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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 2８年度は後期基本計画の４年目の年

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。 

※本計画書に記載している内容は、平成 28 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 

Ⅰ 海老名市かがやき持続総合戦略事業 

平成26年11月にまち・ひと・しごと創生法が制定され、これを受け、国の「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」が平成26年12月27日に閣議決定されました。地方公共団体において

も、国の長期ビジョン及び国の総合戦略を勘案した、「地方人口ビジョン」及び「市町村まち・

ひと・しごと創生総合戦略」の策定が求められていることから、本市では長期的な課題であ

る人口減少、少子高齢化の課題を解決し、今のかがやきを持続するため、平成28年２月に「海

老名市かがやき持続総合戦略」を策定しました。 

また、先に述べた長期的課題を解決するために、本戦略では以下の４つの基本目標を掲げ、

取り組みを推進していきます。 

基本目標１：若者の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

基本目標２：まちのかがやきを持続する拠点性を高める 

基本目標３：元気な産業活動を支えるまちの基盤づくり 

基本目標４：まちの魅力向上とシティセールスの推進 

さらに、４つの基本目標を達成するために、それぞれの基本目標に３つの施策を掲げ、各

施策では市の具体的な取り組みを方向性としており、平成28年度に本市が本戦略を推進する

ために取り組む事業を“海老名市かがやき持続総合戦略事業”として位置付けました。 

ここではこれらの事業を体系に整理し、以下の例のように掲載しています。 

※海老名市かがやき持続総合戦略の具体的内容等の詳細につきましては、平成28年２月策

定の「海老名市かがやき持続総合戦略」をご参照下さい。 

（記載例） 

基本目標１ 
若者の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

～「海老名市で結婚、出産、子育てしたい」を実現～ 

掲載 

ページ 

＜１－１＞ 

結婚・出産・子育て支援 

～元気なえびなっ子を育む～ 

■母子保健の推進 

・母子の保健指導（健康づくり課） 

・母子健康診査の推進（健康づくり課） 

51 

51 

基本目標

施策

取り組みの方向性

海老名市かがやき持続総合戦略に位置付

けられる事業と担当課を記載しています。

Ⅱ政策別計画に掲載している個別計画の

掲載ページを記載しています。
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Ⅱ 政策別計画 

Ⅰの海老名市かがやき持続総合戦略事業を含め、各実施計画の事業を下記の例のように掲

載しています。 

行政評価の推進 

担当部課 
財務部 

企画財政課 
目  的 

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。 

平成 26 年度、27 年度に引き続き、施策評価を実施します。また、

平成 27 年度に実施した海老名市かがやき持続総合戦略事業に

ついても評価を実施します。 

事業費 

（千円） 
2,381 

① 事業名 

海老名市かがやき持続総合戦略に位置付けられる事業は【総合戦略】と明記しています。 

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 28 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 28 年度の主な事業内容を掲載しています。 

⑤ 備考について 

 ・平成 28 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 27 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 29 年度以降の取り組み内容も記載し

ています。 

⑥ 事業費 

各事業の平成 28 年度当初予算額（平成 28 年１月末時点での予算案）を記載しています。 

（平成 27 年度から繰越す予算がある場合はその予定額も含む） 

Ⅲ 参考資料 

  参考資料として、目標指標一覧、平成 27 年度に終了した実施計画事業、平成 28 年度に

統合する事業及び担当部課等別索引を掲載しています。 

【例】

③ ① 

④ 

② 

⑤ 

事業内容 

事業名 

備  考 

①当部課評価の実施 

②内部評価の実施 

③外部評価の実施 

⑥ 
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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

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

（5）　国民健康保険等の運営

（3）　介護予防の推進
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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
250
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基本目標１ 若者の結婚・出産・子育ての希望を叶える

基本目標２ まちのかがやきを持続する拠点性を高める

基本目標３ 元気な産業活動を支えるまちの基盤づくり

基本目標４ まちの魅力向上とシティセールスの推進
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基本目標１
掲載
ページ

・母子の保健指導(健康づくり課)　 51

・母子健康診査の推進(健康づくり課) 51

・子育て支援事業(子育て支援課)　 53

・子どもが健やかに育つ環境づくり(子育て支援課)　 53

・子ども医療費の助成(子育て支援課)　 54

・子育て支援センター活動事業(子育て支援課)　 54

・私立幼稚園給食運営事業(子育て支援課)　 54

・幼稚園就園の支援(子育て支援課) 55

・民間保育所施設整備費の補助(子育て支援課) 52

・子育て支援施設型給付費の支給(子育て支援課)　 52

・民間保育所運営費の補助(子育て支援課)　 52

・ひとり親家庭等医療費の助成(子育て支援課)　 56

・ひとり親家庭・要保護児童等家庭の支援(子育て支援課) 56

・ひびきあう教育の実践・研究(教育指導課) 60

・子ども・学校支援事業(教育指導課) 59

・学童保育支援事業(教育指導課) 59

・小中学校の適正配置(教育総務課)　 64

・小学校施設の整備(教育総務課)　 64

・中学校施設の整備(教育総務課)　 64

・きれいで居心地のよい学校づくり(教育総務課) 64

・児童・生徒教材費支援(学校教育課)　 65

・就学援助制度の充実(学校教育課)　 65

・いじめのない学校づくり(学校教育課)　 66

・奨学金の給付(教育指導課)　 66

・学校相談員等の派遣（教育指導課） 66

・教育支援教室の充実(教育指導課)　 66

・特別支援教育の充実(教育指導課)　 67

・特別支援教育の就学奨励(教育指導課) 67

海老名市かがやき持続総合戦略事業体系図

若者の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
～「海老名市で結婚、出産、子育てしたい」を実現～

＜１－１＞
結婚・出産・子育て支援

～元気なえびなっ子を育む～

■母子保健の推進

■子育て支援の充実

■保育環境の充実

■ひとり親家庭等の支援

＜１－２＞
教育環境の充実

～えびなっ子の居場所づくり～

■ひびきあう教育の推進

■子どもの居場所づくり

■学校施設の充実

■教育支援体制の充実
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基本目標１
掲載
ページ

・交通安全運動の推進(地域自治推進課)　 85

・安全安心子どもパトロール事業(子育て支援課) 53

・都市公園等の整備(住宅公園課)　 83

・学校安全の確保(学校教育課)　 60

・交通安全運動の推進(地域自治推進課)　 85

・交通安全施設の設置管理(道路維持課) 85

・安全安心まちづくり事業(地域自治推進課)　 86

・防犯対策の推進(地域自治推進課)　 86

・犯罪抑止対策事業（地域自治推進課） 86

・交番設置の要望(地域自治推進課)　 87

・消費生活相談(地域自治推進課) 87

・住宅政策(住宅公園課) 74

・シティプロモーション推進事業(企画財政課) 118

・危機管理の強化(危機管理課)　 88

・防災対策の充実(危機管理課)　 88

・避難設備の整備(危機管理課)　 89

・防災備蓄物品の整備(危機管理課)　 90

・防災行政無線の維持管理(危機管理課)　 91

・防災井戸整備事業(危機管理課) 91

・感震ブレーカー設置促進事業(危機管理課)　 91

若者の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
～「海老名市で結婚、出産、子育てしたい」を実現～

＜１－３＞
居住支援、防犯・防災対策の推進

～えびなっ子を守る
安全安心なまち～

■えびなっ子を守る

■交通安全の推進

■防犯対策の推進

■住宅政策の推進

■学生の定住促進

■危機管理の強化
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基本目標２
掲載
ページ

・海老名駅周辺道路整備の推進(道路整備課)　 75

・電線共同溝の整備(道路整備課) 76

・海老名市中心市街地周辺地区の方針・構想・計画の策定(都市計画課)　 76

・海老名駅東口側自由通路の延伸等に向けた検討調査(駅周辺対策課)　 77

・海老名駅自由通路維持管理事業(駅周辺対策課)　 77

・市街化区域と市街化調整区域の見直し(都市計画課)　 71

・市街地の再開発(市街地整備課)　 78

・駅前施設整備の推進(駅周辺対策課) 78

・公共施設マネジメント策定事業(企画財政課) 121

・広域行政の推進及び自治体連携の研究(企画財政課)　 123

・ごみ処理広域化実施計画の推進(資源対策課)　 123

・高座清掃施設組合運営への参画と支援(資源対策課) 123

・消防通信指令事務協議会の運営(消防総務課)　 123

・コミュニティバスの運行(駅周辺対策課)　 74

・公共交通対策の推進(駅周辺対策課) 74

・相模鉄道海老名駅総合改善連携事業(駅周辺対策課)　 76

・さがみ縦貫道路関連道路の整備(道路整備課)　 79

・幹線・準幹線道路の整備(道路整備課)　 79

・歩道整備事業(道路整備課)　 79

・一般生活道路の整備(道路整備課) 80

まちのかがやきを持続する拠点性を高める
～海老名駅を中心に、まちの魅力と求心力を向上させる～

＜２－１＞
コンパクトでにぎわいのある

拠点づくり

■海老名駅東西一体のまちづくり

■市街地整備の推進

■持続可能な公共施設マネジメント

■広域行政の推進

＜２－２＞
地域公共交通網の整備

■総合交通対策の推進

■交流拠点における交通結節機能の強化

■道路整備の推進
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基本目標２
掲載
ページ

・高齢者の生きがいづくり(高齢介護課)　 25

・高齢者の就労支援(高齢介護課)　 25

・ひとり暮らし高齢者等の在宅支援(高齢介護課)　 26

・介護ボランティアポイント制度(高齢介護課) 26

・地域包括支援(高齢介護課)　 26

・長寿祝い事業(高齢介護課)　 26

・医療・介護連携推進事業(高齢介護課)　 27

・地域の実情に応じた介護支援事業(高齢介護課)　 27

・健康増進の指導(健康づくり課)　 19

・生活習慣病検診(健康づくり課)　 20

・特定健康診査の補完診査(健康づくり課) 21

・二次予防事業(高齢介護課) 22

・一次予防事業(高齢介護課)　 22

＜２－３＞
高齢者と歩む

地域コミュニティの形成

■高齢者福祉の充実

■健康寿命の延伸

まちのかがやきを持続する拠点性を高める
～海老名駅を中心に、まちの魅力と求心力を向上させる～
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基本目標３
掲載
ページ

