4）　教育支援体制の充実

（5）　国民健康保険等の運営

（3）　介護予防の推進

１．元気で健康なまちづくり

２．高齢者が元気なまちづくり

３．誰もがいきいきと暮らせるまちづくり

（1）　健康づくり

（2）　予防医療の充実

（4）　地域医療の充実
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第４章　快適な生活のフィールド

【政策】 【施策】

１．住みたい住み続けたいまちの実現 （1）  住み良いまちづくりの推進　

（2）　快適な住環境の整備

（3）　住宅政策の推進

（4）　総合交通対策の推進

２．にぎわいと活力のある元気なまちづくり （1）  海老名駅東西一体のまちづくり

（2）　市街地整備の推進

３．都市活動を支える基盤整備 （1）　道路整備の推進

（2）　道路等の適正な維持管理

（3）　国県道路事業の促進

（4）　公園・緑地整備の推進

（5）　下水道対策の推進

４．市民生活を守る安全安心なまちづくり （1）　交通安全の推進

（2）　防犯対策の推進

５．災害に強いまちづくり （1）  危機管理の強化

（2）  防災対策の強化

（3）  災害対策の強化

６．市民の生命と財産を守る消防力の強化 （1）　消防体制の充実

（2）　消防施設整備の充実

（3）　非常備消防活動の推進

（4）　火災予防の推進

７．地球環境に配慮した低炭素社会への転換　 （1）　地球温暖化対策の推進

（2）　地域環境対策の推進

（3）  人と自然との環境共生

８．環境負荷が少ない循環型社会の形成 （1）　廃棄物の適正処理

（2）　ごみの減量・資源化の推進
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第５章　活力ある産業のフィールド

【政策】 【施策】

１．活力と魅力あふれる産業の振興 （1）　魅力ある農業の振興

（2）　にぎわいのある商業の振興

（3）　活力ある工業の振興

（4）　産業関連団体との連携

２．安心して働ける労働環境の充実 （1）　良好な労働環境の充実

第６章　新たな行財政運営のフィールド

【政策】 【施策】
１．情報発信と市民ニーズの把握 （1）　市政情報の積極的な発信

（2）　多様な市民ニーズの把握

２．持続可能な都市経営の推進 （1）　効率的な行財政運営の推進

（2）社会情勢等の変化に対応する政策の検討

（3）　広域行政の推進

フィールド総数
政策総数　
施策総数
事業総数

6
22
66
202
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第１章　健康で自立するためのフィールド

第２章　心づくりのフィールド

第３章　次世代を担う子どものためのフィールド

第４章　快適な生活のフィールド

第５章　活力ある産業のフィールド

第６章　新たな行財政運営のフィールド
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１．　元気で健康なまちづくり

２．　高齢者が元気なまちづくり

３．　誰もがいきいきと暮らせるまちづくり

４．　健全な心と身体を築くスポーツの振興
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＜基本方針＞

備考

事業内容
①食育関連事業（各ライフステージに応じた相談、教育、料理講習会等）
②関連事業の普及啓発

目　　的
生活習慣病の情報を提供し、生活習慣の改善や心
の健康づくりの支援を行うことにより、市民の健康増
進を図ります。

事業内容

1,137

備考

事業名 食育の総合的な推進

①健康手帳の交付　　②健康相談　　③健康教育
④訪問指導　　⑤心の健康づくり対策

目　　的
食育の総合的な推進に関わる関係機関等との連携・
協力により「食育の推進」を図ります。

4,646
事業費
（千円）

事業名 健康増進の指導

担当部課
保健福祉部
健康づくり課

担当部課
保健福祉部
健康づくり課

事業費
（千円）

急速に進む少子高齢社会や市民ニーズの多様化に対応し、誰もが健康で自立した生活がで
きるよう、保健・医療・福祉に関わるサービスの充実を図り、元気で健康なまちづくりを目指しま
す。

11



目　　的
メタボリックシンドロームに注目した新たな健康診査
を行い、市民の生活習慣病の予防を図ります。

事業内容 成人歯科健康診査を実施します。

備考 6,983

事業費
（千円）

事業内容 ４０歳以上メタボリックシンドロームに注目した健康診査を実施します。

備考 36,624

事業名

事業名 成人歯科健診

担当部課
保健福祉部
健康づくり課目　　的

成人歯科健康診査（３５歳以上）を実施し、歯周病
等、歯と口の衛生管理に努めます。

備考 323,228

事業名 予防接種

担当部課
保健福祉部
健康づくり課目　　的

事業費
（千円）

事業内容 各種がん検診を実施します。

備考 112,731
事業費
（千円）

事業内容
①集団接種：ＢＣＧ　　②個別接種：四種混合、三種混合、二種混合、麻しん、風しん、麻
しん風しん（混合）、日本脳炎、インフルエンザ、不活化ポリオ、子宮頸がん、ヒブ、小児
用肺炎球菌　　③高齢者肺炎球菌　　④予防接種相談

事業名 生活習慣病検（健）診

担当部課
保健福祉部
健康づくり課目　　的

生活習慣病の早期発見に努め、健康の維持を図り
ます。

事業費
（千円）

予防接種法に定められた疾病について予防接種を
行い、市民の免疫獲得率を高め、感染性疾患に対
する防衛を図ります。

特定健康診査の補完診査

担当部課
保健福祉部
健康づくり課

平成25年度から、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を実施
します。

12



事業内容
①介護予防教室や講演会、認知症予防教室等の開催
②パンフレット等の配布による介護予防の普及啓発

備考 18,367
事業費
（千円）

二次予防事業（介護予防特定高齢者施策の推進）　事業名

事業名 一次予防事業(介護予防一般高齢者施策の推進）　

担当部課

事業費
（千円）

保健福祉部
健康づくり課目　　的

介護予防に資する基本的な知識の普及啓発を図る
とともに、地域ボランティアや活動組織の育成を推進
します。

要介護状態等となることを予防します。

事業内容
①通所型介護予防事業
②訪問型介護予防事業

備考 37,315

目　　的

保健福祉部
健康づくり課

担当部課
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事業費
（千円）

事業内容

①休日・夜間急患診療（医療センターで実施)による一次救急医療と当番病院による二
次救急医療体制の確保、座間･綾瀬・海老名3市に大和市も加えた広域小児医療救急
体制確保の取り組み
②休日歯科診療確保の取り組み
③広域耳鼻咽喉科救急医療確保の取り組み
④ドクターヘリによる緊急搬送体制確保の取り組み
⑤大規模トリアージ訓練の実施

備考 145,812
事業費
（千円）

事業名 救急医療体制の充実

担当部課
保健福祉部
健康づくり課目　　的

病気やけがの程度による、一次救急（軽症）や二次
救急（重症）の医療体制の確保・充実を図ります。

事業内容
①えびな健康づくり講座の開催
②健康えびな普及員の活動支援
③健康なまちづくり事業

備考 1,481

事業名 地域の保健対策の推進

担当部課
保健福祉部
健康づくり課目　　的

若年、壮年期からの健康づくりを実施することで、健
康寿命の延伸を図ります。

・平成25年度から４市における広域小児医療救急体制確
保に取り組みます。
・平成25年度に、大規模トリアージ訓練を実施します。
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1,136,392

事業名 後期高齢者医療運営事業

担当部課

目　　的
疾病の早期発見・早期治療を図るとともに、加入者
が支払う一部負担金の低減や医療費の抑制を図り
ます。

備考 22,613
事業費
（千円）

事業費
（千円）

事業内容
①35歳以上の人間ドック費用の助成（35歳以上被保険者）
②特定検診・保健指導の実施（40歳以上の被保険者）
③ジェネリック医薬品差額通知の発送等

事業内容
①被保険者資格の適正管理
②葬祭費、療養費等の適正な事務執行
③後期高齢者医療制度の周知、新制度移行準備

備考
事業費
（千円）

備考 116,530

事業名 国民健康保険健康管理の支援

担当部課
保健福祉部
保険年金課

保健福祉部
保険年金課目　　的

税負担の公平性を確保するために、収納率の向上
を図ります。

保健福祉部
保険年金課目　　的 後期高齢者医療事業の適正な運営を図ります。

事業内容
①口座振替の促進　　②電話催告・休日窓口の開設　　③短期証、資格証等の活用
④督促状・催告状の送付　　⑤コンビニ収納実施
⑥滞納者管理システムの稼動準備及び稼働

事業名 国民健康保険税収納率の向上対策

担当部課

平成25年度中に、滞納者管理システムを稼動します。
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＜基本方針＞

事業内容 海老名市シルバー人材センターへの支援を行います。

備考 20,060

事業名 高齢者の就労支援

担当部課
保健福祉部
高齢介護課目　　的

働く意欲のある高齢者の知識、経験、能力を活かし
た、自らの生きがいづくりの支援と社会参加機会の
拡充を促進します。

事業内容
①高齢者生きがい教室の開催
②ゆめクラブへの助成支援
③プール、体育施設等の利用助成

備考 13,908
事業費
（千円）

事業名 高齢者の生きがいづくり

担当部課
保健福祉部
高齢介護課目　　的

高齢者の生きがいと健康づくりの推進及び社会参加
活動の促進を図ります。

事業費
（千円）

超高齢社会を迎えるにあたり、常にいきいきと元気に過ごせるよう、生きがいづくりへの支援
をはじめとした、高齢者福祉の充実を図るとともに介護保険事業を適正に推進します。
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事業名 社会福祉施設整備費助成

担当部課
保健福祉部
高齢介護課目　　的

介護基盤を整備することにより、施設サービスの充
実を図るとともに、要介護者の支援を推進します。

事業名 介護ボランティアポイント制度

目　　的

担当部課
保健福祉部
高齢介護課目　　的

事業内容 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム)建設費を助成します。

備考 54,720

高齢者の社会参加と生きがいづくりやボランティア活
動を通じた介護予防としての効果などとともに、地域
における高齢者の支え合い活動や見守り活動に繋げ
ます。

【新規】
介護ボランティアポイント制度を創設します。

事業内容
①介護予防ケアマネジメント事業・総合相談事業の実施
②権利擁護事業・包括的継続的ケアマネジメント事業の実施

備考 90,900

事業内容
ボランティア活動の内容に応じてポイントを付与し、累計ポイントにより特典が得られるこ
とにより、生きがいづくりとボランティア活動の充実を図ります。

備考 1,586

事業名 地域包括支援

事業内容
①配食サービス　　②緊急通報事業　　③安全点検　　④家具転倒防止安定板
⑤ホームヘルプサービス　　⑥えびな安心キット配付

備考 30,658

事業名 ひとり暮らし高齢者等の在宅支援

担当部課
保健福祉部
高齢介護課目　　的

ひとり暮らし高齢者に対して、孤独感解消、緊急事態
の対応などを行うことにより、日常における安全・安
心した在宅生活を支援し、高齢者の孤立防止を図り
ます。

事業費
（千円）

事業費
（千円）

事業費
（千円）

事業費
（千円）

住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活が継
続できるよう、地域包括支援センター運営事業におい
て、支援を行います。

担当部課
保健福祉部
高齢介護課

17



備考 5,582,307

事業名 介護保険給付事業

担当部課
保健福祉部
高齢介護課目　　的

要介護・要支援者へのサービス給付を行うとともに、
介護保険事業の適正な運営を図ります。

事業費
（千円）

事業内容
介護給付（居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、居
宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、高額介護サービス費など）の支給を行い
ます。

事業内容
①88歳の高齢者へ記念品の贈呈
②100歳以上の高齢者へ敬老祝い金等の贈呈
③敬老ふれあい事業等への助成（委託）

備考 23,487

事業名 長寿祝い事業

担当部課
保健福祉部
高齢介護課目　　的

事業費
（千円）

高齢者の長寿を祝うとともに、地域コニュミティの醸
成を図り、高齢者福祉への理解と関心を高めます。
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＜基本方針＞

備考 83,392

事業名 民生委員児童委員活動支援

担当部課
保健福祉部
福祉総務課目　　的

民生委員児童委員の活動を支援し、地域福祉の推
進を図ります。

事業内容

保健福祉部
福祉総務課目　　的

事業内容
①民生委員児童委員活動の支援及び協議会運営の財政的援助を実施
②研修の充実
③改選に伴う民生委員児童委員の増員

備考 36,809

事業名

①地域福祉の増進へ重点的に取り組むための財政的援助を実施
②公共施設等巡回福祉車両「ぬくもり号」運行事業の拡大

社会福祉協議会事業の充実

事業費
（千円）

平成25年度の委員一斉改選に伴い、民生委員児童委員を
増員します。

平成25年度は、社会福祉協議会が実施している公共施設
等巡回福祉車両「ぬくもり号」運行事業が拡大されます。

事業費
（千円）

社会福祉協議会が行う事業を通じて、地域福祉計画
に基づいた、各地域における福祉活動の充実を図り
ます。

担当部課

子どもから高齢者、障がいのある方まで、誰もが活動しやすいまちづくりを目指します。
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事業内容
①市長申立ての実施
②市民後見人養成事業の実施

備考 655

事業名 成年後見制度支援

担当部課
保健福祉部
福祉総務課目　　的

高齢者や障がい者などの権利擁護の充実を図りま
す。

事業費
（千円）

平成25年度から、市民後見人養成事業を実施します。
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備考 35,128

事業名 障がい者デイサービスセンターの建設等

担当部課
保健福祉部
障がい福祉課目　　的

地域での障がい者の日中活動の場を充実することに
よって、地域福祉の推進と自立支援を図ります。

事業内容

事業内容 医療保険対象医療費の自己負担分を助成します。

備考 457,652

事業名 障がい者医療費の助成

担当部課
保健福祉部
障がい福祉課目　　的

障がい者に対する保健の向上と福祉の増進を図りま
す。

事業内容
①コミュニケーション支援事業の実施　　②日常生活用具給付等事業の実施
③移動支援事業の実施　　④その他各種事業の展開

備考 160,609
事業費
（千円）

事業名 地域生活支援

担当部課
保健福祉部
障がい福祉課目　　的

障がい児・者が、自立した日常生活又は社会生活を
営むことができるよう、障がい者等の福祉の増進を図
ります。

備考 1,398,888

事業名 障がい者自立支援給付

担当部課
保健福祉部
障がい福祉課目　　的

障がい児・者に対して、必要な障がい福祉サービス
に係る給付等を行い、障がい者等の自立と福祉の向
上を図ります。

事業費
（千円）

事業内容
①介護給付・訓練等給付・自立支援医療・補装具交付のサービスを提供
②障害程度区分認定事務の実施

将来的な制度の安定運用を図るため、平成25年度に、一部
助成対象を見直します。

事業費
（千円）

平成25年度は、レインボードリーム及びかっぱ堂に太陽光
発電設備を設置します。

事業費
（千円）

施設の老朽化に伴う、障がい者のニーズにあわせた建替えや、効率的な維持管理を行
うための設備の改修を実施します。
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事業内容 給付額決定に必要な所要額調査に基づく適正な給付を実施します。