・地域営農活動の促進(農政課)　 105

・農業振興対策の推進(農政課)　 106

・農業基盤整備事業(農政課) 106

・市民農園の推進(農政課)　 107

・農業団体等との連携強化(農政課)　 107

・商店街の元気復活(商工課)　 109

・名産品の開発・販売の促進(商工課) 109

・中小企業振興対策(商工課)　 110

・事業融資資金の充実(商工課)　 110

・中小企業資金融資利子補給の充実(商工課)　 111

・中小企業信用保証料補助の充実(商工課)　 111

・商工会議所への支援(商工課) 112

・企業立地の促進(商工課) 110

・工業系新市街地の整備促進(市街地整備課) 78

元気な産業活動を支えるまちの基盤づくり
～立地特性を活かし、企業・産業活動を活性化させる～

＜３－１＞
地域産業の競争力強化

■魅力ある農業の振興

■にぎわいのある商業の振興

＜３－２＞
活力ある工業の振興

■活力ある工業の振興

＜３－３＞
広域交通網の充実を活かした

企業立地の促進

■広域交通網の充実を活かした、企業立地の促進
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基本目標４
掲載
ページ

・まちの美化の推進(資源対策課)　 72

・都市計画制度等の活用によるまちづくりの推進(都市計画課)　 71

・美しい景観の形成(都市計画課)　 72

・空き地・空き家の適正管理(住宅公園課)　 72

・放置自転車対策(駅周辺対策課) 73

・にぎわい振興事業の促進(商工課) 112

・広報発行事業(情報発信課)　 117

・広報充実事業(情報発信課) 117

・シティプロモーション推進事業(企画財政課)　 118

・イメージキャラクター活用事業(文化スポーツ課) 118

・各種スポーツ大会の開催(文化スポーツ課) 34

・市民活動の推進(市民活動推進課)　 41

・市民参加の推進(市民活動推進課)　 41

・えびな市民活動センターの維持管理(市民活動推進課) 42

・芸術文化の育成(文化スポーツ課)　 46

・文化財の活用(教育総務課) 46

・調査広聴事業(地域自治推進課) 119

＜４－３＞
企業活動、市民活動の活性化による

意識・プライドの醸成

■スポーツ活動の推進

■市民活動への支援

■豊かな心を育む

■市民ニーズの把握

＜４－１＞
まちの魅力向上

■住みたい住み続けたいまちづくりの推進

＜４－２＞
シティプロモーション（ＰＲ活動）

の充実

■にぎわいづくり

■市政情報の積極的な発信によるブランド力の向上

■イメージキャラクターの活用

まちの魅力向上とシティセールスの推進
～まちの魅力を創る、伝える、拡げる～
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政策目的別体系図

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
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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 1,093

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、教育等）
②関連事業の普及啓発
③食育ポスターコンクール

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

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　　⑥健康マイレージ事業　　⑦健康度見える化コーナーの運営

目　　的

4,985
事業費
（千円）

事業名 健康増進の指導　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
健康づくり課

【新規】
健康度見える化コーナーを開設し、未病を治す取り組みを
行います。

保健福祉部
健康づくり課

事業費
（千円）

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。

担当部課

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。

- 19 -



備　　考 302,599
事業費
（千円）

事業名 生活習慣病検診　【総合戦略】

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。

事業内容

【新規】
予防接種等モバイルサービスを開始し、子どもの予防接種
日程作成などを支援します。

事業内容
①二類感染症等（急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、鳥インフ
ルエンザ）対策の実施
②新型インフルエンザ等対策訓練等の実施

各種がん検診を実施します。

108,108

①定期接種（集団接種（BCGのみ）と個別接種）の実施
②任意接種（高齢者肺炎球菌、大人の風しん）
③予防接種相談
④予防接種モバイルサービスの開始

保健福祉部
健康づくり課目　　的

事業名 感染症予防事業

担当部課
保健福祉部
健康づくり課目　　的

感染症の蔓延の防止を図り、もって公衆衛生の向上
及び増進を図ります。

10

事業費
（千円）

事業名 予防接種

担当部課

事業内容

備　　考

備　　考
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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着目した健康診査を実施します。

備　　考 37,067

備　　考 7,264

目　　的

目　　的
メタボリックシンドロームに着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。

事業名

事業名 成人歯科健診

担当部課

事業費
（千円）

事業内容 成人歯科健康診査を実施します。

特定健康診査の補完診査　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
健康づくり課

保健福祉部
健康づくり課

成人歯科健康診査（３５歳以上）を実施することによ
り、歯周病等の予防と歯と口の衛生管理に努めま
す。
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事業内容
①ビナスポを活用した運動教室や水中ウォーキング教室の開催
②コミセンでの認知症予防教室の開催
③地域のサロンや自主グループ等に講師を派遣した出前講座の開催

備　　考 29,194
事業費
（千円）

事業名 一次予防事業　【総合戦略】

担当部課

事業費
（千円）

保健福祉部
高齢介護課目　　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。

備　　考 20,207

事業内容
①通所型介護予防事業（複合型運動教室、水中ウォーキング教室、栄養・口腔教室等
の開催）
②訪問型介護予防事業（栄養、口腔指導を実施）

目　　的

保健福祉部
高齢介護課

担当部課

二次予防事業　【総合戦略】事業名

要介護状態等となることを予防します。
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事業内容

備　　考 132,178
事業費
（千円）

事業名

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健康えびな普及員活動
③健康なまちづくり事業

備　　考 1,009
事業費
（千円）

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。

目　　的
市民が健康で衛生的な生活が送れるよう、保健衛生
に携わる団体を支援します。

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
②休日歯科診療確保の取り組み
③広域救急医療確保の取り組み
④災害時救急医療体制の取り組み

保健衛生団体等助成

担当部課
保健福祉部
健康づくり課

事業内容 保健衛生団体（市医師会、市歯科医師会、市薬剤師会）への運営費を補助します。

備　　考
事業費
（千円）

10,252
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後期高齢者医療運営事業

担当部課

保健福祉部
保険年金課目　　的 国民健康保険事業の適正な運営を図ります。

後期高齢者医療事業の適正な運営を図ります。

備　　考 28,028
事業費
（千円）

備　　考
事業費
（千円）

事業名

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。

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
④データヘルス計画の策定、推進

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

事業名

備　　考 124,261

保健福祉部
保険年金課

事業内容
①資格関係業務（資格取得・喪失届、資格証明書の交付等）
②給付関係業務(葬祭費、療養費等)の窓口受付業務、健康診査事業の実施及び後期
高齢者医療制度の周知

事業内容
①被保険者等の資格管理　　②被保険者証の発行事務
③各種負担金・交付金の返還事務
④県央、県都市国保連絡協議会等に関すること

事業名 国民健康保険運営事業

担当部課

事業費
（千円）

目　　的

1,484,962
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＜基本方針＞

備　　考 20,060
事業費
（千円）

事業名 高齢者の就労支援　【総合戦略】

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 海老名市シルバー人材センターへの支援を行います。

事業内容
①ふれあいランチ事業　　②高齢者生きがい教室の開催
③ゆめクラブへの支援　　④プール利用助成（高座）

備　　考 8,868
事業費
（千円）

事業名 高齢者の生きがいづくり　【総合戦略】

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。

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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備　　考
事業費
（千円）

23,630

保健福祉部
高齢介護課目　　的

事業名 ひとり暮らし高齢者等の在宅支援　【総合戦略】

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、孤立感解消、緊急事
態の対応などを行うことにより、日常における安全で
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

目　　的
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。

事業名 長寿祝い事業　【総合戦略】

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の運営事業等
に支援を行います。

担当部課

担当部課

目　　的

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。

事業名 介護ボランティアポイント制度　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
高齢介護課

事業内容
介護ボランティアポイント制度（ボランティア活動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制度）を推進します。

1,929
事業費
（千円）

事業費
（千円）

事業内容
①介護予防ケアマネジメント事業　　②総合相談事業
③権利擁護事業　　④包括的継続的ケアマネジメント事業

備　　考 90,942

事業名 地域包括支援　【総合戦略】

保健福祉部
高齢介護課

事業内容
①88歳（記念品の贈呈）
②100歳以上（敬老祝い金等の贈呈）
③地域ふれあい事業等への助成（委託）

備　　考
地域ふれあい事業では、地域の中で高齢者とふれあう事
業に助成を行います。

事業費
（千円）

28,387
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事業名 寝たきり高齢者等の在宅支援

担当部課
保健福祉部
高齢介護課

介護用品（紙おむつ）給付、寝具乾燥、短期入所サービスの提供を行います。

事業費
（千円）

18,018

目　　的 高齢者及び介護者への在宅生活を支援します。

事業内容
①介護者教室
②成年後見人相談事業
③認知症サポーター講座

備　　考
事業費
（千円）

2,486

事業名 地域の実情に応じた介護支援事業　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
高齢介護課目　　的