事業名 生活保護費の支給

担当部課
保健福祉部
福祉総務課目　　的

備考

備考 2,183,129

憲法で保障する最低生活の維持の実現を図ります。

事業名 わかば会館大規模改修事業

担当部課

事業内容 改修工事に伴う基本設計、実施設計、施設利用団体との調整等を実施します。

障がい者が地域で安心して暮らすことができる環境
整備を図ります。

保健福祉部
障がい福祉課目　　的

事業費
（千円）

【新規】
平成26年度にわかば会館の居室改修、外構、空調機器の
更新工事を実施します。

事業費
（千円）

13,335
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＜基本方針＞

事業内容 海老名市スポーツ健康推進計画に基づく事業を推進します。

備考

事業名 スポーツ・健康増進事業の推進

担当部課
市民協働部
文化スポーツ課目　　的

平成25年度から、海老名市スポーツ健康推進計画に基づき、事業を推進します。

「一市民一スポーツレクリエーション」「健康で生きが
いにみちたまち」を目標にし、一人でも多くの市民が
自主的にスポーツに親しみ、健康で豊かな生活を送
ることで、生活習慣の改善や健康寿命の延伸を図り
ます。

事業内容
①市駅伝大会　②市総合体育大会　③少年少女スポーツ大会　④健康マラソン
⑤市民ウォーク　⑥スポーツレクリエーションフェスティバル　⑦ファミリースポーツデー
⑧高度スポーツ誘致事業　⑨えびな玉入れ選手権大会

備考 6,760
事業費
（千円）

事業名 各種スポーツ大会の開催

担当部課
市民協働部
文化スポーツ課目　　的

生涯スポーツの普及とともに、競技力向上や選手同
士の交流を図るため、子どもから高齢者まで広く市
民が参加できるスポーツ・レクリエーション大会を開
催し、健康増進を図ります。

生涯にわたりスポーツ・レクリエーションに親しめるよう、生涯スポーツ施設の充実を図るとと
もに、スポーツ活動を推進します。
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事業内容

各施設のネットワーク化を図ります。
①河原口高水敷地暫定利用
②（仮称）中野公園開園
③（仮称）中野公園パークセンター建築

備考 3,594
平成25年度は、（仮称）中野公園を開園し、（仮称）中野公
園パークセンターを建設します。

事業費
（千円）

事業名 相模川海老名スポーツ施設ネットワーク

担当部課
市民協働部
文化スポーツ課目　　的

スポーツ・レクリエーション活動の拠点として、相模川
沿いの各スポーツ施設の連携と充実を図り、各施設
が持つ様々な機能を十分に発揮させ、市民が「いつ
でも、どこでも、だれでも」気軽にスポーツを楽しむこ
とのできる施設提供や、生涯スポーツの普及啓発・
競技スポーツの振興を図ります。
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１．　活発な地域コミュニティの促進

２．　人々が尊重し合う社会の実現

３．　豊かな心を育む文化の薫るまちづくり
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＜基本方針＞

地域づくり事業補助金を交付します。

登別市から寄贈されたポニーを活用し、動物とのふ
れあいを通じて、市民に安らぎを与えます。

備考 465

事業名 地域づくり

担当部課
市民協働部
地域自治推進課目　　的

地域住民の自治意識の高揚と活性化を図り、主体
的な地域づくりを促進します。

事業内容
①動物ふれあい事業推進
②ポニーの派遣事業の充実

備考 19,431

事業名 動物とのふれあい推進

担当部課
市民協働部
文化スポーツ課

事業費
（千円）

事業内容

目　　的

事業名 地域活動支援事業

担当部課
市民協働部
地域自治推進課目　　的

地域住民の自治意識の高揚を図るため、市民参加
の原点である自治会の自主的活動を支援します。

事業費
（千円）

事業内容
①市政連絡委託契約及び広報掲示板の設置等の維持管理
②掲示板の再配置計画及び設置基準を策定

備考 32,267
平成25年度は、掲示板の再配置計画及び設置基準を策定
します。

事業費
（千円）

誰もが快適な生活を営めるよう、活発な地域交流と市民活動の支援を行い、地域コミュニ
ティの促進を図ります。
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事業内容 地域活性化実証実験を実施します。

備考 2,500

事業名 地域活性化実証実験

担当部課
市民協働部
地域自治推進課目　　的

特色ある地域づくり及び地域活性化を図るため、地
域活性化実証実験を行ないます。

事業費
（千円）
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事業内容 えびな市民まつりを開催します。

備考 17,509

事業名 えびな市民まつり

担当部課
市民協働部
市民活動推進課目　　的

市民相互の連帯意識の高揚と心身の健康増進に資
する（地域交流の場の提供）まちづくりを目指しま
す。

事業名 コミュニティセンター等のリニューアル

担当部課
市民協働部
地域自治推進課目　　的

コミュニティセンター等を地域住民の連携の場、自主
的な活動の場、生涯学習の場として利用しやすい施
設とします。

事業内容 上今泉コミュニティセンターの改修工事を行います。

備考 243,795

事業名 都市間交流の推進

年次計画に基づき、平成25年度は、上今泉コミュニティセン
ターの改修工事を行います。

事業費
（千円）

備考 1,758,687

市民参加条例、自治基本条例及び市民活動推進条
例の理念に基づき、市民活動の推進を図るべく、新
たな拠点を整備します。

事業名

目　　的
トライアングル交流宣言を行った、姉妹都市である宮
城県白石市と、北海道登別市との交流を行い、友好
親善の向上を図ります。

6,876

事業内容

①白石市・登別市物産展参加
②全日本こけしコンクール（白石）に市長賞の贈呈
③教育文化交流への参加
④市民交流視察の実施
⑤白石市・登別市姉妹都市提携３０周年事業に参加

備考

えびな市民活動センターの建設

市民協働部
市民活動推進課

担当部課
市民協働部
市民活動推進課

目　　的

事業内容 レクリエーション館を建設します。

担当部課

事業費
（千円）

平成25年度：工事、平成26年度：完成
事業費
（千円）

事業費
（千円）
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事業内容 地域コミュニティ事業及び地域コミュニティ自主講座事業に助成します。

備考 1,360

事業名 地域コミュニティの育成

担当部課
市民協働部
地域自治推進課目　　的

地域の活性化を促進するため、地域住民の交流や
自主的活動、生涯学習等を支援し、地域コミュニティ
の育成を図ります。

事業費
（千円）
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＜基本方針＞

事業内容
①人権啓発講演会　　②中学生人権作文コンテストの実施
③人権リーフレットの作成　　④人権啓発活動団体への支援

備考 847

事業名 人権意識の啓発

担当部課
市民協働部
市民活動推進課目　　的 市民の人権意識の高揚を図ります。

事業費
（千円）

一人ひとりの人権が尊重される差別のない社会の実現を目指します。また、平和意識の啓
発や国際交流を推進します。
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事業内容 相談、助言指導、生活支援を実施します。

備考 3,412

事業内容
①審議会等への女性登用の促進　　②男女共同参画講演会の開催
③職員研修会の開催　　④情報紙の発行や街頭啓発活動の実施
⑤第２次男女共同参画推進計画策定準備

備考 453

事業名 ＤＶ・女性相談

担当部課
市民協働部
市民活動推進課目　　的

ＤＶ被害から女性を救うとともに、女性の生活上の諸
問題を解決し、自立の促進を図ります。

事業名 男女共同参画の推進

担当部課
市民協働部
市民活動推進課目　　的

男女がその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、そ
の個性と能力を十分に発揮することができる社会形
成の推進に努めます。

事業費
（千円）

事業費
（千円）

32



事業内容 市民まつりとタイアップして、国際交流テントの設置、交流会を実施します。

備考 122

事業名 国際化政策の推進

担当部課
市民協働部
市民活動推進課目　　的

事業内容
①平和事業(平和のつどい）の実施
②原爆被災パネル展開催

備考 503
事業費
（千円）

事業名 平和行政の推進

担当部課
市民協働部
市民活動推進課目　　的

昭和６０年１２月１７日に行った「平和都市宣言」の趣
旨を踏まえ、平和の大切さや尊さを広く啓発するとと
もに、平和意識の高揚を図ります。

事業費
（千円）

外国人が地域で暮らしやすい環境の整備を図りま
す。
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＜基本方針＞

事業内容
①(仮称）えびな市民大学検討委員会で、管理運営方法やカリキュラムを検討
②（仮称）えびな市民大学のプレ開校として「交流館」で講座を開催

備考 5,230
【新規】
平成25年度：開校準備、プレ開校
平成26年度：全面開校

事業費
（千円）

事業名 （仮称）えびな市民大学及び大学院の創設

担当部課
市民協働部
市民活動推進課目　　的

市政に幅広く提言・意見を発信できる人材と、生涯学
習を通じて地域で活躍できる人材の育成を目指しま
す。

誰もが学べる機会を提供し、豊かな心を育みます。また、文化財の保護と活用を図るとともに、
芸術や文化にふれる機会を大切にし、歴史と文化の薫り高いまちづくりを推進します。
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事業内容
①図書館の運営　　②資料収集整備　　③視聴覚資機材の活用
④図書館への指定管理者制度導入に向けた準備

備考 136,246

豊かな心を育むため、文化芸術の振興を図ります。目　　的

平成25年度は、図書館への指定管理者制度導入に向けた
準備を行います。

事業費
（千円）

事業内容
経年劣化に伴う図書館施設の整備改修を行うとともに、利用しやすい施設に改修に向
け取り組みます。

備考

事業名 図書館運営業務

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

地域に根ざした図書館運営をめざし、図書館サービ
スの維持・向上を図ります。

図書館を利用しやすい施設とします。

事業名 図書館リニューアル

担当部課

備考 12,291

事業名 芸術文化の育成

担当部課
市民協働部
文化スポーツ課

事業内容
①市民音楽祭　　②市民文化祭　　③芸術文化鑑賞会　　④小さな音楽会
⑤凧あげ大会　　⑥えびな薪能　　⑦えびな野点　　⑧市民将棋大会

教育部
教育指導課目　　的

事業費
（千円）

【新規】
中央図書館について、大規模改修に向けた検討を行います。
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事業内容
①無形文化財後継者育成　　②樹木診断　　③文化財（遺物）調査整理
④試掘調査　　⑤相模国分寺・尼寺維持管理・補修　　⑥秋葉山古墳群維持管理
⑦今福薬医門公園維持管理

備考 14,254

事業名 文化財の保護

担当部課
市民協働部
文化スポーツ課目　　的

平成25年度、教育委員会に事業の移管を予定しています。

備考

事業名 文化財の活用

事業内容
①文化財講座・体験講座開催　　②文化財案内板設置・補修・更新
③文化財収蔵庫維持管理　　④えびな市民ウォーク開催

担当部課
市民協働部
文化スポーツ課目　　的

事業費
（千円）

3,008

海老名の歴史遺産・文化財を活用することにより市
民に郷土意識の醸成を図ります。

海老名の歴史遺産を保護し、後世へ引き継ぎます。

平成25年度、教育委員会に事業の移管を予定しています。
事業費
（千円）
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１．　子どもを安心して育てる環境づくり

２．　元気な「えびなっ子」を育むまちづくり

３．　ひびきあう教育の実現
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＜基本方針＞

妊産婦及び乳幼児の健康の保持･増進及び知識の
普及啓発を図ります。

事業内容
①母子健康手帳の交付　　②訪問指導　　③健康教育　　④健康相談
⑤児童虐待防止対策

備考 11,190

事業名 母子の保健指導

担当部課
保健福祉部
健康づくり課目　　的

事業内容
①妊婦健康診査　　②４か月児健康診査　　③８か月児健康診査
④１歳６か月児健康診査　　⑤２歳児歯科健康診査　　⑥３歳６か月児健康診査

備考 90,397

事業名 母子健康診査の推進

担当部課
保健福祉部
健康づくり課目　　的

平成25年度、県から未熟児訪問指導業務が移管されるこ
とに伴い、低体重の子どもと保護者への育児支援を実施し
ます。

事業費
（千円）

事業費
（千円）

育児不安の解消を図ることにより母子の健全な発達
を支援します。また、心身の障がいの早期発見及び
虐待の発見に努めます。

安心して子どもを生み育てることができる環境、子どもが健やかに成長できる環境の整備に
向け、支援します。
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事業名 民間保育所施設整備費の補助

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

民間認可保育所における施設整備の促進を図りま
す。

事業名 保育所入所運営費の助成

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

事業内容
①多様化する保育需要に応えるための、既存園舎の改修工事、大規模修繕に対する
補助
②保育所の健全な財政運営のための、賃借料に対する補助

備考 19,188

市内の児童が入所している認可保育所における保
育水準の維持・向上を図ります。

事業内容 運営費を助成します。

備考 881,620
事業費
（千円）

事業内容
私設保育施設に対し、職員の人件費、施設の維持管理費、福利厚生費などを助成しま
す。

備考 46,460

事業名 私設保育施設運営費の補助

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

認定保育施設（認可外保育施設のうち一定の基準を
満たす良好な施設）における保育水準の維持・向上
を図ります。

平成25年度は、にんじん村保育園、さがみ愛子園、さくら愛
子園、ふたば愛子園、すこやかハウスの改修費に対し、補
助します。

事業費
（千円）

事業費
（千円）
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事業内容
①乳児（０歳児）から中学校３年生までの入院・通院に対して助成（所得制限なし）
②対象年齢拡大の検討

備考 556,545

事業名 子ども医療費の助成

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

事業名 児童手当の支給

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

養育者へ手当を支給し、次代の社会を担う児童の健
やかな成長を図ります。

事業名 私立幼稚園給食運営事業

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

事業内容 中学校終了までの子どもの養育者に児童手当を支給します。

備考 2,251,044

幼稚園での食育の充実とともに、園児の健康管理を
図ります。

事業内容 食の創造館から市内幼稚園へ給食を提供します。

備考 7,011
【新規】
平成25年度は試行として実施予定です。

事業費
（千円）

事業内容
①健康づくり課、子ども家庭相談室、県保健福祉事務所など関係機関と連携した支援
の実施
②育児不安、閉じこもり、児童虐待などに対応した子育て支援事業の実施

備考 9,053

事業名 子育て支援センターの運営

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

就学前の子どもを対象とした子育て相談を行うととも
に、子育て支援策を促進します。

事業費
（千円）

事業費
（千円）

子どもの健全な育成支援を行い、健康の増進を図り
ます。

事業費
（千円）
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事業内容
ひとり親家庭等の児童に対して、加入している健康保険の範囲内で医療費を助成しま
す。

備考 70,696

事業名 ひとり親家庭等医療費の助成

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

事業名 児童扶養手当の支給

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

ひとり親世帯等の自立を支援するとともに生活の安
定を図ります。

事業名 ひとり親家庭等の支援

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

事業内容 所定の要件を満たす対象者に児童扶養手当を支給します。

備考 389,490

ひとり親世帯等の生活上の諸問題、子の就学支援
等についての助言指導や児童虐待防止に向けた支
援を行うことにより、ひとり親世帯等の自立の促進や
子どもの安定で安全な育成を図ります。

事業内容
①相談・助言指導・訪問・生活支援の実施
②母子父子福祉住宅手当、母子寡婦福祉資金等利子補給、教育訓練給付金・高等技
能訓練促進費等の支給

備考 38,077
事業費
（千円）

事業費
（千円）

事業費
（千円）

ひとり親家庭における、子どもの健全育成を支援す
るとともに、医療費負担軽減による生活の安定を図
ります。
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＜基本方針＞

事業内容
①おあしす運動の実施
②相模凧親子たこあげ大会の開催
③親子ナイトウォークラリーの開催

備考 2,126

事業名 青少年指導嘱託員活動の充実

担当部課
市民協働部
文化スポーツ課目　　的

相談機能を充実させるとともに、児童生徒及び保護
者や教職員に対して、適切な支援が行える体制の充
実を図ります。

青少年指導嘱託員としての技能の向上と併せて、親
子がふれあう機会を提供し、青少年の健全育成を図
ります。

事業内容
①電話相談活動　　②来所相談活動
③心理判定　　④反社会的問題行動に対する相談活動

備考 25,933

事業名 非行防止活動の充実

担当部課
教育部
教育指導課

事業名 青少年相談体制の充実

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

目　　的

子どもたちが安心して通える学校づくりを行うため、
学校や保護者、関係機関との連携を図ります。非行
の防止について、啓発や街頭補導活動等を行い、青
少年の非行防止・健全育成を図ります。

事業内容
①非行防止キャンペーン　　②非行防止啓発ポスター募集・展示
③学区街頭補導

備考 3,731
事業費
（千円）

事業費
（千円）

事業費
（千円）

未来を担う元気な「えびなっ子」を育成するため、地域ぐるみで青少年の健全育成に取り組
みます。また、放課後や休日等における児童の居場所づくりのため、各種事業の充実を図りま
す。
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64,374

事業内容
①学童保育団体や子ども会に対して補助金を交付します。
②指導者等に救命講習などの研修を実施します。
③夏季教室として、水泳指導を実施します。

備考

事業内容
①市内全小学校であそびっ子クラブを実施します。
②あそびっ子パートナーに対し、研修を実施します。
③工作等の巡回指導を実施します。

備考 29,448

事業名 児童健全育成対策事業

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

放課後において、保護者に代わって保育を行う団体
や子ども会に対して支援を行い、児童の健全育成を
図ります。

事業名 海老名あそびっ子クラブ事業

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

放課後児童に遊びの場を提供し、学年を越えた交流
を通じて創造性・協調性などを育み、健全育成を図り
ます。

備考 8,167

事業名 えびなっ子サマースクール事業

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

児童生徒の夏季休業中の居場所づくりとして学校施
設を開放し、学習や遊び、芸術体験の場を提供する
ことにより、健全育成を図ります。

事業費
（千円）

事業内容
夏季休業中の一定期間に、学校等で、地域及び関係機関等の連携・協力の下に、体験
活動を中心とした学習や遊び、芸術体験の教室を開きます。

事業費
（千円）

事業費
（千円）
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＜基本方針＞

事業内容
①通学路安全対策委員会の開催　　②通学路安全パトロールの実施
③小学校新１年生へ防犯ブザー配布　　④安全安心メールの実施
⑤小学校へ安全監視員を配置

備考 24,476

事業費
（千円）

事業名 学校安全の確保

担当部課
教育部
学校教育課目　　的

登下校及び学校生活における児童・生徒の安全確
保の充実を図るとともに、保護者への安全意識の啓
発を図ります。

事業名 ひびきあう教育の実践・研究

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

基本的生活習慣等の定着等を柱とした、学校、家
庭、地域が互いに連携・協力した市民総がかりの取
り組みや学校での特色ある教育活動を推進し、知・
徳・体のバランスの取れた健やかなえびなっ子の育
成を図ります。

事業内容
①ひびきあう教育の実施（全校）・成果発表（３校）
②元気なえびなっ子プラン推進・リーフレット作成
③施設を含めた野外教育活動のあり方の検討

備考 14,453

事業費
（千円）

子どもと大人、子どもと教師、また学校・家庭・地域社会が連携することにより、子どもたちの
生きる力を育むよう、ひびきあう教育を実現します。
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事業内容 部活動指導者を派遣します。

備考 23,332
事業費
（千円）

事業名 部活動の充実

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

生徒の心身の発達に重要な役割を担う、部活動の
充実を図ります。

備考 39,802

事業名 外国語教育の推進

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

事業内容
①校内ＬＡＮ19校の管理を行います。
②普通教室・特別教室教育用パソコンの更新、電子黒板機能付プロジェクタの設置によ
り、ＩＣＴを活用した学習指導の充実を図ります。

備考 155,465

事業内容 全小中学校に、外国人指導講師を配置することにより、英語教育の充実を図ります。

事業名 コンピュータ利用教育の充実

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

高度情報化社会の中で生きる子どもたちにコン
ピュータを活用した教育を行い、情報活用能力等の
さらなる向上を図ります。

16,560

事業名 効果的な教職員配置の推進（少人数指導）

担当部課
教育部
学校教育課目　　的

３５人学級の実施及び少人数指導体制の充実を図
り、きめ細かな指導体制を確保します。

事業内容 少人数（35人）学級、少人数指導を実施します。

備考
事業費
（千円）

事業費
（千円）

小学校における外国語活動及び中学校における教
科（英語）指導の充実や、教員の資質・能力の向上
を図ります。

平成25年度から、電子黒板機能付プロジェクタの設置を進
めます。

事業費
（千円）
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3,134

担当部課
教育部
学校教育課目　　的

教職員を効果的に配置し、生徒指導体制の充実を
図ります。

備考

事業内容 学校・学級運営上必要となる代替教員等を配置します。

事業名 効果的な教職員配置の推進（指導体制）

事業費
（千円）
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事業内容
①屋内消火栓設備改修工事（１校）
②校舎冷暖房設備改修工事（２校）
③工事設計（１校分）

備考 11,333

事業名 中学校施設の整備

担当部課
教育部
教育総務課目　　的

建設後又は改修後一定期間を経た校舎・体育館等
の施設・設備について、適正な時期に改修工事を行
い、学習環境の整備・改善を図ります。

児童生徒が安心して学校生活が送れる環境を整え
ます。

事業内容

事業内容
①屋内消火栓設備改修工事（２校）
②工事設計（１校分）

備考 14,777

事業名 小学校施設の整備

担当部課
教育部
教育総務課目　　的

備考 16,006

事業名 きれいで居心地のよい学校づくり

担当部課

全小中学校トイレに洗浄便座を設置し、全小中学校にほこりのたたない電気掃除機等
の清掃用具を配備します。

目　　的

事業費
（千円）

建設後又は改修後一定期間を経た校舎・体育館等
の施設・設備について、適正な時期に改修工事を行
い、学習環境の整備・改善を図ります。

事業費
（千円）

【新規】
平成25年度、新規事業として取り組みます。

教育部
教育総務課

事業費
（千円）
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4,809

事業内容
①全中学校に「心の教室相談員」を派遣する。
②全小学校に「学校訪問相談員」を派遣する。
③スクールソーシャルワーカーの配置

備考

事業内容
①通学用品費　　②学用品費　　③新入学用品費　　④校外活動費（宿泊も含む）
⑤修学旅行費　　⑥給食費の援助

備考

教育部
教育指導課

教育部
教育指導課目　　的

学校に心理の専門家やスクールソーシャルワーカー
等を派遣することで、学校教育相談体制の充実を図
ります。

事業内容
①申請者数に応じて補助指導員を配置　　②対象児に応じて介助員の配置
③肢体不自由学級在籍児で医療行為が必要な時看護介助員を配置
④特別支援学級合同遠足ﾊﾞｽの借上　　⑤日本語指導学級講師の派遣

備考

目　　的
特別な支援を必要とする児童・生徒が、安心して充
実した学校生活が送れるよう、支援体制の整備・充
実を図ります。

目　　的

事業名 就学援助制度の充実

担当部課

18,729

事業名

事業名 奨学金の給付

担当部課経済的な理由で修学が困難な青少年に対し、支援し
ます。

事業内容
奨学生選考委員会による選考を行い、人物、学業成績等優秀な方に対し、奨学金を給
付します。

備考

教育部
教育指導課目　　的

事業名 特別支援教育の充実

担当部課

事業費
（千円）

76,362

76,439

経済的理由による就学困難な児童・生徒の保護者
に対し、経済的援助を行い、義務教育の円滑な実施
を図ります。

教育部
学校教育課

事業費
（千円）

事業費
（千円）

事業費
（千円）

学校相談員等の派遣

担当部課
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事業内容 国基準による認定・給付を行います。

備考 2,913

事業名 特別支援教育の就学奨励

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

特別支援学校に在席する児童・生徒の保護者負担
の軽減を図ります。

事業内容
①通室生への教育相談や教科指導、集団生活への適応指導
指導員の資質向上のために事例研修、支援内容に関する研修、進路見学会
③市民対象の教育セミナーの開催

備考 8,163
事業費
（千円）

事業名 教育支援教室の充実

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

不登校児童・生徒に発達段階に応じた教育支援を行
い、学校への復帰を支援します。

備考 16,445

事業名 いじめのない学校づくり

担当部課
教育部
学校教育課

事業内容
①いじめ対策支援非常勤講師を、市内中学校に１人ずつ配置
②弁護士による法律相談業務を実施

目　　的
いじめの未然防止、早期発見、迅速な対応を図りま
す。

事業費
（千円）

【新規】
・「いじめ対策支援非常勤講師」の配置により、生徒指導
チームの責任者の機動性と柔軟性を確保します。
・「いじめ問題」等での当事者双方に対して、弁護士からの
客観的な助言をもとに適切な対応を図ります。

事業費
（千円）
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１．　住みたい住み続けたいまちの実現

２．　にぎわいと活力のある元気なまちづくり

３．　都市活動を支える基盤整備

４．　市民生活を守る安全安心なまちづくり

５．　災害に強いまちづくり

６．　市民の生命と財産を守る消防力の強化

７．　地球環境に配慮した低炭素社会への転換

８．　環境負荷が少ない循環型社会の形成
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＜基本方針＞

目　　的

事業名 区域区分の見直し

担当部課
まちづくり部
都市計画課目　　的

将来の土地利用の方向性を見据え、計画的で秩序
あるまちづくりを促進します。

12,020

事業名 ゆとりあるまちづくりの推進

担当部課
まちづくり部
都市計画課

事業内容
①第７回線引き見直しに向けた情報収集・資料整理
②第７回線引き見直しの素案作成

備考 4,266

都市計画法の制度の活用等により、計画的で秩序
あるまちづくりを促進します。

事業内容
①都市計画道路の見直し　　②土地利用検討地の調査・検討
③海老名駅西口地区用途地域・地区計画の変更等

備考

事業費
（千円）

事業費
（千円）

長期未着手路線等の都市計画道路の見直しを行います。
都市マスタープランにおいて土地利用検討地と位置づけて
いる地区について、今後の人口動向や社会経済情勢を勘
案しつつ、都市的な土地利用の必要性を検討します。

住みたい住み続けたいまち海老名の実現に向け、快適な住環境を形成するとともに、住宅
政策を推進します。また、公共交通不便地域対策としてコミュニティバスを運行します。
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事業名 美しい景観の形成

担当部課
まちづくり部
住宅公園課目　　的

海老名の良好な景観資源を守り育て、美しい都市景
観の形成を図ります。

事業内容

①景観計画、景観条例の普及啓発（景観まちづくり地区等の制定に向けた勉強会・検
討会の開催等）
②届出制度の運用
③景観推進計画の進行管理（景観形成重点地域）

備考 317
事業費
（千円）

事業名 まちの美化の推進

担当部課
経済環境部
資源対策課目　　的

市と市民が美化推進を協働して行うことにより、清潔
な市内環境の保持及び美化意識の高揚を図ります。

事業名 空き地・空き家の適正管理

担当部課
まちづくり部
住宅公園課目　　的

事業内容
①クリーン作戦実施、美化デー等の支援
②美化推進重点地区のポイ捨て・歩行喫煙指導
③ごみ集積所等の不法投棄防止パトロール　　④意識啓発と各種学習会

備考 10,981

空き地・空き家による雑草の繁茂やゴミの散乱、健
康への被害、火災の恐れなど付近住民の安全や生
活環境への悪影響の排除に向けて取り組みます。

事業費
（千円）

事業内容
①住宅等実態調査の実施
②空き地・空き家の適正管理に関する条例の制定

備考

事業名 放置自転車対策

担当部課
まちづくり部
駅周辺対策課目　　的

公共の場所に自転車等が放置されることを防止する
ことにより、良好な生活環境を保持し、併せて災害時
における防災活動の円滑化を確保します。

【新規】
平成25年度は、空き地・空き家の適正管理に関する条例を制定します。

事業内容
①関係機関と連携　　②放置防止対策　　③保管場所維持管理
④撤去移動業務　　⑤廃棄処分　　⑥放置自転車等防止対策広報啓発

備考 12,519
事業費
（千円）
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事業名 自転車駐車場等の整備