住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を継
続していけるよう、在宅における介護環境の支援を
図り、また認知症高齢者への理解と支援策の充実を
図ります。

事業名 医療・介護連携推進事業　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
高齢介護課目　　的

在宅医療を提供する関係機関の連携体制を構築し、
医療や福祉事業従事者による多職種連携を図りま
す。

事業内容
①医療・介護関係者への研修　　②情報共有システムの構築
③市民向け普及啓発　　④さつき町モデル事業

備　　考
事業費
（千円）

3,528

663

事業名 在宅介護者リフレッシュ事業

担当部課
保健福祉部
高齢介護課目　　的

在宅で介護を行っている方に対し、日々の介護の負
担やストレスの軽減を図ります。

事業内容

備　　考

事業内容
①はり・灸・ﾏｯｻｰｼﾞ等施術費助成　　②日帰り温泉施設利用助成
③温泉施設宿泊費助成　　④食事利用助成
①から④の中で選択し、12,000円を上限。

備　　考
事業費
（千円）
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事業内容
介護給付として、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
をします。

備　　考
事業費
（千円）

6,172,294

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。

事業名 認知症対策事業

担当部課
保健福祉部
高齢介護課目　　的

健康相談とともに認知症に関する相談窓口を開設
し、認知症の早期発見と早期対応を図ります。

事業内容 医師及び保健師をサロン等に派遣し、健康相談を実施します。

備　　考
事業費
（千円）

1,854
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＜基本方針＞

備　　考
平成28年度は民生委員及び児童委員の一斉改選を行い
ます。

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

事業内容
①民生・児童委員活動の支援及び協議会の運営を補助
②研修の充実
③民生・児童委員の一斉改選

目　　的
民生委員児童委員の活動を支援し、地域福祉の増
進を図ります。

地域福祉増進の重点取り組みを行えるよう財政的援助を実施します。

事業費
（千円）

事業名

備　　考

事業内容

社会福祉協議会事業の充実

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
保健福祉部
福祉総務課

39,280

104,317

目　　的

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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8,912

保健福祉部
福祉総務課目　　的

地域における更生保護活動や、赤十字の使命とする
人道的な諸活動等の社会福祉活動の推進を図りま
す。

団体の健全な運営のために助成金を支出します。

事業費
（千円）

378

事業名 社会福祉団体等援助事業

担当部課

①市長申立ての実施
②市民後見人養成事業の実施
③成年後見センター設置

備　　考
事業費
（千円）

事業内容

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。

事業名 成年後見制度支援

担当部課

事業内容

備　　考
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保健福祉部
障がい福祉課目　　的

事業名 障がい者の援護

担当部課

事業費
（千円）

7,642

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 461,323

日常生活の自立を支援し、在宅生活の不安を軽減
するとともに災害時の対応を支援します。
また、小児については、保育園・幼稚園でのスムー
ズな療育（発達）のために支援します。

事業内容

備　　考

①保育園等に専門家を派遣し、保育士に療育相談支援を実施
②障がい者が緊急時に通報し、必要な支援を受けられるような体制の整備
③障がい者にリハビリを実施

備　　考 195,919
事業費
（千円）

事業名 障がい者医療費の助成

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。

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。

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その他各種事業を展開

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

事業費
（千円）

事業費
（千円）

担当部課

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障がい支援区分認定事務の実施

備　　考 1,565,289

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、障がい児・者の自立と福祉の
向上を図ります。

事業名 地域生活支援
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障がい者手当等の支給

担当部課

事業内容

事業内容

重度障がい児・者への手当を支給します。

①地域作業所等への事業補助　　②グループホームへの家賃助成
③地域就労援助センターの運営支援　　④研修会やスポーツ大会等の支援

備　　考

事業名 障がい者団体等の活動支援

担当部課
保健福祉部
障がい福祉課目　　的

障がい者が地域で自立した生活を送るために必要
な活動を行っている団体、事業所等に対して支援を
実施することで、障がい者の自立と社会参加の促進
を図ります。

41,838

保健福祉部
障がい福祉課

事業名

日常生活において、常時介護を必要とする重度障が
い者の生活の安定を図ります。

保健福祉部
障がい福祉課目　　的

事業内容

46,924

事業名 障がい者の在宅支援

担当部課

事業費
（千円）

目　　的

障がい者等が安心して生活し、自らの意思で自由に
移動し、社会に参加できるように民営鉄道駅舎、公
共的施設等のバリアフリー化を促進し、心豊かな福
祉社会の実現に努めます。

保健福祉部
障がい福祉課目　　的 障がい者の自立した在宅生活を支援します。

備　　考
平成27年度に引き続き、平成28年度も都市間交流事業と
して、障がい者団体が湯けむり交流支援助成制度を活用
し、登別市を訪問するよう企画します。

事業費
（千円）

障がい者に対して、住宅改造、タクシー券の交付、通所交通費助成、配食サービスによ
る在宅支援を行います。

事業内容
①公共的施設設置者に福祉の街づくり施策に協力を要望
②音響信号機設置を神奈川県に要望

備　　考

備　　考
事業費
（千円）

48,020

事業名 施設・設備等のバリアフリー化の促進

担当部課

- 32 -



目　　的
憲法で保障する最低限度の生活の維持の実現を図
ります。

事業費
（千円）

事業名 生活保護費の支給

事業名 児童発達支援センター事業

担当部課
保健福祉部
障がい福祉課目　　的

障がいを持つ児童が、身近な地域で障がい特性に
応じた専門的な支援を受けることで、児童の発達の
総合的な支援を図ります。

担当部課
保健福祉部
福祉総務課

事業内容
①児童発達支援事業（給食の提供を含む）
②放課後等デイサービス事業
③保育所等訪問支援

備　　考
わかば学園に児童発達支援センター事業を位置付けて、
事業を実施します。

事業費
（千円）

92,050

生活困窮者自立支援事業

担当部課
保健福祉部
福祉総務課目　　的

複合的な課題を抱える困窮者を幅広く受け止め、包
括的かつ継続的な支援等を行うことで、生活困窮者
の自立の促進を図ります。また、安定した住居の確
保と就労自立を図ります。

事業内容 給付額決定に必要な調査を実施し、適正な給付を行います。

備　　考 1,978,811

事業名

備　　考
事業費
（千円）

1,684

事業内容
①生活困窮者に対する包括的な相談体制整備と自立の促進
②安定した住居の確保（有期で家賃相当額を支給）と就労自立に対する支援
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＜基本方針＞

事業内容
①市体育協会・市レクリエーション協会等への支援
②スポーツ推進委員の活動を拡充

備　　考
事業費
（千円）

6,629

事業名 スポーツ・レクリエーションの振興

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の推進と体力技術の向上を
目的とする体育団体（スポーツ推進委員協議会・体
育協会・レクリエーション協会）の活動を支援し、ス
ポーツ・レクリエーションの振興を図ります。

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ニュースポーツ大会　　⑧高度スポーツ誘致事業
⑨えびな玉入れ選手権大会　　⑩武道演武会

備　　考 6,773
事業費
（千円）

事業名 各種スポーツ大会の開催　【総合戦略】

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
①各施設のネットワーク化
②中野公園管理棟建設

備　　考 70,012
中野公園管理棟については平成27年度に行った設計をも
とに、平成28年度は建設を行います。

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。

担当部課
市民協働部
文化スポーツ課目　　的

事業名 児童への屋内プール無料開放

担当部課
市民協働部
文化スポーツ課目　　的

天候に左右されず、より快適な施設で安全な管理の
もと、夏季における小学生の健康増進・体力の向上
と水泳を楽しんでもらうことを目的とします。

①夏季休業期間中の屋内プールを小学生に無料開放
②無料プールバス運行ルートの見直し

事業内容
①選手の派遣
②強化選手への補助

スポーツ技術の向上及び選手相互の交流を図りま
す。また、市内在住のトップアスリート等が各種大会
でより良い成績を収められるよう、体制・環境の整備
を図ります。

事業内容

備　　考
事業費
（千円）

558

事業名 各種スポーツ大会への選手派遣

事業費
（千円）
事業費
（千円）

10,509備　　考
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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＞

各自治体が実施する地域活動事業及び加入促進を目的として実施する自治会主催の
まつりや大規模なイベント事業に対して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 3,900

事業内容
①動物ふれあい事業推進
②派遣事業の充実

事業内容

目　　的

動物とのふれあい推進

事業費
（千円）

備　　考 598
障がい者福祉施設や介護老人福祉施設などへの派遣を増
やし、ホースセラピー効果を発揮します。

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。

担当部課
市民協働部
文化スポーツ課

事業費
（千円）

事業名

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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備　　考 1,801
事業費
（千円）

各自治会からの要望に対して、各事業を実施してまいります。
①新築・増改築：１件　②改修：４件　③借地料：５件
④借家料：４件　⑤環境配慮工事：１件

事業名 市政連絡推進事業

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等の自主的な活動を支援しま
す。

事業内容
地域住民で構成する柏ふれあい釣り堀部会に当事業を委託し、目的達成のため様々な
角度から検証を実施してまいります。

事業内容

事業内容
海老名市自治会連絡協議会に市政連絡等の事業について委託し、自治会相互の情報
交換、研修会を開催し、自治会活動の充実を図ります。

備　　考 33,773
事業費
（千円）

事業名

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、高齢者の居場所づくり、異年齢
層の交流を通じて、地域活性化及び地域コミュニティ
の醸成を図ります。