担当部課
まちづくり部
駅周辺対策課目　　的

事業内容 鉄道事業者及び関係機関との調整を行います。

備考

快適で安全な都市空間と生活環境の維持及び放置
自転車等を防止するため、必要に応じた自転車駐車
場の整備を行います。
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事業名 住宅政策

担当部課
まちづくり部
住宅公園課目　　的

ゆとりある住みよいまちづくりを目指し、市民の住環
境の向上や定住促進を図ります。

事業内容
①住宅リフォーム助成金の交付　　②新住宅施策の検討
③マンション管理相談会を毎月１回実施(無償)
④住生活総合調査（住宅需要実態調査）の実施

備考 39,960

事業名 市営住宅の供給

担当部課
まちづくり部
住宅公園課目　　的

市営住宅の安定供給を図り、住宅に困窮する低所
得者の居住の安定と居住水準の向上を図ります。

事業費
（千円）

事業内容
①実施設計（上河内）
②建設工事(上河内）

備考 32,089

事業名 市営住宅維持管理事業

事業費
（千円）

平成25年度から26年度にかけ、上河内の南部学校給食セ
ンター跡地に市営住宅を建設します。

市営住宅の安定供給を図り、安全で快適な居住環
境を維持、保全します。

担当部課
まちづくり部
住宅公園課目　　的

事業内容
①通常施設維持管理（小修理・入居者管理・草刈・収入認定・家賃算定等）
②「国分北三丁目住宅」大規模修繕

備考 98,419
事業費
（千円）

平成25年度は、国分北三丁目住宅の大規模修繕を実施し
ます。
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事業名 コミュニティバスの運行

担当部課
まちづくり部
駅周辺対策課目　　的

既存の鉄道やバスが利用しづらい地域における公
共交通の充実と利便性向上の促進を図ります。

備考 2,322

小田急ロマンスカーの海老名駅停車を目指します。

事業内容
運行・検証を行います。
（上今泉ルートはルート変更、大谷・杉久保ルートは本格運行へ移行、本郷ルートは今
後の方向性を検討します。）

備考 83,637

事業名 公共交通対策の推進

担当部課
まちづくり部
駅周辺対策課目　　的

公共交通の充実と利便性向上の促進を図るととも
に、市内各駅とその周辺地区における課題解決や利
便性向上を図ります。また、事故・災害時などの有事
における駅滞留者対策を推進します。

事業内容 小田急電鉄に対する要望活動を行います。

備考 12

事業名 ロマンスカー海老名駅停車実現市民総力作戦

担当部課

事業費
（千円）

事業費
（千円）

事業費
（千円）

上今泉ルートはルートを変更し、大谷・杉久保ルートは本
格運行に移行します。

まちづくり部
駅周辺対策課目　　的

事業内容
①鉄道事業者等への要望・調査検討
②各駅(長)等との協議会における意見・情報交換
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＜基本方針＞

事業名 土地区画整理〔海老名駅西口土地区画整理事業〕

担当部課
まちづくり部
市街地整備課目　　的

新市街地の形成に向け、既成市街地と調和のとれ
た良好な環境づくりを図ります。

海老名駅の東西市街地の一体化に寄与する歩行者
ネットワーク施設として、小田急･ＪＲ相模線を連絡す
る駅間部自由通路の整備を実施することで、乗り継
ぎの安全性・利便性の向上を図り、交通結節点機能
の強化を図ります。

事業内容 整備工事を行います。

備考 826,980
事業費
（千円）

平成25年度から本格的に整備工事を推進します。

事業内容
土地区画整理事業施行支援（公共施設整備、エリアマネジメント組織化支援）を行いま
す。

備考 1,340,434
事業費
(千円）

平成25年度から本格的に基盤整備を推進します。

事業名 海老名駅自由通路の整備（小田急・ＪＲ駅間部）

担当部課
まちづくり部
駅周辺対策課目　　的

海老名駅東西一体のまちづくりや新市街地整備等を進めることで、にぎわいと活力ある元気
なまちづくりを実現します。
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備考

海老名駅周辺道路整備の推進

担当部課
建設部
道路整備課目　　的

事業内容
①市道２６２５号線の整備
②上郷河原口線の整備
③市道307号線バイパス外１路線の整備

事業名

中心市街地周辺地区における拠点市街地の形成促
進を図ります。

海老名市中心市街地周辺地区の整備促進

担当部課
まちづくり部
都市計画課目　　的

事業内容 調整・協議（海老名駅東口地区・駅間地区・西口地区）を行います。

備考

海老名駅の東西市街地の一体化に寄与する歩行者
ネットワーク施設として、西口部自由通路の整備を実
施することで、乗り継ぎの安全性・利便性の向上を図
り、交通結節点機能の強化を図ります。

事業名 海老名駅自由通路の整備（西口部）

事業費
（千円）

上郷河原口線については、平成25年度、詳細設計を行い
ます。

事業内容

担当部課
まちづくり部
駅周辺対策課目　　的

整備工事を行います。

備考 165,262

166,166

海老名駅周辺における道路交通問題への対応と、
歩道幅員の確保及びバリアフリー化により、拠点市
街地としての快適な都市空間の創造を図ります。

事業名

事業費
（千円）

平成25年度から本格的に整備を推進します。
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事業内容 事業化推進（準備組織設立）を図ります。

備考 6,653
事業費
（千円）

平成25年度は、準備組織の設立を予定しています。

備考 3,237

事業名 本郷・門沢橋地区新市街地の整備促進

担当部課
目　　的

まちづくり部
市街地整備課新市街地の形成に向け、既成市街地と調和のとれ

た良好な環境づくりを図ります。

事業費
（千円）

事業内容 事業化推進（市街化誘導）を図ります。

市街地再開発事業等の手法を導入し既成市街地の
良好な住環境の形成を図ります。

事業内容
①厚木駅周辺地区の再開発事業準備組合設立
②関係機関協議

備考 26,244

事業名 市街地の再開発

担当部課
まちづくり部
市街地整備課目　　的

事業費
（千円）

平成25年度は、準備組織の設立を予定しています。

備考 25,218

事業名 ＪＲ相模線社家駅周辺整備

担当部課
まちづくり部
駅周辺対策課目　　的

海老名市の南部地域の拠点づくりとして、社家駅周
辺の整備により周辺住民の利便性向上を図ります。

事業内容 駅前広場を整備します。

事業費
（千円）

平成25年度は、駅前広場を整備します。

事業名 海老名運動公園周辺地区新市街地の整備促進

担当部課
まちづくり部
市街地整備課目　　的

新市街地の形成に向け、既成市街地と調和のとれ
た良好な環境づくりを図ります。
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＜基本方針＞

目　　的
さがみ縦貫道路を起因とした道路交通及び相模川
沿いに集中し生活道路に流入している通過交通に
対処することで、住環境の改善・維持を図ります。

事業内容
①市道５３号線バイパスを整備
②市道１０号線外６路線を整備

事業費
（千円）

事業費
（千円）

幹線・準幹線道路の整備

担当部課
建設部
道路整備課目　　的

事業内容 市道８号線外２路線を整備します。

備考

事業名 さがみ縦貫道路関連道路の整備

担当部課
建設部
道路整備課

事業名

509,896

安全と快適な生活環境の向上のため、市内幹線道
路網を計画的に整備し、都市基盤整備を図ります。

備考 68,320

誇りと愛着を持てるまちづくりを目指し、道路・下水道・公園・緑地等の都市基盤整備の推進
を図ります。
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事業名 一般生活道路の整備

担当部課
建設部
道路整備課目　　的

市民生活に密着した生活道路の整備を図ることで、
住環境の改善、安全性を確保します。

事業内容 市道４８７号線外９路線を整備します。

備考 40,220

事業費
（千円）

事業費
（千円）

備考 159,890

事業名 歩道整備事業

担当部課
建設部
道路整備課目　　的

事業内容
①市道１２号線外４路線を整備
②横須賀水道路を整備

歩行者の通行量が多く、安全な歩行導線の確保を
要する市道において、歩車道の分離を図ることで、
歩行者の安全性、快適な道路空間を確保します。ま
た、市民が気軽にウォーキングが出来る歩道の整備
を図ります。
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事業内容 橋りょう長寿命化計画に基づき、次年度の補修工事の設計を行います。

備考 4,000

事業名 橋りょう長寿命化修繕事業

担当部課
建設部
道路維持課目　　的

橋りょうの予防的な修繕を行うことにより、安全性を
確保すると同時に橋りょうの延命化を図り、将来の橋
りょうの架け替え時期の平準化を目指します。

【新規】
橋りょう長寿命化計画に基づき、次年度の補修工事の設計
を行います。

事業費
（千円）

事業内容 適切な道路維持管理を行います。

備考 110,518

事業名 道路の適正な維持管理

担当部課
建設部
道路維持課目　　的

道路及び道路施設の安全確保と快適な環境を保全
するため、適切な維持管理を行います。

事業費
（千円）

事業内容 必要な道路の施設改修を行います。

備考 147,000

事業名 道路の修繕

担当部課
建設部
道路維持課目　　的

道路の路面や排水施設等の改修を行い、交通の安
全性の向上を図ります。

事業費
（千円）

備考 35,430

事業名 道路の再整備

担当部課
建設部
道路維持課目　　的

老朽化した大規模住宅地内の交通安全対策と住環
境の向上を図ります。

事業費
（千円）

事業内容 継続して住宅地内の道路再整備事業を推進します。
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事業名 下今泉門沢橋線の整備促進

担当部課
建設部
道路管理課目　　的

さがみ縦貫道路のアクセス道路として重要であると
ともに、市内を南北に縦断する主要幹線道路でもあ
る都市計画道路下今泉門沢橋線の整備促進の要望
を行い、交通渋滞の解消を図ります。

事業名 河原口中新田線の整備促進

担当部課
建設部
道路管理課目　　的

さがみ縦貫道路インターチェンジからのアクセス道路
として、重要な都市計画道路河原口中新田線の早
期整備の要望を行い、交通渋滞の解消を図ります。

事業内容 早期整備の要望を行います。

備考

事業内容 早期整備の要望を行います。

備考

事業内容
①神奈川県への促進要望
②厚木市との事業調整
③課題解決

備考

事業名 社家岡田線整備の促進

担当部課
建設部
道路整備課目　　的

社家岡田線の整備促進により、相模川渡河断面の
不足を要因とした交通渋滞の解消を図ります。

事業内容 早期完成の要望を行います。

備考

事業名 さがみ縦貫道路の整備促進

担当部課
建設部
道路管理課目　　的

さがみ縦貫道路の整備促進により、道路混雑の緩和
による住環境の向上、地域の産業・経済の活性化に
寄与するとともに、災害発生時の高速道路ネット
ワーク機能を確保します。
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事業名 県道の整備促進

担当部課
建設部
道路管理課目　　的

事業内容 拡幅整備等の要望を行います。

備考

事業名 新東名高速道路の整備促進

担当部課
建設部
道路管理課目　　的

事業内容 早期完成の要望を行います。

備考

広域的幹線道路である県道の拡幅整備や混雑交差
点改良、安全対策等を神奈川県に要望し、県道周辺
地域における混雑緩和と安全性の向上を図ります。

新東名高速道路の整備促進により、道路混雑の緩
和による住環境の向上、地域の産業・経済の活性化
に寄与するとともに、災害発生時の高速道路ネット
ワーク機能を確保します。
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備考 11,049

まちづくり部
住宅公園課目　　的

公共公益施設の充実を目指して（仮称）本郷公園を
整備し、憩いの場・自然とのふれあいの場を創出し
ます。

事業内容

事業名 都市公園等の整備

担当部課
まちづくり部
住宅公園課目　　的

都市公園等を再編することや、新たな公園整備をす
ることで、より多くの世代の人に親しまれる憩いの
場・自然とのふれあいの場及び高齢化や防災対応も
考慮した公園とします。

①基本計画策定及び基本設計
②用地取得

事業内容
①東柏ケ谷近隣公園の拡大
②市内公園の再整備計画(長寿命化計画）策定
③中部地区公園整備の検討

備考 202,978

事業名 （仮称）本郷公園の整備

担当部課

事業費
（千円）

平成25年度は、市内公園の再整備計画（長寿命化計画）を
策定します。

事業費
（千円）

【新規】
平成25年度は基本設計を行い、整備予定地を一部取得し
ます。
平成26年度以降は実施設計を行い、順次整備予定地を取
得し整備を行います。
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事業名 下水道総合対策の推進

担当部課
建設部
下水道課目　　的

事業内容
①内水ハザードマップの作成、周知
②下水道事業計画変更の検討

備考 2,205

下水道計画の策定や事業計画の変更を実施するこ
とにより、公共用水域の水質保全や浸水被害を防止
し、市民の安全性の確保・生活環境の向上を図りま
す。

備考

①管渠等の状況調査・清掃
②管渠等の長寿命化工事の実施
③管渠等の耐震化工事の実施

備考

345,486

事業内容
①市街化区域の枝線管渠、調整区域の汚水管渠の整備
②私道内管渠整備
③公共汚水桝設置

355,502

事業名 公共下水道の整備（雨水）

担当部課
建設部
下水道課

事業内容
①雨水管渠等の整備、排水路整備
②測量設計委託
③雨水調整池の活用検討

備考

事業名

目　　的

事業内容

94,566

事業名 公共下水道管路施設の維持管理（汚水）

担当部課
建設部
下水道課目　　的

定期的なメンテナンス及び公共下水道施設の長寿
命化、耐震化を行うことで事故防止を図ります。

目　　的
計画的に雨水幹線や排水路の整備を実施し、浸水
被害の防止及び生活環境の向上を図ります。

事業費
（千円）

事業費
（千円）

事業費
（千円）

事業費
（千円）

公共下水道の整備（汚水）

担当部課
建設部
下水道課市民の文化的生活の確保と公共水域の水質保全を

目的に、公共下水道（汚水）の整備を行います。
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＜基本方針＞

事業内容
①電柱巻き付け看板等設置　　②交通安全施設等要望
③安全安心フェスティバル開催　　④交通安全広報啓発活動
⑤交通指導車等の交通車両の維持管理

備考 694
事業費
（千円）

事業名 交通安全運動の推進

担当部課
市民協働部
地域自治推進課目　　的

市民一人ひとりの交通安全意識の高揚を図るととも
に、正しい交通ルールとマナーの普及を図ります。

事業名 交通事故防止対策

担当部課
市民協働部
地域自治推進課目　　的

交通安全思想の普及徹底や交通ルールとマナーの
向上により、交通事故防止を図ります。

事業内容

①交通指導員の配置及び研修会の実施
②市交通安全対策協議会で年間交通安全施策を推進
③交通安全活動団体へ事業補助　　④各季交通安全運動のＰＲ
⑤交通指導員一斉改選

備考 13,214
事業費
（千円）

市民生活を守り、市民が安心して暮らせるまちづくりを推進するため、交通安全・防犯対策の
推進を図ります。
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事業内容 道路交通安全施設の設置及び維持管理を行います。

備考 26,698
事業費
（千円）

交通事故多発箇所や危険性のある道路等における
交通の安全と円滑化・交通事故の防止を図ります。

事業名 交通安全施設の設置管理

担当部課
建設部
道路維持課目　　的
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備考

事業名 交番設置の要望

備考 8,478

悪質商法や多重債務など多様化、複雑化する消費
者問題から消費者を救済・自立を支援し、消費生活
の安全と安心を図ります。また、消費生活や消費者
問題についての正しい知識の普及と啓発を図りま
す。

事業名

事業費
（千円）

消費生活相談

市民協働部
地域自治推進課目　　的

事業内容
消費生活に係る各種講座、情報収集の場を提供し、さらに専門相談員が消費生活に関
する相談や苦情の受付、指導、処理を行います。

担当部課

担当部課
市民協働部
地域自治推進課目　　的

治安維持、安全性の向上を図るため、さがみ野駅前
交番の新設及び既存交番の適正配置の要望を行
い、防犯対策の強化を図ります。

事業内容 関係機関への要望を行います。

事業内容

①関係団体との連携強化　　②地域自主防犯組織と関係団体との連携強化
③安全安心指導員配置とパトロール強化　　④防犯パトロール用品貸与事業
⑤防犯対策充実事業補助金交付　　⑥青パト実施団体等への補助金交付
⑦防犯啓発活動　　⑧緊急通報装置の維持管理　　⑨緊急通報装置２基新設

備考 13,829
事業費
（千円）

平成25年度は、緊急通報装置２基を新設します。

事業名 防犯対策の推進

担当部課
市民協働部
地域自治推進課目　　的

安全で安心な住み良い地域社会の実現のため、関
係団体と連携し、地域自主防犯組織の強化と地域防
犯意識の向上を図ります。

事業内容
①さがみ野安全安心ステーションの維持管理
②さがみ野安全安心ステーション運営
③青パト車による地域青色防犯パトロールの実施

備考 16,243
事業費
（千円）

事業名 安全安心まちづくり事業

担当部課
市民協働部
地域自治推進課目　　的 市民が安全安心に暮らせるまちづくりを推進します。
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＜基本方針＞

①危機管理基本方針　　②危機管理計画及び国民保護計画の検証

備考 150

事業名 危機管理の強化

担当部課
市長室
危機管理課目　　的

市民生活の安全･安心を図るため、地域防災計画で
想定しない危機について、対処を明確にすることに
より、全庁的な危機管理体制の充実を図ります。

事業内容

事業費
（千円）

万一に災害などが起こった場合にも即座に対応し、被害を最小限に食い止められるよう、危
機管理・防災対策・災害対策を強化します。
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事業費
（千円）

事業名 相模川改修の促進

担当部課
建設部
道路管理課目　　的

住環境の保全を図るため相模川水系河川環境管理
基本計画に基づき、河川整備・環境整備の促進を要
望し河川改修による地域の安全を確保します。

事業内容 早期完成の要望を行います。

備考

事業内容
①関係各課及び関係機関との調整
②要綱策定
③市防災計画に位置づけ

備考

事業名 防災協力農地制度

担当部課
市長室
危機管理課目　　的

大地震において避難場所を補完するために農業者
の協力をいただき、市民の一時避難場所としての活
用と、円滑な復旧活動用地を確保いたします。

備考 13,469

事業名 防災対策の充実

担当部課
市長室
危機管理課目　　的

事業内容
①地域防災計画の検証　　②児童用災害対策用ポーチの配付
③自主防災訓組織の充実強化を図るため訓練の支援を行う
④自主防災隊資機材整備補助金の交付

事業費
（千円）

地震･風水害等から市民の生命･身体及び財産を守
ります。また、自主防災組織の防災訓練を奨励する
とともに自主防災活動の活性化を図ります。

【新規】
平成25年度は、防災協力農地制度を創設し、平成26年度以降は、防災協力農地指定
公募を行い、指定された農地に標識を設置します。

事業内容
①無料耐震相談　　②簡易診断補助　　③一般診断補助
④耐震改修工事費等補助　　⑤防災ベッド等設置費補助

備考 15,694

事業名 木造住宅耐震化の促進

担当部課
まちづくり部
都市計画課目　　的

地震災害に対する意識向上と減災対策の促進を行
います。
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目　　的

避難所に指定した小・中学校の非常用電源設備を
更新し、災害時の電源の確保及び避難所や広域避
難場所へ安全かつ迅速な誘導ができるように標識の
設置を図ります。

備考

事業名 避難設備の整備

事業内容
①非常用電源設備設置（更新４基）
②避難所案内標識の建替及び看板交換（更新４箇所）
③標高表示板の設置検討

備考 30,748

事業内容 早期完成の要望を行います。

事業名 永池川改修の促進

担当部課

担当部課
市長室
危機管理課

建設部
道路管理課目　　的

永池川は、浸水の発生が多く、周辺農地への影響も
大きいため、河川管理者へ地域の環境に十分に配
慮した早期改修を要望し河川改修による地域の安
全を確保します。

事業費
（千円）
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事業内容 防災行政無線子局を設置（１基）します。

備考

市長室
危機管理課目　　的

39,291

事業費
（千円）

3,383

事業内容
賞味期限がある食糧は更新を計画的に行い、給水タンク（４基）、防災備蓄倉庫の移設
（2基）等の資機材整備を図ります。

備考

事業名

目　　的
災害時の応急対策を推進するため、生活必需品や
防災資機材を整備し、保管用防災備蓄倉庫の整備
更新を図ります。

事業内容
①大型防災備蓄倉庫（南部地区）の建設
②備蓄品の整備

備考 78,236

事業名 大型防災備蓄倉庫の整備

担当部課
市長室
危機管理課目　　的

大規模災害時の避難者に対する個人配給物品や災
害初期に必要な資機材及び生活支援物品を計画的
に備蓄配備し、災害時の迅速かつ円滑な対応をは
かります。

事業名 防災備蓄資機材の整備

担当部課

事業費
（千円）

平成25年度は、大型防災備蓄倉庫（南部地区）を建設しま
す。

事業内容
災害時医療関連施設である保健相談センターに隣接するわかば会館敷地内に飲料水
兼用貯水槽を整備します。

備考 151,000

事業名 飲料水兼用貯水槽の整備

担当部課
市長室
危機管理課目　　的 大規模災害時の市民等の飲料水を確保します。

事業費
（千円）

平成25年度は、飲料水兼用貯水槽（100 ）１基を設置しま
す。

事業費
（千円）

市長室
危機管理課

防災行政無線の整備

担当部課市民へ災害等の正確な情報を提供するため、防災
行政無線の整備を図ります。
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事業内容 地下水膜ろ過システムを１箇所設置します。

備考 6,183

大規模災害時の市民等の飲料水を確保するため、
飲料水兼用貯水槽を未設置の避難所である小中学
校８箇所及び北部公園体育館に地下水膜ろ過シス
テムを整備します。

市長室
危機管理課目　　的

事業名 地下水膜ろ過システムの整備

担当部課

事業費
（千円）

【新規】
平成25年度は、地下水膜ろ過システムを１箇所設置しま
す。
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＜基本方針＞

備考 37,381

事業名 通信体制の整備

担当部課
消防本部
消防総務課目　　的

事業費
（千円）

海老名市、座間市及び綾瀬市消防通信指令事務協
議会による消防指令事務の共同運用を行い、消防
サービス及び消防力の向上を図ります。

事業内容
①デジタル無線共通波整備（2/3ヶ年）
②既存指令室機器保守点検等

市民の生命と財産を守るため、消防・救急体制を強化します。
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備考 10,269
事業費
（千円）

備考 35,787
事業費
（千円）

事業内容 宅地開発等水利不足地域へ消火栓を計画的に設置します。

事業名 消防水利の設置

担当部課
消防本部
消防総務課目　　的

消防力の整備指針に基づき、消防水利施設の充実
を図ります。

事業内容 救急車(本署）を更新します。

事業名 消防車両整備事業

担当部課
消防本部
消防総務課目　　的

複雑多様化する災害に対応するため、消防自動車･
救急自動車等を計画的に更新、増強し、消防・防災
力の強化を図ることを目的とします。
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事業内容 消防協力員制度の運営を行います。

備考 1,536
事業費
（千円）

事業名 消防協力員制度の運用

担当部課
消防本部
消防総務課目　　的

消防団員の確保が困難になっている中、災害現場で
災害活動をする人員の確保と消防団員の災害支援
活動を目的とし、地域の消防・防災力の強化を図り
ます。

事業内容
①広報活動の実施
②消防団員の健康診断と被服の貸与等を実施
③公務災害補償費の確保

備考 34,633
事業費
（千円）

事業名 消防団員の確保

担当部課
消防本部
消防総務課目　　的

災害時に地域防災の要となる消防団員が減少傾向
にあることから、広報活動を行うとともに、団員の福
利厚生の充実や公務災害補償費を確保し、消防団
員の確保に努めます。
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事業内容 ①研修会　　②課外活動　　③消防操法大会への参加    ④消防出初式への参加

備考 988
事業費
（千円）

事業名 少年消防クラブ員の育成

担当部課
消防本部
予防課目　　的

海老名市少年消防クラブ員の活動を通して子どもの
頃から防災教育を行い、将来の地域防災を担う人材
を育成する。

事業内容
①研修会　　②総合防災訓練の参加　　③えびな安全・安心ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
④視察研修　　⑤春季火災予防運動広報　　⑥秋季火災予防運動広報
⑦消防出初式　　⑧防火座談会　　⑨自主防災訓練への従事

備考 1,232
事業費
（千円）

事業名 海老名市女性防火推進員の育成

担当部課
消防本部
予防課目　　的

海老名市女性防火推進員の防火・防災に対する知
識・技術の習得を進め、各事業を通じ、家庭や地域
に防火意識の普及・啓発を図ることにより、安全・安
心なまちづくりを目指します。

事業内容
①消防査察の実施　　②消防訓練の実施　　③屋内消火栓指導会
④防火ポスターコンクール　　⑤春・秋火災予防運動の実施
⑥少年少女消防体験学習会

備考 1,495
事業費
（千円）

平成25年度から、屋内消火栓操法大会を廃止し屋内消火
栓指導会を実施します。

事業名 火災予防業務の推進

担当部課
消防本部
予防課目　　的

市民及び市内事業所に火災予防の推進と防火意識
の高揚を図ります。
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＜基本方針＞

事業内容
①普及に向けたインフラ整備等の推進と啓発
②補助及び補助メニューの見直し

備考 30,988
事業費
（千円）

事業名 省エネ・再生可能エネルギー活用の促進

担当部課
経済環境部
環境みどり課目　　的 地球温暖化の防止、環境負荷の低減を図ります。

事業内容

①市民・事業所の環境啓発・学習事業の実施（環境講座、サマースクール、地球にやさ
しい家庭づくり、環境大賞）
②環境フェスティバルの実施（展示、講演会、エコ川柳・ｅｃｏ行動の表彰、事業所講習
会）
③広報えびなや市ホームページを活用した環境情報の発信

備考 2,606
事業費
（千円）

事業名 環境啓発活動の促進

担当部課
経済環境部
環境みどり課目　　的

市民や事業者に対して、地球環境に配慮した環境意
識の普及啓発を行う機会を積極的に提供し、省エネ
など環境への負荷低減を図るとともに、環境に有益
な活動へ導きます。

地球温暖化を防止し、低炭素社会を実現するため、様々な環境対策を推進するとともに、市
民に対する環境意識の啓発を図ります。
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事業内容
①地球温暖化対策地域推進計画の進行管理
②市民や事業者への啓発

備考

事業名 地球温暖化対策の推進

担当部課
経済環境部
環境みどり課目　　的

温室効果ガス削減に向けて、市民や事業者と連携
し、環境に関する意識の普及啓発、省エネルギーや
ごみの減量・資源化を進めるとともに、全ての主体が
一体となって取り組むことにより、地球温暖化を抑制
します。
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事業内容
①環境目的・目標の見直し・達成
②環境マネジメントシステム運用改善

備考 2,254
事業費
（千円）

事業名 環境マネジメントシステムの運用

担当部課
経済環境部
環境みどり課目　　的

自治体として環境負荷の低減を徹底するとともに、環
境に有益な影響を及ぼす施策事業を推進することで
継続的な改善に導きます。併せて、環境情報を積極
的に発信することにより、環境配慮の意識を高めま
す。