地域集会施設の整備支援

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向上と相互理解を図り、地
域社会の福祉増進に寄与することを目的にした、自
治会集会所等の設置・整備を支援します。

備　　考
事業費
（千円）

25,089
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事業内容 えびな市民まつりを開催します。

審議会・委員会等への市民公募委員３０％を目標とします。

事業内容

都市間交流の推進

備　　考 18,000

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

多くの市民、市内活動団体等を主体とし、市民相互
の交流を図るとともに、「海老名」の魅力、活力を市
内外に広く発信することにより、連帯意識と郷土意識
の高揚を図ります。

事業費
（千円）

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。

11,973

事業内容 白石市・登別市と文化、教育、スポーツ等各種交流を実施します

備　　考

担当部課
市民協働部
市民活動推進課

事業費
（千円）

事業名

①アンケート、パブリックコメント、委員公募、提案の導入
②広報、ホームページによるＰＲ

備　　考

事業名 市民参加の推進　【総合戦略】

担当部課
市民協働部
市民活動推進課目　　的

市民と行政との協働による市政運営の推進を図りま
す。

事業名 市民活動の推進　【総合戦略】

担当部課
市民協働部
市民活動推進課目　　的

市民の自主的で非営利的な社会貢献活動及び市民
活動の支援を図ります。

事業内容
①公益的な市民活動への財政的支援
②生涯学習ボランティアバンクの冊子の発行等による市民への学習情報の提供

備　　考
事業費
（千円）

6,804
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事業名 えびな市民活動センターの維持管理　【総合戦略】

担当部課
市民協働部
市民活動推進課

還暦式は平成22年度から成人式と合同で開催してきました
が、平成28年度は単独で開催し、市内の各種サークル等
を紹介する場を設けることで、参加者の新たな活動のきっ
かけづくりに繋げます。

事業費
（千円）

事業内容 還暦式を開催します。

備　　考 1,335

これまでの人生及び新しい門出を祝福し、それぞれ
の力をまちづくりに活かしていただくきっかけとしま
す。

事業名 還暦式の開催

担当部課
市民協働部
市民活動推進課目　　的

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
地元地域住民で構成する管理運営委員会や利用者の要望等を踏まえ、目的を達成す
るため、国分コミュニティセンターの大規模改修における実施設計を行います。

備　　考 実施設計：平成27年度、28年度継続事業

事業名 コミュニティセンター等のリニューアル

備　　考
事業費
（千円）

152,450

目　　的

市民活動の拠点となる施設の維持管理を行い、市
民活動の推進を図ります。また、市民活動の基礎と
なる健康の維持・増進の拠点施設として、その活用
を図ります。

事業内容
指定管理者による、えびな市民活動センター「ビナレッジ」、「ビナスポ」の維持管理及び
運営を行い、市民サービスの向上を図ります。
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＜基本方針＞

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や職員研修会の開催
③情報紙の発行

備　　考 473
事業費
（千円）

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。

事業内容
①人権啓発講演会の実施　　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 822
事業費
（千円）

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。

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
①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。
②多文化共生セミナーを開催します。

備　　考 124
事業費
（千円）

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

外国人が地域で暮らしやすい環境の整備を図りま
す。

事業内容
①平和啓発事業の実施
②戦争を語り継ぐパネル展の開催

備　　考 536
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。

事業内容 相談・助言指導・生活支援を実施します。

備　　考 3,359
事業費
（千円）

事業名 DV・女性相談

担当部課
市民協働部
地域自治推進課目　　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。
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＜基本方針＞

①学校図書館蔵書の充実
②学校図書館環境の整備
③学校図書館開放の研究

事業費
（千円）

事業名

教育部
教育指導課

事業名 （仮称）えびな市民大学の開設

担当部課
市民協働部
市民活動推進課

1,253

目　　的

事業内容
①（仮称）えびな市民大学開校の検証
②市民講座の開催（連続、特別公開講座など）

市民が、自己啓発を通して生きがいをもち、交流の
輪を広げるとともに、これからの持続可能な地域社
会を担う人材を育成します。

備　　考

【新規】
平成28年度は市内小中学校で合計約２万冊の本を購入し
ます。（中学校は蔵書数を増やし、小学校は古くなった本と
交換します。）

事業費
（千円）

1,900

事業内容

担当部課
学校図書館を市民に開放するとともに、市立図書館
とのネットワークを形成することで、市民の図書との
出会いの場を増やし文化教養とコミュニティの充実を
図ります。

図書館ネットワーク推進事業

備　　考

目　　的

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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事業名

教育部
教育総務課

事業費
（千円）

市民協働部
文化スポーツ課

事業名

多くの市民に芸術文化の振興を図ります。目　　的

目　　的

担当部課

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えびなっ子将棋名人戦　　⑦史跡相模国分寺跡茶会

4,603

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

担当部課

文化財の保護

事業費
（千円）

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史跡地での歴史イベント開催
⑤ウォーキングガイド作成

事業名

4,024

海老名の歴史遺産を保護し、後世へ引き継ぎます。目　　的

担当部課

備　　考

教育部
教育総務課

事業内容

芸術文化の育成　【総合戦略】

備　　考

①無形文化財後継者育成　　②天然記念物維持管理
③文化財（遺物）調査整理報告書作成　　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　　⑧清水家蔵歴史資料の整理
⑨浅井の水（井）の整備　　⑩市重要文化財等指定物件検討

事業内容

事業費
（千円）

16,980

備　　考

文化財の活用　【総合戦略】

事業内容
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教育部
教育総務課

備　　考

担当部課
目　　的

事業名 相模国分寺跡の整備活用

事業内容

海老名市の史跡文化財の核として整備・公開し、利
用活用の促進を図ります。

相模国分寺跡の利活用策を検討します。
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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＞

事業内容
①母子手帳交付　　②健康相談　　③健康教育　　④新生児訪問指導
⑤乳幼児訪問指導　　⑥不妊・不育治療費助成　　⑦母子保健相談支援事業

備　　考 21,829
【新規】
妊娠・出産・子育てに対して不安を抱えている方の支援を
強化するため、母子保健コーディネーターを配置します。

事業費
（千円）

事業名 母子の保健指導　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
健康づくり課目　　的

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妊婦健康診査
②乳幼児健康診査（４か月児、８か月児、１歳６か月児、２歳児歯科、３歳６か月児）
③妊婦歯科健康診査　　④未受診者夜間訪問

備　　考 89,754
事業費
（千円）

事業名 母子健康診査の推進　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
健康づくり課目　　的

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　【総合戦略】

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 子育て支援施設型給付費の支給　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

市内の児童が入所している認可保育所及び施設型
給付に移行した幼稚園における保育水準の維持・向
上を図ります。

事業内容
①保育所新設・改修費補助
②保育所５園の建物賃借料補助等

備　　考 137,132
平成29年４月１日開所予定の民間認可保育所の新設に向
け、補助を行います。

事業費
（千円）

事業内容
市が保育所及び幼稚園に入所委託することから、内閣府令に基づき保育に要する経費
（施設型給付費）を支給します。

備　　考 1,574,328
事業費
（千円）

事業内容
認可保育園を補完する私設保育施設に対して、職員の人件費、施設の維持管理費など
を助成します。

備　　考 21,415
事業費
（千円）

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。

事業名 民間保育所運営費の補助　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

民間保育所における保育事業の運営と経営基盤の
安定を図ります。

事業内容
民間保育所に対して国基準に基づき対象となる事業（一時預かり、延長保育、保育士
研修等）を行っている場合に補助を行います。また、この他市単独補助も行います。

備　　考
事業費
（千円）

348,824
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事業内容 出生届を受理する際及び４か月検診の際に紙おむつを贈呈します。

備　　考
平成27年度のテーマである「子どもの年」の事業として実
施した「お宝一生米」は単年度事業として終了します。ただ
し、「紙おむつ支給」は平成28年度も継続実施します。

事業費
（千円）

12,769

事業名 子育て支援事業　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

将来を担う「えびなっ子」の誕生を祝福し、郷土愛豊
かな人間への成長を願います。

事業名 安全安心子どもパトロール事業　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

市内認可保育園及び私立幼稚園の安全を確保し、
安心して子育てができる環境の向上を図ります。

事業内容
①保育園等の巡回監視
②防犯・交通安全に関する講話
③防犯・防災訓練指導

備　　考
事業費
（千円）

4,053

14,155
事業費
（千円）

備　　考

①子ども子育て会議の運営　　②認可保育所運営管理等
③子育て応援宣言の制定　　④システム改修等

事業内容

認可保育所の適切な運営を確保するとともに、今後
の子育て施策を検討します。

目　　的

保健福祉部
子育て支援課

担当部課

子どもが健やかに育つ環境づくり　【総合戦略】事業名
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事業内容 乳児（０歳児）から中学校３年生までの入院・通院に対して助成します。（所得制限なし）

備　　考 552,399
事業費
（千円）

事業名 子ども医療費の助成　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

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　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

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
中学校修了までの子ども1人当たり月10,000円または15,000円（子どもの年齢等による）
の児童手当を支給します。（所得制限対象者は、月5,000円）