事業内容
①設置者への助成制度の周知
②法令による適正な維持管理の啓発

備考 3,996平成25年７月から新規設置者を補助対象から除外します。
事業費
（千円）

事業名 合併処理浄化槽整備の助成

担当部課
建設部
下水道課目　　的

市街化調整区域など公共下水道が相当期間整備が
見込まれない地区について、し尿及び生活上の雑排
水による公共用水域の水質汚濁及び生活環境の悪
化を防止するために、合併処理浄化槽の設置を促進
します。

事業内容 ①測定　　②調査　　③監視　　④規制　　⑤指導

備考 5,909
事業費
（千円）

事業名 大気汚染・騒音対策、排水対策

担当部課
経済環境部
環境みどり課目　　的

環境基本法で定められた、大気汚染や騒音に係る環
境基準等の維持・確保に努めます。
市内公共用水域等の水質について、環境基本法で
定められた環境基準の維持・確保に努めます。
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事業内容
①自然緑地保全区域の指定　　②保存生垣、市有緑地の管理
③生垣設置奨励　　④花とみどりの写真コンクール開催

備考 25,966
事業費
（千円）

事業名 緑の保全・創造・啓発

担当部課
経済環境部
環境みどり課目　　的

身近な緑の保全・創造のため、市民一人ひとりの意
識高揚・活動実践と、市の支援を組み合わせ、緑に
恵まれたまちを形成します。

事業内容
①要請活動
②騒音測定・収集

備考 8,026
事業費
（千円）

事業名 厚木基地航空機騒音対策

担当部課
財務部
企画財政課目　　的

厚木基地航空機騒音の早期解消や軽減に向けた
様々な要請活動を行うことで、良好な都市環境の形
成を目指します。

83



＜基本方針＞

事業内容
①市民向け意識啓発・講座・学習会、②家庭系可燃ごみ戸別収集モデル事業、③多量
排出事業所等の学習会・指導、④粗大ごみ分類の見直し

備考 7,625
事業費
（千円）

事業名 ごみ等収集体制の充実

担当部課
経済環境部
資源対策課目　　的

ごみの減量化と資源化を推進するとともに、収集体
制を改善して収集作業の効率化を図ります。

事業名 一般廃棄物の計画的な処理の実施

担当部課
経済環境部
資源対策課目　　的

一般廃棄物処理基本計画に基づき、一般廃棄物や
生活雑排水の適正処理を徹底し、平成39年度までに
平成12年度実績比で、年間焼却量32％削減、一人1
日当たりの焼却量35％削減、事業系ごみ22％削減、
リサイクル率40％を目標とします。

事業内容
①収集車両の更新
②収集人員・体制の見直し

備考 50,794
事業費
（千円）

環境にやさしい循環型社会を目指し、廃棄物の適正処理、ごみの減量化・資源化の推進を
図ります。
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事業内容
①効率的な収集コースの見直し
②汲み取り車両更新
③収集業務体制の見直し

備考 11,544
事業費
（千円）

事業名 し尿収集体制の充実

担当部課
経済環境部
資源対策課目　　的

収集業務の能率向上と環境衛生の保全を図ります。
併せて、収集車両を更新します。
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事業名 資源化センター大規模改修事業

担当部課
経済環境部
資源対策課目　　的

設備の耐用年数超過による更新時期（平成２８年度）
を迎えるにあたり、処理能力の拡充が必要なため、
併設のリサイクルプラザを含めた再配置を行う基本
計画を策定し、２０年後を見据えた施設・設備にする
ことを目的とします。

事業内容
①基本計画策定
②生活環境影響調査評価書作成
③循環型社会形成推進地域計画改定

備考 7,040
事業費
（千円）

【新規】
平成26年度：基本設計、実施設計、都市計画決定手続き
平成27年度：資源化センター改修工事着工

事業内容
①生ごみ処理機の普及促進　　②生ごみ水切りの促進
③通気式容器モニターによる削減効果検証
④大型処理機の導入継続と効果の検証

備考 11,735
事業費
（千円）

平成25年度は、通気式容器モニターによる削減効果の検
証を行います。

事業名 生ごみ処理対策の推進

担当部課
経済環境部
資源対策課目　　的

家庭や事業所から排出される生ごみの減量化に取り
組みます。

事業内容
①減量化・資源化の推進
②資源物持去り禁止パトロールの実施
③分別収集計画の見直し

備考 41,970
事業費
（千円）

平成25年度は、分別収集計画の見直しを行います。

事業名 分別回収の充実

担当部課
経済環境部
資源対策課目　　的 資源を効率的に分別・資源化します。
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１．　活力と魅力あふれる産業の振興

２．　安心して働ける労働環境の充実
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＜基本方針＞

市民共通の財産である農地を、後継者不足により失
うことのないよう、農業の担い手となる後継者の育成
を図ります。

事業内容
①県農業技術センター等の関係機関との連携による認定農業者の認定（新規・再認）
推進　　②後継者団体の行う研究事業、交流事業等に対する支援の実施
③えびな米オーナー事業の実施

備考 940

市南部拠点施設における事業を推進します。

備考 3,865

事業名 農業後継者対策の推進

担当部課
経済環境部
農政課目　　的

事業費
（千円）

平成25年度は、市北部拠点施設の整備実施に向けた調整
を行います。

事業名 農業拠点づくりの推進

担当部課
経済環境部
農政課目　　的

農業の拠点としての施設を整備することで総合的な
農業振興を推進します。

事業費
（千円）

事業内容

地域の特性を活かした農業施策の展開を図り、市民共通の財産である農地を後世に伝えま
す。また、まちのにぎわいをもたらす商業の振興と、地域経済の活性化や雇用を創出する工業
の振興を支援します。
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事業内容 市民農園の開設及び管理運営を行います。

備考 3,346

事業名 生産・流通・出荷関連施設等整備の支援

担当部課
経済環境部
農政課目　　的

農業経営の合理化、生産技術の高度化等を図りま
す。

事業内容 畦畔除去事例研究、適地調査及び畦畔除去事業を実施します。

備考 936

事業名 市民農園の推進

担当部課
経済環境部
農政課目　　的

市民の余暇活動の多様化に応じた、市民農園の整
備を図ります。

事業名 水田区画の拡大

担当部課
経済環境部
農政課目　　的

畦畔除去等により水田区画を拡大し農地の集団化・
集約化を図ります。事業実施区域は調査検討の上、
拡大を推進します。

事業内容

①生産関連（病害虫防除防疫・機械購入・生産施設設置・新品種導入・先進技術導入）
に対する支援
②流通関連（直売施設・貯蔵施設・加工施設）に対する支援
③出荷関連（集出荷施設・集出荷容器導入）施設整備に対する支援

備考 8,482

事業費
（千円）

事業費
（千円）

【新規】
平成25年度から、畦畔除去事例研究及び適地調査を開始
し、畦畔除去を行います。

事業費
（千円）
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事業名 地域営農活動の促進

担当部課

事業内容
①地元要望に対応した基盤整備（道路・水路共に年間２路線程度）
②補修要望箇所の維持補修
③新規に指定された農用地区域内の整備

備考 66,022

事業内容

①優良農地確保等のため、地域農業団体の活動に対する支援
②農業振興地域整備計画の見直しにより、優良な農地の維持・保全を図るための事業
費の一部補助
③営農集団の育成推進
④貸出用農機具の活用
⑤女性農業者が実施する事業に対する支援

備考 111,270

経済環境部
農政課目　　的

都市化の進展により専業農家が減少する中、農作
業の受託の増大に対応する農業集団の育成を図
り、地域ぐるみの自主的な農地の利用調整活動、農
作業の共同化等を推進することにより、優良農地の
確保を図ります。また、農業振興地域整備計画の見
直しにより優良な農地の維持・保全を図ります。併せ
て女性の農業経営への参加意欲の向上と組織強化
を図ります。

事業名 農業基盤整備事業

担当部課
経済環境部
農政課目　　的

農業振興地域内の農業用道路・用排水路・暗渠排
水（共同部分）を整備・維持補修することにより、農作
業の効率化、生産性の向上及び安全性を確保しま
す。

事業費
（千円）

事業費
（千円）

平成25年度は、新規に指定された農用地区域内の整備を
実施します。
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事業内容 国分寺台中央商店街の活性化のための調査・研究を行います。

備考 3,500
事業費
（千円）

事業名 商店街活性化にむけた調査研究

担当部課
経済環境部
商工課目　　的

商店街の維持・継続に向けて、今後のあり方につい
ての検討及びそれに伴う施設整備の方向性を検討
し支援します。

新たな海老名市の名産品の開発・販売促進及びい
ちごワイン・銘菓・吟味豚等の販売促進の充実を図
ります。

事業内容
菓子、酒、食肉等を題材とした海老名らしい特産品の開発研究に対し各組合等へ補助
するとともに、既存品については各種イベント等を活用し周知を図ります。

備考 300

事業内容
中心市街地の活性化と賑わい、創造のため各種イベント事業を展開します。
また、東口商業を活性化するための研究を行います。

備考 2,204

事業名 名産品の開発・販売の促進

担当部課
経済環境部
商工課目　　的

事業名 中心市街地商業の活性化の推進

担当部課
経済環境部
商工課目　　的

海老名駅周辺の中心市街地の推進に向け、商工会
議所や地元商店街等と連携を図りながら集客力の
あるまちづくりを推進します。

魅力ある商店街の形成に向け、取り組みます。

事業内容 支援策の研究と課題解決の推進を図ります。

備考 400

事業名 商店街の元気復活

担当部課
経済環境部
商工課目　　的

事業費
（千円）

事業費
（千円）

事業費
（千円）
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事業内容 中小企業振興支援や工場見学を実施します。

備考 3,630
事業費
（千円）

事業名 中小企業振興対策

担当部課
経済環境部
商工課目　　的

市内事業所の経営基盤の安定化、技術開発への支
援等を行うことで、市内中小企業の振興に寄与し、
市内産業の活性化を図ります。

優良企業の進出及び市内企業の再投資により、市
内地域経済の活性化と雇用機会の拡大及び税源涵
養を推進します。

事業内容 事業の周知を行い、新規立地企業数の増加に努めます。（１社/年）

備考 35,022
事業費
（千円）

条例の期限を３年間延長します。

事業名 企業立地の促進

担当部課
経済環境部
商工課目　　的
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①観光情報の発信と観光イベント等の開催
②大谷近隣公園の拡大に伴う観光資源の創出を検討

中小企業者の経営改善や地域商工業の総合的な振
興を担う商工会議所に対して、必要な支援を行いま
す。

事業内容
商工会議所が行う小規模事業者の経営、技術の改善等の指導事業に要する経費に対
して助成を行います。

備考

備考 8,812

事業名 観光協会への支援

担当部課
経済環境部
商工課目　　的

観光資源を市内外に広めるとともに、新しい観光資
源の創出を図ります。

事業内容

事業費
（千円）

事業名 商工会議所への支援

担当部課
経済環境部
商工課目　　的

30,810
事業費
（千円）
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＜基本方針＞

事業内容
市内に居住し同一事業所に引き続き勤務し、市内に住居を取得又は増改築する者が、
中央労働金庫から住宅資金の融資を受けた場合に、その住宅資金融資にかかる利子
の一部を助成します。

事業名 高齢者・障がい者等の雇用支援

担当部課
経済環境部
商工課目　　的

市内事業所における高齢者、障がい者等の雇用促
進、労働機会の場の確保を図ります。

事業内容
障がい者雇用の実績を踏まえ、高齢者等の雇用支援事業を商工会議所と共に検討し
ます。

備考 1,700

事業名 勤労者住宅資金利子補給の充実

担当部課
経済環境部
商工課市内勤労者の持ち家確保の促進を図り、勤労者の

福祉の向上に寄与します。
目　　的

事業費
（千円）

備考 7,427
事業費
（千円）

勤労者が安心して働ける労働環境の向上を促進するとともに、高齢者や障がいのある方な
どの雇用対策の充実に努めます。
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備考 3,277

中小企業者が負担する退職金共済掛金の一部を補
助することにより、市内に事業所を有する中小企業
の振興並びに従業員の福利向上及び雇用の安定を
図ります。

事業名 中小企業退職者共済への支援

事業費
（千円）

経済環境部
商工課目　　的

事業内容
共済制度に加入している市内事業者に対して、被共済者１人当たり掛金の１０％以内
（掛金は月額６，０００円を限度）で奨励補助金を交付します。

担当部課
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１．　情報発信と市民ニーズの把握

２．　持続可能な都市経営の推進
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＜基本方針＞

事業内容
①記者会見開催等、報道機関への情報提供　　②広報えびなの発行
③市勢ガイドマップ発行　　④暮らしのガイド発行　　⑤既存情報発信媒体の見直し
⑥新規情報発信媒体の検討

備考 52,594
事業費
（千円）

事業名 市政情報の提供

担当部課
市長室
情報発信課目　　的

様々な広報媒体により、行政情報を適時・的確に市
民に伝えます。

事業内容
①海老名市の魅力発信（インターネット放送局等）
②ホームページでの情報提供

備考 10,188
事業費
（千円）

事業名 都市ブランドの推進

担当部課
市長室
情報発信課目　　的

市民に街の価値や愛着を感じてもらうよう、「海老名
市の魅力情報」を発信し、「海老名市」という街全体
がブランドとなることを目指します。

市民ニーズを的確に把握するとともに、積極的な情報発信に努めます。また、市政情報を
様々な広報媒体により、適切な時期に適切な内容で市民に提供します。
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事業内容
①一般相談の実施
②市政相談の実施
③専門相談（法律相談、税務相談、開発行為等に関する相談等）の実施

備考 7,167
事業費
（千円）

事業名 市民相談

担当部課
市民協働部
地域自治推進課目　　的

市民の不安や悩みごと、心配ごと等の解決に向けた
助言等を行います。

事業内容
①市政に関する意見・提言の聴取
②市政アンケートの実施

備考 730
事業費
（千円）

事業名 調査広聴の効率的な運営

担当部課
市民協働部
地域自治推進課目　　的

ＩＴ双方向機能の活用などにより、市政に関する市民
の意見を広く聴取し、施策の参考及び市政の効率的
な運営を図ります。

事業内容
①キャラクターの派遣　　②グッズ製作
③市内外での活動　　④民間へのグッズ製作提案

備考 6,304
事業費
（千円）

事業名 元気なまちの魅力情報発信

担当部課
市民協働部
文化スポーツ課目　　的

海老名市の魅力向上を図るため、市のイメージキャ
ラクター「えび～にゃ」を効果的に活用し、海老名市
が元気で活力のあるまちであることを市内外にPRし
ます。
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＜基本方針＞

事業内容
①６次行改大綱進行管理　　②公共施設有料化検討
③地方分権改革に伴う情報収集　　④権限移譲に係る調整

備考 3,272

事業内容
①担当部課評価の実施
②内部評価の実施
③外部評価の実施

備考

事業費
（千円）

平成25年に公共施設有料化を検討します。

事業名 行政評価の推進

担当部課
財務部
企画財政課目　　的

事業費
（千円）

行政評価を実施することで「質の高い行政サービス
の提供」、「職員の意識改革」、「行政の説明責任」、
「市民参加や参画による行政活動の充実」を図りま
す。

事業名 行政改革の推進

担当部課
財務部
企画財政課目　　的

行政改革を計画的に推進し、「最少の経費で最大の
効果」を上げるべく改善を進め、効率的な行政運営
を図ります。

1,876

行政改革を推進するとともに、計画・実施・評価・改善のＰＤＣＡサイクルにより、健全な行財
政運営に努め、持続可能な都市経営を推進します。

101



備考 67,497

財務部
企画財政課目　　的

総合窓口の効率的な運営を行い、市民サービスの
向上を目指します。

事業内容
総合窓口業務の円滑な運営に努めるとともに、庁舎案内業務及び市民総合窓口業務
の民間委託を行います。

187
事業費
（千円）

事業費
（千円）

平成25年度は、庁舎案内業務及び市民総合窓口業務の
民間委託を行います。また、福祉総合窓口の民間委託に
向けた検討を進めます。

事業内容
①高等教育機関の相談対応及び誘致の検討
②新政策の調査・研究　　③国・県への要望活動
④市長タウンミーティングの実施

事業名 総合窓口業務の運営

担当部課

事業名 政策課題の検討

担当部課
財務部
企画財政課目　　的

社会情勢の変化や地域特性の課題に対する適時的
確な対応に努めます。

備考
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備考 436,970

事業名 消防通信指令事務協議会の運営

担当部課
消防本部
消防総務課目　　的

海老名市、座間市及び綾瀬市消防通信指令事務協
議会の担任事務である119番通報受付、部隊出場指
令、無線統制を行うことを目的とします。

事業内容
①共同指令センター庁舎建設（2/2ヶ年）
②デジタル無線活動波整備（1/2ヵ年）
③指令台指令システム装置整備（1/2ヵ年）

事業費
（千円）

平成26年度に、デジタル無線活動波及び指令台指令シス
テム装置を整備します。
平成27年度には、共同指令センターの運用を開始します。

事業内容
①ごみ処理広域化実施計画の推進
②循環型社会形成推進地域計画の推進

備考

事業名 ごみ処理広域化実施計画の推進

担当部課
経済環境部
資源対策課目　　的

大和市・海老名市・座間市・綾瀬市のごみ処理広域
化実施計画及び循環型社会形成推進地域計画に基
づき、適正な運用を図ります。

備考 949,764
事業費
（千円）

事業名 広域行政の推進及び自治体連携の研究

担当部課
財務部
企画財政課目　　的

広域的な行政課題の解決に向け、積極的に近隣自
治体との調整を進めることで、効率的な行政運営を
図ります。

事業内容
①課題への調査研究　　②近隣市との課題調整
③広域的施設の誘致研究　　④相模川を活用した施策研究

備考

経済環境部
資源対策課目　　的

高座清掃施設組合運営への参画や支援を行うこと
で、一般廃棄物処理基本計画に基づく中間処理・最
終処分の円滑な進行を図ります。

担当部課

事業内容
①一般廃棄物処理基本計画に基づく適正処理の実施
②施設組合施設整備更新への参画

事業名 高座清掃施設組合運営への参画と支援
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１　目標指標一覧

２　担当部課等別索引
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１　目標指標一覧

※各事業において、指標（数値）化できる活動、成果を一覧にして掲載しています。

第１章　健康で自立するためのフィールド

１．元気で健康なまちづくり

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 健康手帳の交付者数 人 742 1,800

2 健康教育参加者数 人 11,611 10,000

3 健康相談参加者数 人 648 500

4 食育関連事業参加数 人 4,126 3,500

5 各種がん検診の受診率 ％ 11.4 20

6
肝炎ウィルス検査節目年齢者の集団がん検診受診
者数

人 1,501 1,500

7 一類疾病予防接種の接種率 ％ 94 85

8 二類疾病予防接種の接種率 ％ 40 45

9 成人歯科健康診査の受診率 ％ 1.3 3

10 特定健康診査の補完診査の受診率 ％ 28.7 40

11 通所型介護予防事業の参加者数（延数） 人 1,808 2,600

12 認知症予防教室の参加者数 人 80 180

13 えびな健康づくり講座受講者数 人 187 300

14 健康えびな普及員活動参加者数 人 3,701 2,500

15 健康なまちづくり事業の参加者数 人 5,035 3,500

16 市内医療機関での処置率 ％ 70 65

目標指標名
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２．高齢者が元気なまちづくり

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 高齢者のための生きがい教室参加者数 人 328 330

2 ゆめクラブ会員数 人 3,106 2,960

3 高齢者のプール、体育施設利用助成者数 人 27,956 34,397

4 シルバー人材センター登録会員数 人 874 884

5 ひとり暮らし高齢者等の配食サービス利用者数 人 330 363

6 ひとり暮らし高齢者等の緊急通報利用者数 人 307 342

7 特別養護老人ホームベット数 台 413 413

8 認知症グループホーム定員数 人 54 72

9 介護ボランティア参加者数 人 － 100

10 地域包括支援センター利用者数（延数） 人 23,706 24,528

11 地域包括支援センターでの相談件数（延数） 件 39,406 41,107

12 敬老ふれあい事業の参加者数 人 3,029 3,603

３．誰もがいきいきと暮らせるまちづくり

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 ぬくもり号利用者数 人 10,824 10,824

2 地域福祉活動推進事業参加者数 人 11,194 11,194

3 地域生活支援に係る各種サービス利用延べ人数 人 8,450 9,000

4 わかば会館大規模改修進捗率 ％ － 20

5 生活保護受給者の就労支援者数 人 130 129

6 生活保護受給者の就労者数 人 26 45

４．健全な心と身体を築くスポーツの振興

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 各種スポーツ大会参加者数 人 23,498 27,000

2
相模川海老名スポーツ施設ネットワークの施設利用
者数

人 － 10,000

3 運動公園利用者数 人 573,875 600,000

4 北部公園利用者数 人 145,268 150,000

目標指標名

目標指標名

目標指標名
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第２章　心づくりフィールド

１．活発な地域コミュニティの促進

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 地域づくり事業補助件数 件 7 11

2 動物とのふれあい事業の参加者数 人 22,181 30,000

3 自治会加入世帯数 世帯 38,380 38,800

4 くらしのセミナーの参加者数 人 148 100

5 釣り堀（杉本小学校プール跡）の入場者数 人 － 6,000

6 市民まつりの来場者数 人 135,000 140,000

7 コミュニティセンター等のリニューアル工事実施館数 館 2 1

8 都市間交流協会事業の参加人数 人 809 830

9
えびな市民活動センター（レクリエーション館）建設事
業の進捗率

％ － 50

10 地域コミュニティ事業実施館数 館 10 11

11 地域コミュニティ自主講座実施講座数 講座 15 12

２．人々が尊重し合う社会の実現

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 人権啓発講演会の参加人数 人 180 150

2 人権リーフレットの配布枚数 部 4,600 4,700

3 審議会等の女性委員の構成比率 ％ 26.1 30

4 男女共同参画関連講座の参加人数 人 592 550

5 男女共同参画に係る情報紙の配布部数 部 22,400 22,500

6 DV・女性相談の延べ件数 件 351 350

7 平和事業参加者数 人 1,253 600

8 原爆被災パネル展閲覧数（入場者、生徒数等） 人 882 1,000

9 国際化政策に係る交流会の参加者数 人 65 65

目標指標名

目標指標名
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３．豊かな心を育む文化の薫るまちづくり

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1
（仮称）えびな市民大学及び大学院での講座の受講
者数

人 － 1,000

2 図書等貸出冊数 冊 627,514 550,000

3 市民文化祭入場者数 人 16,372 18,000

4 市民音楽祭入場者数 人 2,500 3,000

5 芸術文化鑑賞会入場者数 人 2,399 3,000

6 文化財体験講座の参加者数 人 119 150

7 えびな市民ウォークの参加者数 人 － 100

第３章　次世代を担う子どものためのフィールド

１．子どもを安心して育てる環境づくり

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 妊産婦及び乳幼児の健康相談参加者数 人 1,080 1,000

2 妊産婦及び乳幼児の健康教育参加者数 人 4,211 4,000

3 妊婦健診受診率 ％ 94 95

4 ４か月児健診受診率 ％ 97 97

5 ３歳６か月児健診受診率 ％ 94 95

6 保育所入所運営費の補助対象保育所児童受入数 人 968 915

7 認定保育施設受け入れ人数（年間延人数） 人 1,275 1,200

8 地域の子育てサークル数（新規） サークル 8 15

9 子育てサロンの参加人数 人 23,541 23,000

10 子育てに係る相談件数 件 571 1,100

２．元気な「えびなっ子」を育むまちづくり

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 相模凧親子たこあげ大会参加者数 人 97 200

2 親子ナイトウォークラリー参加者数 人 470 500

3 えびなっ子サマースクール参加児童生徒延数 人 15,413 16,000

4 あそびっ子クラブに係る研修会参加者延数 人 63,601 64,000

5 あそびっ子パートナー指導者研修会の参加者延数 人 179 150

目標指標名

目標指標名

目標指標名
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３．ひびきあう教育の実現

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 部活動の指導者派遣回数 回 3,546 3,000

2 特別支援教育に係る研修会の参加者数 人 252 250

3 小中学校への日本語指導講師の派遣回数 回 1,321 1,330

4 市内中学校のいじめ認知件数 件 57 100

第４章　快適な生活のフィールド

１．住みたい住み続けたいまちの実現

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 地区計画の都市計画決定件数 件 1 1

2
美しい景観を形成するための普及啓発のワーク
ショップ参加者数

人 － 25

3 美化推進重点地区の指導件数 件 207 300

4 えびなクリーン作戦・美化デーの収集量 トン － 7,000

5 不法投棄物収集個数（袋） 個 1,154 1,200

6 放置自転車等移動台数 台 1,294 2,000

7 マンション管理相談会での相談件数 件 5 5

8 コミュニティバスの一日平均利用者 人 654 700

２．にぎわいと活力のある元気なまちづくり

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 海老名駅西口土地区画整理事業（工事）進捗率 ％ － 70

2
海老名駅自由通路（小田急・ＪＲ駅間部）の工事の進
捗率

％ － 35

3 海老名駅自由通路（西口部）の工事の進捗率 ％ － 14

4 ＪＲ相模線社家駅周辺の駐輪場整備 台分 － 300

目標指標名

目標指標名

目標指標名
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３．都市活動を支える基盤整備

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 再整備が完了した道路の延長数 ｍ 1,427 1,725

2 市民一人あたりの公園面積 ㎡ 4.79 4.84

3 （仮称）本郷公園の整備工事の進捗率 ％ － 30

4 雨水排水施設整備面積率 ％ 40.4 41.4

5 下水道普及率 ％ 94.9 95.5

４．市民生活を守る安全安心なまちづくり

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 交通事故件数 件 648 598

2 交通教室参加人数 人 4,084 4,100

3 安全安心フェスティバル参加人数 人 5,000 5,500

4 犯罪認知件数 件 1,376 1,276

5 青パト実施団体数 団体 5 5

6 消費生活相談件数 件 882 1,000

7 消費生活講座の参加人数 人 994 500

8 消費生活啓発紙の配布部数 部 1,200 1,200

５．災害に強いまちづくり

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 防災指導員研修会の延べ参加者数 人 82 100

2 自主防災訓練参加者数 人 3,864 4,000

3 耐震改修工事費の補助件数 件 17 25

4 防災行政無線の難聴に対する苦情件数 件 － 30

5 地下水膜ろ過システムの整備率 ％ － 11

目標指標名

目標指標名

目標指標名
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６．市民の生命と財産を守る消防力の強化

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 デジタル無線共通波の整備率 ％ － 41

2 消防団員数 人 194 213

3 消防訓練参加人数 人 41,245 42,000

4
海老名市女性防火推進員に係る年間事業参加者人
数

人 480 500

5 少年消防クラブ員に係る年間事業参加者人数 人 602 620

７．地球環境に配慮した低炭素社会への転換

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 太陽光発電施設設置補助件数 件 238 350

2 合併処理浄化槽設置台数 基 15 30

3
環境マネジメントシステムに係る環境目的目標の取
組み達成率

％ 92.7 95

4
厚木基地航空機騒音に係る時間帯補正等価騒音レ
ベル（柏ケ谷小学校の年間平均）

dB 60 57

5 自然緑地保全区域指定面積 ㎡ 182,239 182,500

6 花とみどりの写真コンクール参加者数 人 － 50

８．環境負荷が少ない循環型社会の形成

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 家庭系可燃ごみ排出量 トン 20,322 19,100