備　　考 2,225,653
事業費
（千円）

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 1,505
事業費
（千円）

事業内容
①各種サロンや講座等の実施　　②ファミリーサポートセンター事業の実施
③病後児保育事業の実施　　④「すくすくまつり」の実施

備　　考 21,115
子育てフェスティバルは、平成28年度から、子育て支援セ
ンターの「すくすくまつり」と統合して開催します。

事業費
（千円）

事業名 子育て支援センター活動事業　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

子ども達が自由に遊ぶことができる場と親同士が気
軽に交流ができる場を提供するとともに、関係機関と
協力して子育てを支援します。
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事業名 幼稚園就園の支援　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

幼稚園児の保護者の経済的負担の軽減を図りま
す。

事業内容
私立幼稚園等へ就園している園児の保護者に対して保育料の一部を補助するため、就
園奨励費（国庫補助）及び就園援助費（市単独）を支給します。

備　　考
事業費
（千円）

221,090

事業名 幼稚園への運営支援

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

幼稚園教育の振興・質的な充実とともに、園児の健
康管理、園運営を支援します。

事業内容

①施設管理・備品購入費補助金の交付
②尿検査・ぎょう虫検査にかかる補助金の交付
③障害児教育補助金の交付
④文化・スポーツ活動補助金の交付
⑤一時預かりにかかる補助金の交付

備　　考
事業費
（千円）

11,702

事業名 未熟児養育医療費の給付

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的 乳児の健康の保持及び増進を図ります。

事業内容
身体の発育が未熟なまま出生し、指定養育医療機関での入院療育が必要と医師が認
めた乳児の入院に係る医療費を給付します。

備　　考
事業費
（千円）

5,362
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事業内容 母子家庭・父子家庭・養育者家庭等に対して、医療費の助成を行います。

備　　考 71,682
事業費
（千円）

事業名 ひとり親家庭等医療費の助成　【総合戦略】

担当部課
保健福祉部
子育て支援課目　　的

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。

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・要保護児童等家庭の支援　【総合戦
略】

担当部課
保健福祉部
子育て支援課

目　　的

ひとり親世帯の生活上の諸問題を解決するための
助言指導を行い、自立の促進を図ります。
要保護児童家庭等へ必要な支援を行い、子どもの
安全を確保します。また、虐待防止の啓発に努め、
児童虐待の未然防止に努めます。

事業内容
１８歳未満の児童を養育する、ひとり親家庭の養育者（所得制限あり）に児童扶養手当
を支給します。

備　　考 382,732
事業費
（千円）

事業内容
①ひとり親家庭に対する必要な指導助言及び住宅手当等の支給、職業訓練等への助
成
②児童虐待通告への即時対応や虐待防止啓発活動の実施

備　　考 34,534
事業費
（千円）
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＜基本方針＞

事業内容
あいさつ運動、オアシス看板設置、ナイトウォーク事業などを展開し子ども達の健全育
成を図ります。また、指導員の資質向上を図るため研修等実施いたします。

備　　考
事業費
（千円）

3,123

事業名

目　　的

青少年指導嘱託員活動の充実

担当部課
教育部
教育指導課青少年指導嘱託員としての技能の向上と併せて、地

域社会における青少年の社会生活を健全に育成指
導します。

備　　考 28,295
事業費
（千円）

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。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、関係機関との連係を
図ります。青少年の非行防止・健全育成を図ります。
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。青少
年の非行防止・健全育成を図ります。

事業名

事業内容
①電話・来所相談活動（相談員７名）　　②心理判定（支援教育判定員１名）
③反社会的問題行動に対する相談活動（学校サポートコーディネーター１名）
④家庭訪問相談員１名　　⑤学区街頭補導

教育支援体制の充実

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

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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事業名 社会教育活動団体支援事業

担当部課
教育部
教育指導課

目　　的
青少年育成団体等が行う各種活動を推進し活性化
させることで、青少年の健全育成を図ります。

事業名 成人式運営事務

担当部課

事業費
（千円）

事業内容 各種青少年健全育成団体へ補助金を交付し活動支援を図ります。

備　　考 2,775

備　　考
事業費
（千円）

874

市民協働部
文化スポーツ課

目　　的 新成人に社会人としての自覚を促します。

事業内容 成人式を開催します。
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備　　考 154,746
【新規】低所得世帯の保護者に対し学童保育の保育料相
当額（上限あり）を補助金として交付します。

事業費
（千円）

①社会教育事業の充実（えびなっ子スクール）
②放課後の安全な居場所（あそびっこクラブ）
③地域の協力による学校支援

事業内容
①事業者向け補助の拡充により運営を支援
②低所得者世帯を対象に保育料に関する補助金を交付

事業名 学童保育支援事業　【総合戦略】

担当部課
教育部
教育指導課

目　　的
学童保育事業者の市条例基準適合に向けた取り組
みを支援するとともに、保護者の負担軽減を図りま
す。

備　　考 39,242
事業費
（千円）

事業名 子ども・学校支援事業　【総合戦略】

担当部課
教育部
教育指導課

目　　的
地域の子どもは、地域で守る、育てる、支援する体
制を構築します（学校応援団）。

事業内容
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＜基本方針＞

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学校メールの実施
⑤小学校へ安全監視員を配置

備　　考 25,987
事業費
（千円）

学校安全の確保　【総合戦略】

担当部課

事業名 ひびきあう教育の実践・研究　【総合戦略】

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

ひびきあう教育の具体的方策である「えびなっ子しあ
わせプラン」により、子どもたちが生涯にわたってし
あわせに生きていくための「確かな学力」、「よりよい
集団力」、「健康・安全力」を身に付けさせます。

備　　考 27,083

事業名

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」実践研究校による研究（３校）
③小中一貫教育の研究　　④海老名型コミュニティスクールの研究委託

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。

事業費
（千円）

事業内容

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
①幼稚園・小、中学校家庭教育学級の開催　　②ＰＴＡ研修の実施
③ＰＴＡ活動研修会の開催　　④家庭と地域の教育を考えるつどい等を開催

備　　考
事業費
（千円）

883

事業名 社会教育推進事業

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

学校の教育課程として行われる教育活動以外の社
会における教育を組織的に行うことで、学校、家庭と
ともに総合的な教育を推進します。

事業内容
①小学校での連合運動会の実施
②中学校総合文化祭の実施

備　　考
事業費
（千円）

2,055

事業名 小中学校行事活動事業

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

小学校では、連合運動会の開催等により、児童の心
身の健全な発達と望ましい社会性を育みます。
中学校では、中学生芸術文化活動の伸長・発展等
により、生徒の豊かなこころを育みます。

教育全般に対する市民の理解を深めるため、教育
行政の推進と教育環境の改善及び教育委員会の円
滑な運営を図ります。また、今日的な教育課題の解
決等に関し、教育関係者、市民等の各界各層から意
見を聴き、ひびきあう教育の推進を図ります。

事業内容
①適正な教育行政の運営（教育委員会会議及び総合教育会議の開催等）
②点検・評価委員会議の開催（教育行政全般に対する知見の活用）

備　　考
事業費
（千円）

6,786

事業名 教育委員会の運営

担当部課
教育部
教育総務課目　　的
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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指導講師の配置（ＥＬＴ９名）
②英語教育の推進（英語デーの設置など）

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。

備　　考 39,802

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
①校内ＬＡＮ20校の管理　　②普通教室、特別教室教育用パソコンの更新
③天吊り型電子黒板等の整備　④小中学校グループウェア運用
⑤校務支援システムの導入及び運用

備　　考 193,667

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

備　　考
事業費
（千円）

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。

事業内容
①少人数（35人）学級の実施
②少人数指導の実施

事業名 効果的な教職員配置の推進（少人数指導）

担当部課

14,468

事業費
（千円）

事業費
（千円）
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備　　考 2,977

事業内容 指導者を派遣するとともに、地域活動推進に協力する部に奨励金を交付し支援します。

備　　考 24,875
事業費
（千円）

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）

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。

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。また、地域との交流を図り、地域活
動の活性化に貢献します。

事業費
（千円）

事業名 野外教育活動推進事業

担当部課
教育部
教育指導課目　　的

学校の教育課程で実施する野外教育活動を推進す
るとともに、保護者の負担軽減を図ります。

事業内容
各学校の活動目的に応じた施設の選択ができ、また専門的な活動に要する支援員を派
遣し活動の充実を図ってまいります。また、活動に要する経費を公費負担し、保護者の
負担軽減を図ります。

備　　考
事業費
（千円）

31,559

事業名 児童・生徒の健康管理の推進

担当部課
教育部
学校教育課目　　的

児童・生徒の健康管理体制を充実させ、心と身体の
健やかな成長を促進します。また、衛生的で安全な
学校環境の確保を図ります。

事業内容

①児童・生徒の一般健康診断の実施　　②必要検診器具の整備
③環境衛生の検査分析管理
※空気検査：５項目
　ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ､ｷｼﾚﾝ、ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ

備　　考
事業費
（千円）

38,968
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備　　考 20,800
事業費
（千円）

事業内容
老朽化の進む校舎の長寿命化とともに少子化をはじめ、施設の複合化等コミュニティス
クールの推進など、学校施設の整備方法について研究を行います。

事業内容

建設後又は改修後一定期間を経た校舎等の施設・
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。

事業内容

備　　考

事業名

目　　的
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

事業名 小学校施設の整備　【総合戦略】

事業名 中学校施設の整備　【総合戦略】

①非常用放送設備改修工事（１校）
②防球ネット設置工事（１校）
③フェンス改修工事（１校）

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。

担当部課

備　　考

事業名 小中学校の適正配置　【総合戦略】

担当部課
教育部
教育総務課目　　的

学校施設の約８割が建築後30年以上経過しており、
今後一斉に大規模改修や建て替え時期を迎えること
から、児童生徒数の変動を見極め、学校の規模や位
置などを検討し、学校の適正配置により、教育環境
の向上に努めます。

教育部
教育総務課

事業費
（千円）

教育部
教育総務課

担当部課

小学校屋内運動場トイレ改修工事（６校）

目　　的

36,000備　　考
事業費
（千円）

14,500

①空調設備改修工事設計委託（１校）
②受水槽改修工事設計委託（１校）
③手洗い配管改修工事（１校）

きれいで居心地のよい学校づくり　【総合戦略】
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事業内容
①地場産食材の導入　　②品目等の拡大
③地域福祉施設で製造したパンの配食の実施

備　　考
事業費
（千円）

365,671

事業名 地場産物品の学校給食への活用

担当部課
教育部
学校教育課目　　的

学校給食で使用する食材のうち、地元海老名市や神
奈川県で生産・加工されたものを優先的に使用し、
食の安全性確保及び地産池消の推進を図ります。

事業名

事業内容

目　　的
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。

事業名 就学援助制度の充実　【総合戦略】

担当部課

①通学用品費の援助　　②学用品費の援助　　③新入学用品費の援助
④校外活動費（宿泊も含む）の援助　　⑤修学旅行費の援助
⑥給食費の援助　　⑦通学費の援助

小学校１年生及び中学校１年生の保護者の教材費
への負担軽減を図ります。

担当部課
教育部
学校教育課目　　的

事業費
（千円）

教育部
学校教育課

児童・生徒教材費支援　【総合戦略】

児童・生徒の保護者に請求する教材費（ワークブック、ドリル、テスト、実験キット等）を、
市が助成します。
※私立学校等へ通う児童・生徒の１年生の保護者へも支給します。

事業費
（千円）

34,290

72,486

事業内容

備　　考

備　　考
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目　　的

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
②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

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。

事業名

事業内容
①いじめ対策支援非常勤講師を、市内6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

備　　考 16,463
事業費
（千円）

事業名

備　　考

教育部
教育指導課

4,809

担当部課
教育部
学校教育課目　　的

いじめの未然防止、早期発見、迅速な対応を図りま
す。

備　　考 8,096
事業費
（千円）

目　　的

備　　考 18,824

担当部課

事業名 奨学金の給付　【総合戦略】

経済的な理由で修学が困難な青少年に対し、支援し
ます。

事業名 いじめのない学校づくり　【総合戦略】

目　　的

事業内容
①全中学校に「心の教室相談員」を派遣
②全小学校に「学校訪問相談員」を派遣
③小学校に「別室登校支援員」を配置

学校相談員等の派遣　【総合戦略】

教育部
教育指導課

教育部
教育指導課

事業費
（千円）

学校に心理の専門家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。

教育支援教室の充実　【総合戦略】

担当部課

事業費
（千円）

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。

担当部課

事業内容
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備　　考

目　　的

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的ケアが必要な時看護介助員を配置
④特別支援学級校外学習事業費の補助　　⑤日本語指導学級講師の派遣
⑥言語聴覚士の派遣

事業名 特別支援教育の充実　【総合戦略】

担当部課
教育部
教育指導課

事業費
（千円）

特別支援学級の児童生徒及び通常の学級に在席す
る障がいのある児童生徒の保護者負担の軽減を図
ります。

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。

特別支援教育の就学奨励　【総合戦略】

担当部課

88,570

3,478

事業名

事業内容

事業費
（千円）

支弁区分の決定・給付を行います。

教育部
教育指導課

目　　的
学校給食費について、透明性・公平性を確保するた
め、市に直接納入し、市の会計ルールでの管理運用
を行い、学校給食事業の推進を図ります。

目　　的

備　　考

備　　考
事業費
（千円）

3,080

事業名 学校給食費の公会計化

担当部課

事業内容

①学校給食費の賦課及び徴収
②催促状、催告状の送付
③児童手当からの徴収の実施
④コンビニ収納の実施

教育部
学校教育課
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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＞

事業内容

事業費
（千円）

備　　考

事業内容

備　　考

事業名
都市計画制度等の活用によるまちづくりの推進　【総
合戦略】

①区域区分の変更告示後の市街化区域編入に向けた関連機関との協議
②第１０回都市計画基礎調査の実施

目　　的
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。

事業名
市街化区域と市街化調整区域の見直し　【総合戦
略】

担当部課
まちづくり部
都市計画課

13,068
事業費
（千円）

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。

担当部課

①社会資本整備総合交付金事後評価（フォローアップ分実施）
②道路交通マスタープラン改訂準備

まちづくり部
都市計画課

10,031

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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事業費
（千円）

112

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

事業名

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。

事業内容

事業費
（千円）

目　　的

備　　考 3,386

①鉄道事業者及び関係機関との調整
②西口自転車駐車場照明設備LED化

事業費
（千円）

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。

事業内容

備　　考

備　　考 299
事業費
（千円）

事業内容

事業名 美しい景観の形成　【総合戦略】

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。

①景観計画、景観条例の普及啓発
②景観まちづくり地区の届出の運用
③届出制度の運用
④景観推進計画の進行管理（景観形成重点地域）

まちづくり部
住宅公園課

まちづくり部
都市計画課

まちの美化の推進　【総合戦略】

担当部課

空き地・空き家の適正管理　【総合戦略】

事業名

事業名

担当部課

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

目　　的

備　　考 13,675

担当部課

①空き地空き家対策の推進
②空き地空き家の適正管理の助言指導
③空き家利活用施策の研究・検討

経済環境部
資源対策課
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目　　的
住居表示の実施により、市民生活の利便性の確保と
市民サービスの向上及び行政事務の効率化を図り
ます。

事業内容
①扇町地区北側市街化区域の住居表示の実施
②駅間地区の住居表示の実施

備　　考

住居表示の整備

担当部課
まちづくり部
住宅公園課

事業費
（千円）

987

害虫等対策事業

担当部課
目　　的

スズメバチ類による市民への危害を防止し、市民生
活の安全を確保します。

事業内容

事業費
（千円）

30,199

担当部課

市内に土地、家屋を所有している個人及びマンションの管理者等で、市にスズメバチの
巣の除去処理業者として登録されている業者により巣の除去を行う場合、スズメバチ類
の巣の除去費用の一部を助成します。

備　　考

事業名

経済環境部
環境みどり課

まちづくり部
駅周辺対策課

事業費
（千円）

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。

事業名

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

事業名

14,986

目　　的

事業名 犬猫等管理事業

担当部課
経済環境部
環境みどり課目　　的

畜犬の適正管理と狂犬病の予防注射接種の徹底及
び正しい飼い方の意識啓発を行います。
猫の不妊及び去勢手術費用を助成することにより、
野良猫の増加、猫の苦情・被害等を防ぎます。

放置自転車対策　【総合戦略】

事業内容

①畜犬の新規登録等の手続きの適正な運用
②狂犬病予防注射接種の徹底
③飼い主のマナー向上のための啓発活動の実施
④飼い猫又は飼う予定の猫の不妊及び去勢手術費用の一部を事前申請により助成

備　　考
事業費
（千円）

2,256
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事業名 公共交通対策の推進　【総合戦略】

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
①要望・調査検討
②協議会における意見・情報交換
③海老名駅－寒川駅間路線バス実証運行・今後の運行について検討

備　　考
事業費
（千円）

20,807

事業内容
①コミュニティバスの運行管理を行い、利用状況等の検証を行います。
②上今泉ルート、海老名駅西口バス停の西口バスベイへの移行について検討するとと
もにＩＣカード読み取り機を導入します。

備　　考 73,412
事業費
（千円）

事業名 コミュニティバスの運行　【総合戦略】

担当部課

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マンション管理相談会を毎月１回実施(無償)
②住宅改修等助成事業の実施

目　　的

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 23,061
事業費
（千円）

まちづくり部
住宅公園課

担当部課

住宅政策　【総合戦略】事業名
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＜基本方針＞

①換地処分及び清算に向けた事業支援　　②土地区画整理組合の解散
③一部業務委託による特定公共施設維持管理（前半）
④指定管理制度の導入（後半）

備　　考 22,985
事業費
（千円）

事業内容
①上郷河原口線　　②市道５９号線　　③市道６１号線　　④市道６２号線
⑤市道３０７号線

備　　考

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。

事業内容

目　　的

事業名 海老名駅周辺道路整備の推進　【総合戦略】

担当部課
建設部
道路整備課目　　的

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。

1,327,112
事業費
（千円）

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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事業費
（千円）

37

海老名市中心市街地周辺地区の方針・構想・計画
の策定　【総合戦略】

備　　考

まちづくり部
都市計画課

目　　的
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。

事業名 電線共同溝の整備　【総合戦略】

目　　的

事業名

担当部課

事業内容

①海老名駅北口周辺地区等についての調整・協議
②海老名駅駅間地区についての協議
③海老名駅東口自由通路延伸についての検討
④海老名駅北口周辺地区におけるまちづくり検討組織の立ち上げ

備　　考

事業内容
海老名市地域公共交通協議会の一般社団法人化、運用、事業に関する負担金の執行
・会議開催（年４回程度）
・協議会発注工事の進捗管理

昭和48年開業の相模鉄道海老名駅の耐震化を含め
た建て替えや改札口の増設等に協力することで、乗
換の円滑化、混雑緩和等、利用者の安全性・利便性
の向上を促進します。また、地域のニーズに沿った
生活支援施設(保育施設)の整備を支援することで、
駅機能の高度化を図ります。