2 ごみの全焼却量（家庭・事業） トン 28,300 28,000

3 事業系ごみの焼却量 トン 7,042 6,500

4 資源化リサイクル率 ％ 34.9 35.8

5 し尿の年間収集量 ㌔㍑ 1,107 1,070

6 ごみの資源化率 ％ 34.9 38.6

7 家庭用・大型生ごみ処理機による削減量 トン 34 42

目標指標名

目標指標名

目標指標名
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第５章　活力ある産業のフィールド

１．活力と魅力あふれる産業の振興

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 認定農業者総数 人 57 55

2 市民農園区画総数 区画 575 680

3 生産・流通・出荷対策事業補助金の申請団体数 団体 8 8

4 畦畔除去面積 アール － 100

5 農作業受託面積 ha － 30

6 農業用道路及び用排水路等の整備箇所数 箇所 3 3

7 朝市の来街者数 人 4,050 4,600

8 エリアナビアクセス件数 件 25,008 26,000

9 商店街活性化に向けた研究会の参加者数 人 － 90

10 誘致した企業数(累計) 社 6 8

11
中小企業への支援件数（展示会等の展示ほか５メ
ニュー）

件 1 2

２．安心して働ける労働環境の充実

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 中小企業への支援件数（障がい者雇用） 件 56 35

2 勤労者住宅資金利子補給の申請者数（新規） 人 36 36

3
中小企業への支援件数（退職金共済への申請事業
所数）

事業所 93 100

4
中小企業への支援件数（中小企業退職者共済の被
共済者数）

件 645 700

第６章　新たな行財政運営のフィールド

１．情報発信と市民ニーズの把握

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 ホームページのアクセス件数 件 2,913,753 3,915,000

2 市政コメンテータによるアンケートの回収率 ％ 87.6 100

目標指標名

目標指標名

目標指標名
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２．持続可能な都市経営の推進

年度 平成23年度 平成25年度

単位 実績 目標

1 行政改革大綱の進捗率 ％ 85 60

2 総合窓口に対する利用者満足度 ％ － 90

3 共同指令センターのデジタル無線活動整備進捗率 ％ － 10

4 共同指令センターの指令台システム整備進捗率 ％ － 20

目標指標名
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２　担当部課等別索引

担当部課等名 事業名 ページ

市長室情報発信課 都市ブランドの推進 99

市長室情報発信課 市政情報の提供 99

市長室危機管理課 危機管理の強化 71

市長室危機管理課 防災対策の充実 72

市長室危機管理課 防災協力農地制度 72

市長室危機管理課 避難設備の整備 73

市長室危機管理課 大型防災備蓄倉庫の整備 74

市長室危機管理課 防災備蓄資機材の整備 74

市長室危機管理課 防災行政無線の整備 74

市長室危機管理課 飲料水兼用貯水槽の整備 74

市長室危機管理課 地下水膜ろ過システムの整備 75

財務部企画財政課 厚木基地航空機騒音対策 83

財務部企画財政課 行政改革の推進 101

財務部企画財政課 行政評価の推進 101

財務部企画財政課 総合窓口業務の運営 102

財務部企画財政課 政策課題の検討 102

財務部企画財政課 広域行政の推進及び自治体連携の研究 103

市民協働部市民活動推進課 えびな市民まつり 29

市民協働部市民活動推進課 都市間交流の推進 29

市民協働部市民活動推進課 えびな市民活動センターの建設 29

市民協働部市民活動推進課 人権意識の啓発 31

市民協働部市民活動推進課 男女共同参画の推進 32

市民協働部市民活動推進課 ＤＶ・女性相談 32

市民協働部市民活動推進課 平和行政の推進 33

市民協働部市民活動推進課 国際化政策の推進 33

市民協働部市民活動推進課 （仮称）えびな市民大学及び大学院の創設 34

市民協働部地域自治推進課 地域づくり 27

市民協働部地域自治推進課 地域活動支援事業 27

市民協働部地域自治推進課 地域活性化実証実験 28

市民協働部地域自治推進課 コミュニティセンター等のリニューアル 29

市民協働部地域自治推進課 地域コミュニティの育成 30

市民協働部地域自治推進課 交通安全運動の推進 68

市民協働部地域自治推進課 交通事故防止対策 68

市民協働部地域自治推進課 安全安心まちづくり事業 70

市民協働部地域自治推進課 防犯対策の推進 70

市民協働部地域自治推進課 交番設置の要望 70

市民協働部地域自治推進課 消費生活相談 70

市民協働部地域自治推進課 調査広聴の効率的な運営 100

市民協働部地域自治推進課 市民相談 100

市民協働部文化スポーツ課 各種スポーツ大会の開催 23

市民協働部文化スポーツ課 スポーツ・健康増進事業の推進 23

市民協働部文化スポーツ課 相模川海老名スポーツ施設ネットワーク 24

市民協働部文化スポーツ課 動物とのふれあい推進 27

市民協働部文化スポーツ課 芸術文化の育成 35

市民協働部文化スポーツ課 文化財の活用 36

市民協働部文化スポーツ課 文化財の保護 36

市民協働部文化スポーツ課 青少年指導嘱託員活動の充実 43

市民協働部文化スポーツ課 元気なまちの魅力情報発信 100
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担当部課等名 事業名 ページ

保健福祉部健康づくり課 健康増進の指導 11

保健福祉部健康づくり課 食育の総合的な推進 11

保健福祉部健康づくり課 地域の保健対策の推進 14

保健福祉部健康づくり課 生活習慣病検（健）診 12

保健福祉部健康づくり課 予防接種 12

保健福祉部健康づくり課 成人歯科検診 12

保健福祉部健康づくり課 特定健康診査の補完診査 12

保健福祉部健康づくり課 二次予防事業（介護予防特定高齢者施策の推進） 13

保健福祉部健康づくり課 一次予防事業（介護予防一般高齢者施策の推進） 13

保健福祉部健康づくり課 救急医療体制の充実 14

保健福祉部健康づくり課 母子の保健指導 39

保健福祉部健康づくり課 母子健康診査の推進 39

保健福祉部保険年金課 国民健康保険税収納率の向上対策 15

保健福祉部保険年金課 後期高齢者医療運営事業 15

保健福祉部保険年金課 国民健康保険健康管理の支援 15

保健福祉部福祉総務課 民生委員児童委員活動支援 19

保健福祉部福祉総務課 社会福祉協議会事業の充実 19

保健福祉部福祉総務課 成年後見制度支援 20

保健福祉部福祉総務課 生活保護費の支給 22

保健福祉部子育て支援課 民間保育所施設整備費の補助 40

保健福祉部子育て支援課 保育所入所運営費の助成 40

保健福祉部子育て支援課 私設保育施設運営費の補助 40

保健福祉部子育て支援課 子ども医療費の助成 41

保健福祉部子育て支援課 児童手当の支給 41

保健福祉部子育て支援課 私立幼稚園給食運営事業 41

保健福祉部子育て支援課 子育て支援センターの運営 41

保健福祉部子育て支援課 ひとり親家庭等医療費の助成 42

保健福祉部子育て支援課 児童扶養手当の支給 42

保健福祉部子育て支援課 ひとり親家庭等の支援 42

保健福祉部障がい福祉課 障がい者自立支援給付 21

保健福祉部障がい福祉課 地域生活支援 21

保健福祉部障がい福祉課 障がい者医療費の助成 21

保健福祉部障がい福祉課 障がい者デイサービスセンターの建設等 21

保健福祉部障がい福祉課 わかば会館大規模改修事業 22

保健福祉部高齢介護課 高齢者の生きがいづくり 16

保健福祉部高齢介護課 高齢者の就労支援 16

保健福祉部高齢介護課 ひとり暮らし高齢者等の在宅支援 17

保健福祉部高齢介護課 社会福祉施設整備費助成 17

保健福祉部高齢介護課 介護ボランティアポイント制度 17

保健福祉部高齢介護課 地域包括支援 17

保健福祉部高齢介護課 長寿祝い事業 18

保健福祉部高齢介護課 介護保険給付事業 18

経済環境部商工課 商店街の元気復活 92

経済環境部商工課 中心市街地商業の活性化の推進 92

経済環境部商工課 名産品の開発・販売の促進 92

経済環境部商工課 商店街活性化にむけた調査研究 92

経済環境部商工課 企業立地の促進 93

経済環境部商工課 中小企業振興対策 93

経済環境部商工課 商工会議所への支援 94

経済環境部商工課 観光協会への支援 94
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担当部課等名 事業名 ページ

経済環境部商工課 高齢者・障がい者等の雇用支援 95

経済環境部商工課 勤労者住宅資金利子補給の充実 95

経済環境部商工課 中小企業退職者共済への支援 96

経済環境部農政課 農業拠点づくりの推進 89

経済環境部農政課 農業後継者対策の推進 89

経済環境部農政課 市民農園の推進 90

経済環境部農政課 生産・流通・出荷関連施設等整備の支援 90

経済環境部農政課 水田区画の拡大 90

経済環境部農政課 地域営農活動の促進 91

経済環境部農政課 農業基盤整備事業 91

経済環境部環境みどり課 環境啓発活動の促進 80

経済環境部環境みどり課 省エネ・再生可能エネルギー活用の促進 80

経済環境部環境みどり課 地球温暖化対策の推進 81

経済環境部環境みどり課 大気汚染・騒音対策、排水対策 82

経済環境部環境みどり課 環境マネジメントシステムの運用 82

経済環境部環境みどり課 緑の保全・創造・啓発 83

経済環境部資源対策課 まちの美化の推進 54

経済環境部資源対策課 ごみ等収集体制の充実 84

経済環境部資源対策課 一般廃棄物の計画的な処理の実施 84

経済環境部資源対策課 し尿収集体制の充実 85

経済環境部資源対策課 分別回収の充実 86

経済環境部資源対策課 生ごみ処理対策の推進 86

経済環境部資源対策課 資源化センター大規模改修事業 86

経済環境部資源対策課 ごみ処理広域化実施計画の推進 103

経済環境部資源対策課 高座清掃施設組合運営への参画と支援 103

建設部道路管理課 さがみ縦貫道路の整備促進 64

建設部道路管理課 下今泉門沢橋線の整備促進 64

建設部道路管理課 河原口中新田線の整備促進 64

建設部道路管理課 新東名高速道路の整備促進 65

建設部道路管理課 県道の整備促進 65

建設部道路管理課 相模川改修の促進 72

建設部道路管理課 永池川改修の促進 73

建設部道路維持課 道路の再整備 63

建設部道路維持課 道路の修繕 63

建設部道路維持課 道路の適正な維持管理 63

建設部道路維持課 橋りょう長寿命化修繕事業 63

建設部道路維持課 交通安全施設の設置管理 69

建設部道路整備課 海老名駅周辺道路整備の推進 59

建設部道路整備課 さがみ縦貫道路関連道路の整備 61

建設部道路整備課 幹線・準幹線道路の整備 61

建設部道路整備課 歩道整備事業 62

建設部道路整備課 一般生活道路の整備 62

建設部道路整備課 社家岡田線整備の促進 64

建設部下水道課 公共下水道の整備（雨水） 67

建設部下水道課 公共下水道管路施設の維持管理（汚水） 67

建設部下水道課 公共下水道の整備（汚水） 67

建設部下水道課 下水道総合対策の推進 67

建設部下水道課 合併処理浄化槽整備の助成 82

まちづくり部都市計画課 区域区分の見直し 53

まちづくり部都市計画課 ゆとりあるまちづくりの推進 53
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担当部課等名 事業名 ページ

まちづくり部都市計画課 海老名市中心市街地周辺地区の整備促進 59

まちづくり部都市計画課 木造住宅耐震化の促進 72

まちづくり部住宅公園課 美しい景観の形成 54

まちづくり部住宅公園課 空き地・空き家の適正管理 54

まちづくり部住宅公園課 住宅政策 56

まちづくり部住宅公園課 市営住宅の供給 56

まちづくり部住宅公園課 市営住宅維持管理事業 56

まちづくり部住宅公園課 都市公園等の整備 66

まちづくり部住宅公園課 （仮称）本郷公園の整備 66

まちづくり部市街地整備課 土地区画整理〔海老名駅西口土地区画整理事業〕 58

まちづくり部市街地整備課 海老名運動公園周辺地区新市街地の整備促進 60

まちづくり部市街地整備課 本郷・門沢橋地区新市街地の整備促進 60

まちづくり部市街地整備課 市街地の再開発 60

まちづくり部駅周辺対策課 放置自転車対策 54

まちづくり部駅周辺対策課 自転車駐車場等の整備 55

まちづくり部駅周辺対策課 コミュニティバスの運行 57

まちづくり部駅周辺対策課 公共交通対策の推進 57

まちづくり部駅周辺対策課 ロマンスカー海老名駅停車実現市民総力作戦 57

まちづくり部駅周辺対策課 海老名駅自由通路の整備（小田急・ＪＲ駅間部） 58

まちづくり部駅周辺対策課 海老名駅自由通路の整備（西口部） 59

まちづくり部駅周辺対策課 ＪＲ相模線社家駅周辺整備 60

消防本部消防総務課 通信体制の整備 76

消防本部消防総務課 消防車両整備事業 77

消防本部消防総務課 消防水利の設置 77

消防本部消防総務課 消防団員の確保 78

消防本部消防総務課 消防協力員制度の運用 78

消防本部消防総務課 消防通信指令事務協議会の運営 103

消防本部予防課 火災予防業務の推進 79

消防本部予防課 海老名市女性防火推進員の育成 79

消防本部予防課 少年消防クラブ員の育成 79

教育部教育総務課 小学校施設の整備 48

教育部教育総務課 中学校施設の整備 48

教育部教育総務課 きれいで居心地のよい学校づくり 48

教育部学校教育課 学校安全の確保 45

教育部学校教育課 効果的な教職員配置の推進（少人数指導） 46

教育部学校教育課 効果的な教職員配置の推進（指導体制） 47

教育部学校教育課 就学援助制度の充実 49

教育部学校教育課 いじめのない学校づくり 50

教育部教育指導課 図書館リニューアル 35

教育部教育指導課 図書館運営業務 35

教育部教育指導課 非行防止活動の充実 43

教育部教育指導課 青少年相談体制の充実 43

教育部教育指導課 えびなっ子サマースクール事業 44

教育部教育指導課 海老名あそびっ子クラブ事業 44

教育部教育指導課 児童健全育成対策事業 44

教育部教育指導課 ひびきあう教育の実践・研究 45

教育部教育指導課 コンピュータ利用教育の充実 46

教育部教育指導課 外国語教育の推進 46

教育部教育指導課 部活動の充実 46

教育部教育指導課 特別支援教育の充実 49
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担当部課等名 事業名 ページ

教育部教育指導課 学校相談員等の派遣 49

教育部教育指導課 奨学金の給付 49

教育部教育指導課 教育支援教室の充実 50

教育部教育指導課 特別支援教育の就学奨励 50

事業総数 202
H25.1 末時点
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