担当部課
まちづくり部
駅周辺対策課目　　的

電線類の地中化により、市街地の無電柱化を図り、
歩行者等の交通安全対策及び拠点市街地として相
応しい快適な都市空間の創造を図ります。

173,721

事業内容 市道1753号線において、電線共同溝の整備工事を行います。

備　　考 24,250

事業名 相模鉄道海老名駅総合改善連携事業　【総合戦略】

事業費
（千円）

事業費
（千円）

担当部課
建設部
道路整備課

- 76 -



事業内容 今後の調査、検討や設計を進めるため、関係機関との協議を行います。

事業名
海老名駅東口側自由通路の延伸等に向けた検討調
査　【総合戦略】

担当部課
まちづくり部
駅周辺対策課

目　　的
海老名駅東西の一体的かつ均衡あるまちづくりを目
指し、東口側の良好な歩行者ネットワークを構築しま
す。

事業内容 ①清掃業務の実施　　②施設の保守点検　　③大規模修繕に関する検討

備　　考
事業費
（千円）

80,838

事業名 海老名駅自由通路維持管理事業　【総合戦略】

担当部課
まちづくり部
駅周辺対策課目　　的

指定管理者による一括した維持管理を行い、海老名
駅自由通路の適正な維持管理を行い、利用者に安
全かつ良好な歩行空間を提供します。

備　　考
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備　　考
事業費
（千円）

9,734

事業名

事業内容

事業内容
①基礎的調査や事業の方向性の検討
②相鉄海老名駅北口広場整備に向けた関係機関との協議
③さがみ野駅前広場整備に向けた関係機関との協議及び調査

市街地の再開発　【総合戦略】

担当部課
まちづくり部
市街地整備課目　　的

駅前施設整備の推進　【総合戦略】

担当部課
まちづくり部
駅周辺対策課目　　的

地域拠点である市内各駅前における歩行者の利便
性向上、安全性確保、交通渋滞緩和及びにぎわい
創出等を図ります。

まちづくり部
市街地整備課目　　的

工業系の新市街地形成に向け、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。

厚木駅周辺市街地再開発等事業について、都市計画案の作成と事業計画を策定し、
準備組合を支援します。

備　　考
事業費
（千円）

9,084

事業名

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。

備　　考 17,050

事業名 工業系新市街地の整備促進　【総合戦略】

担当部課

事業費
（千円）

事業内容
①運動公園周辺地区の事業化推進及び支援（組合設立認可）
②横浜伊勢原線沿道西地区のガイドラインによる規制・誘導
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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。

備　　考 56,300

事業名 歩道整備事業　【総合戦略】

担当部課
建設部

道路整備課
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。

事業費
（千円）

162,400

事業名 さがみ縦貫道路関連道路の整備　【総合戦略】

担当部課
建設部

道路整備課目　　的

事業内容 市道３号線外２路線を整備します。

目　　的
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。

事業内容
①市道２号線外３路線の整備
②横須賀水道路（半原系統、有馬系統）の整備

備　　考
事業費
（千円）

事業内容
①市道53号線バイパスの整備
②市道62号線延伸外４路線の整備

備　　考 1,058,881

事業名 幹線・準幹線道路の整備　【総合戦略】

事業費
（千円）

担当部課
建設部

道路整備課

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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事業内容 東柏ヶ谷四丁目外10交差点に地点名表示板を設置します。

備　　考
事業費
（千円）

5,000

事業名 地点名標示整備事業

担当部課
建設部

道路整備課目　　的
信号機の設置された交差点の名称を解りやすくする
ことにより、利用者の利便性の向上を図ります。

事業内容 ＪＲ井戸坂踏切の冠水対策を継続するほか、踏切道拡幅に向け事業を進めます。

備　　考
事業費
（千円）

11,008

事業名 鉄道関連整備

担当部課
建設部

道路整備課目　　的
踏切事故の防止、道路交通の円滑化を図るため、踏
切の拡幅及び歩道整備により、鉄道との交差部にお
ける安全性の向上を図ります。

事業内容 市道４０号線外11路線を整備します。

備　　考
事業費
（千円）

69,450

事業名 一般生活道路の整備　【総合戦略】

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。
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事業内容 補修工事、路面清掃、道路照明灯の維持管理を行います。

備　　考 26,808

事業名 街路の適正な維持管理

担当部課
建設部

道路維持課目　　的

事業内容 補修工事、清掃、道路照明灯の維持管理を行います。

備　　考 133,689
事業費
（千円）

事業費
（千円）

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。

228,790

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。

道路施設の調査・改修を行います。

備　　考

街路の安全確保と、快適な環境を保全するため、適
切な維持管理を行います。

事業内容

事業費
（千円）

- 81 -



事業名 県道の整備促進

担当部課
建設部

道路管理課目　　的
県道の整備を促進することで交通渋滞の解消を図り
ます。また、安全対策についても促進します。

事業内容

①河原口中新田線（県道43号（藤沢厚木）以北）の早期整備要望の実施
②下今泉門沢橋線（河原口勝瀬線以北）の早期完成要望の実施
③県道22号（横浜伊勢原）の東河内交差点までの区間の拡幅整備要望の実施
④県道407号（杉久保座間）の小田急線座間14号踏切から県道40号までの区間の拡幅
整備要望の実施
⑤さがみグリーンライン（県道409号）の早期整備要望の実施

事業内容

首都圏中央連絡道路のうち、さがみ縦貫道路区間については、平成27年３月８日に全
線開通しました。首都圏の高速道路ネットワーク機能を確保するため、首都圏中央連絡
道路の全線開通に向け、県、期成同盟会及び民間団体を通じ、早期完成に向けて事業
者への要望を継続します。

備　　考 105,000

事業名 さがみ縦貫道路の整備促進

目　　的
担当部課

建設部
道路管理課

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。

事業費
（千円）

①前年度に実施した設計に基づき、補修工事を実施
②次年度の補修工事の設計を実施

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

事業内容

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。

高速道路利用料金体系を統一化し、料金の見直しを行うよ
う要望します。

事業費
（千円）

備　　考 256

備　　考
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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

備　　考

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。

事業名 社家岡田線整備の促進

事業内容

①東柏ケ谷近隣公園拡大、中部地区公園整備、大谷近隣公園防災整備機能強化の研
究・検討
②小規模公園再編計画の研究・検討  ③大規模公園等防犯ｶﾒﾗ設置の研究
④公園施設長寿命化改修整備

備　　考
事業費
（千円）

59,858

事業名 都市公園等の整備　【総合戦略】

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既存の公園を再整備
することで、自然とのふれあいの場・憩いの場として
の活用のみならず、高齢化や防災対応も考慮して幅
広い世代に親しまれる公園とします。

事業内容
県、期成同盟会及び民間団体を通じ、新東名高速道路の早期完成を事業者へ要望しま
す。

備　　考
目標年次を平成30年度として、海老名南JCT～厚木南IC区
間について早期完成と海老名以北の早期着手を要望しま
す。

事業費
（千円）

80

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

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。

担当部課
建設部

道路整備課
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事業内容
①雨水管渠等の整備
②排水路整備
③測量設計委託

備　　考
事業費
（千円）

387,715

事業名 公共下水道の整備（雨水）

担当部課
建設部
下水道課目　　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。

事業内容
①下水道ＢＣＰ計画の策定
②管渠等の状況調査・診断、補修・清掃

備　　考
事業費
（千円）

80,724

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。

事業内容

①汚水枝線管渠の整備
②私道内管渠整備
③公共汚水桝設置
④測量設計委託

備　　考
事業費
（千円）

182,278

事業名 公共下水道の整備（汚水）

担当部課
建設部
下水道課目　　的

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＞

事業名 交通安全施設の設置管理　【総合戦略】

担当部課
建設部
道路維持課目　　的

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(交通指導員一斉改選)
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違法駐車等防止巡視員による違法駐車防止業務の実施
⑥えびな安全・安心ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの開催　など

備　　考 14,254
事業費
（千円）

事業名 交通安全運動の推進　【総合戦略】

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。

道路交通安全施設の設置及び維持管理を行います。

備　　考 26,433
事業費
（千円）

事業内容

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

①地域自主防犯組織と関係団体との連携強化
②安全安心指導員配置とパトロール強化　　③防犯パトロール用品貸与事業
④防犯対策充実事業補助金交付　　⑤青パト実施団体等への補助金交付
⑥防犯啓発活動　　⑦緊急通報装置の維持管理　　⑧防犯灯電気料の支払い
⑨防犯灯のランプ切れについて、自治会での見守り通報を委託
⑩防犯灯修理及び新設

備　　考 52,451
事業費
（千円）

事業名 防犯対策の推進　【総合戦略】

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の運営
③青パト車による地域青色防犯パトロールの実施
④つきまとい勧誘行為等防止指導員の配置

備　　考 24,553
事業費
（千円）

事業名 安全安心まちづくり事業　【総合戦略】

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。

事業名 犯罪抑止対策事業　【総合戦略】

担当部課
市民協働部
地域自治推進課目　　的

防犯カメラの設置場所の検証を行い、必要な箇所へ
の設置に向けた取り組みを推進し、犯罪抑止力を高
めます。

事業内容
防犯のエキスパートから意見を伺いながら、必要な箇所へ防犯カメラの設置を進めま
す。

備　　考
【新規】
平成28年度は市内に防犯カメラを10台程度設置します。

事業費
（千円）

4,230
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事業名 交番設置の要望　【総合戦略】

担当部課
市民協働部
地域自治推進課

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

目　　的
さがみ野駅前交番設置に向けた協議と海老名駅西
口交番の早期新設の要望をすることで、市民の治安
維持及び安全性の向上を図っていきます。

事業内容 関係機関に対して設置要望を行っていきます。

備　　考

備　　考 8,849

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に努めてい
きます。

事業名

事業費
（千円）

消費生活相談　【総合戦略】

市民協働部
地域自治推進課目　　的

事業内容

- 87 -



＜基本方針＞

8,895

事業名 防災対策の充実　【総合戦略】

担当部課
市長室
危機管理課目　　的

事業内容

事業費
（千円）

事業名 危機管理の強化　【総合戦略】

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、全庁的な危機管
理体制の充実を図ります。

事業内容

備　　考

事業費
（千円）

①危機管理基本方針の検証
②危機管理計画及び国民保護計画の検証

備　　考 148

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自主防災組織の充実強化を図るための訓練への支援
④自主防災隊防災物品整備補助金の交付

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。

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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目　　的

市長室
危機管理課

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。

33,740

備　　考

事業名 避難設備の整備　【総合戦略】

担当部課

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。

事業名 河川の改修促進

担当部課
建設部
道路管理課目　　的

市内一級河川である相模川、永池川、目久尻川、鳩
川のうち、相模川及び永池川を河川改修要望の重
点河川として位置づけ、河川改修による住環境の保
全と地域の安全を確保を図ります。

備　　考

事業名 住宅耐震化の促進

事業内容

＜木造住宅＞
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
＜マンション＞
①耐震診断　②耐震改修工事の補助制度検討
＜緊急輸送補完路沿道建築物等＞
①緊急輸送道路の義務化路線の指定及び耐震化促進補助制度の構築に向けた検討

事業内容

①相模川改修：相模川水系河川環境管理基本計画に基づき、県の施策・予算に関する
要望を通じて整備促進要望及び随時事業進捗の確認を実施
②永池川改修：台風、大雨による氾濫が多発していることから、県の施策・予算に関す
る要望を通じて早期改修完了要望を実施

事業費
（千円）

担当部課
まちづくり部
都市計画課目　　的

事業内容
①非常用電源設備設置（更新３基）
②広域避難場所誘導標識設置（１基建替）

備　　考
事業費
（千円）

17,788
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27,179

備　　考

市長室
危機管理課

事業内容 北部公園体育館へ設置した地下水利用システムの適正な管理・運用を行います。

目　　的

地下水利用システムの適正管理

担当部課
大規模災害時の市民等の飲料水を確保します。

事業名 防災備蓄物品の整備　【総合戦略】

事業内容
①賞味期限がある食料の計画的な更新
②防災備蓄物品（非常時用排便袋等）の整備

事業名

備　　考

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、防災備蓄倉庫の適正管理を
図ります。

事業費
（千円）

市長室
危機管理課

担当部課

防災協力農地制度

担当部課
市長室
危機管理課

災害時における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します。

54

事業費
（千円）

事業内容
①防災協力農地指定公募
②当該農地に標識設置

備　　考

事業名

事業費
（千円）

7,776

目　　的
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調査決定された地区内の一筆地の筆界や利用状況を調査・測量し、国の認証を受け、
所轄法務局へ成果を送付し、公図の訂正や登記簿の修正が行われます。また、当該成
果は用地取得など、公共事業の円滑な推進にも寄与しています。

事業内容

事業名

42,919

備　　考
本事業は平成２５年度から３ヶ年、東日本大震災の影響に
より休止していましたが、平成２８年度より柏ケ谷地区の一
部を再開します。

事業費
（千円）

8,352

事業名 地籍調査事業

担当部課
建設部
道路管理課目　　的 地籍の明確化を図るために地籍調査を実施します。

①防災行政無線屋外子局の移設（1基）及び設置の見直し
②防災ラジオの有償配布、システム維持管理

事業内容

備　　考

6,099

目　　的

事業費
（千円）

防災行政無線の維持管理　【総合戦略】

担当部課
市長室
危機管理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。

事業内容
市内に既存する個人所有の井戸を、防災協力井戸として登録活用する制度の創設と、
井戸の少ない地域へのポンプ式汲み上げ井戸の整備を行います。

事業名 防災井戸整備事業　【総合戦略】

担当部課
市長室
危機管理課目　　的 災害時の生活用水を確保するため。

事業内容
感震ブレーカーに関するニーズ調査を実施し、支援制度の創設及び普及促進に向けた
取り組みを実施します。

備　　考
【新規】
平成28年度は感震ブレーカーに関するニーズ調査を実施
します。

事業費
（千円）

845

事業名 感震ブレーカー設置促進事業　【総合戦略】

担当部課
市長室
危機管理課目　　的

災害時等における火災の大きな要因である通電火
災を防止・抑制するため、木造住宅密集地における
出火防止対策の推進に向け、感震ブレーカーの設
置に関するニーズ調査を実施します。

備　　考
【新規】
平成28年度はポンプ式汲み上げ井戸を１基設置します。

事業費
（千円）
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＜基本方針＞

事業名 応急手当講習会の開催

担当部課

備　　考 3,455

消防本部
警防課目　　的

事業費
（千円）

市民や事業所従業員などに応急手当法を普及さ
せ、救命率の向上を図ります。

事業内容
①普通救命講習Ⅰの開催　　②普通救命講習Ⅱの開催
③普通救命講習Ⅲの開催　　④上級救命講習の開催
⑤親子普通救命講習の開催

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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事業内容 ①各車両の維持管理

備　　考
事業費
（千円）

16,219

事業名 消防車両維持管理　

担当部課
消防本部
警防課目　　的

消防業務を円滑、確実に遂行するため、消防本部・
消防署・消防団が保有する各車両を適正に維持管
理します。

備　　考 14,754
事業費
（千円）

事業内容
①宅地開発等水利不足地域へ消火栓を計画的に設置
②経年劣化の防火水槽の撤去

事業名 消防水利の設置

担当部課
消防本部
警防課目　　的

消防水利の基準に基づき、消防水利施設の充実を
図ります。

備　　考 47,835
事業費
（千円）

事業内容
①広報車（広報２）の更新　②救急車（救南１）の更新
③指令車の更新　④ローリー（灯油）の更新

複雑多様化する災害に対応するため、消防自動車
等を計画的に更新し、消防・防災力の強化を図りま
す。

目　　的

消防車両整備事業

担当部課

事業名

消防本部
警防課
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事業内容
①消防出初式・市操法大会実施
②県操法大会への参加
③装備の充実・強化

備　　考
事業費
（千円）

23,234

事業名 非常備消防活動の推進

担当部課
消防本部
警防課目　　的

市民の安全・安心を守るため、消防団の装備充実や
士気高揚を図り、消防、防災力の充実強化に努めま
す。

事業内容
①消防協力員制度の推進
②消防団員ＯＢの加入促進活動
③消防協力員の活動サポート（被服貸与等）

備　　考 2,087
事業費
（千円）

事業名 消防協力員制度の運営

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
④福利厚生施設との提携

備　　考 40,758
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研修会の実施　　②課外活動の実施
③消防操法大会への参加　　④消防出初式への参加

備　　考 838
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
を育成します。

事業内容
①研修会の実施　　②総合防災訓練への参加
③えびな安全・安心フェスティバルへの参加　　④視察研修の実施
⑤春秋季火災予防運動広報の実施

備　　考 1,172
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屋内消火栓指導会の実施
④防火ポスターコンクールの実施　　⑤春・秋火災予防運動の実施

備　　考 1,179
事業費
（千円）

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補助及び補助内容の継続実施

備　　考 24,612

本事業の補助対象設備
①太陽光発電施設　　②定置用リチウムイオン蓄電池
③エネファーム　　④電気自動車
⑤急速充電可能ハイブリッド自動車　　⑥燃料電池自動車

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、えびなっ子スクール、事業所
講習会）
②環境フェスティバルの実施（展示、講演会、エコカー＆エコドライブフェスタ）
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 5,500
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
③認証更新（旧規格）　　④マニュアル改定（新規格適合）

備　　考 3,063
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 1,322
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大気・水質等の環境測定調査　　②工場・事業場排水等の調査
③定期パトロール　　④自動車騒音常時監視

備　　考 7,680
事業費
（千円）

経済環境部
環境みどり課

事業名 大気汚染・騒音対策、排水対策

担当部課
目　　的

大気汚染や騒音、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国分第五緑地防護柵設置工事
③花とみどりの写真及び緑化ポスターコンクール開催

備　　考 21,417
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
厚木基地周辺自治体で構成される各種協議会等に参加し、基地問題に係る情報共有、
航空機騒音関する要請活動等を行います。また、航空機騒音測定・収集と併せて苦情
件数の報告を行い、実態を訴えます。

備　　考 6,344
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。
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＜基本方針＞

事業内容
①市民向け意識啓発・講座・学習会
②多量排出事業所の学習会・指導

備　　考 6,062
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、全体の年間焼却量26％削
減、一人1日当たりの焼却量36％削減、リサイクル資
源化率40％の目標を達成します。なお、事業系ごみ
は平成39年度までに平成22年度実績比から1,700t
の削減目標を達成します。

事業内容
①収集車両の更新（塵芥車３t車２台）
②収集人員・体制の見直し

備　　考 61,674
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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事業費
（千円）

事業内容 効率的な収集コースの見直しを行います。

備　　考 2,274平成30年度：し尿収集車両を更新予定

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。

事業内容

①家庭及び業務用生ごみ処理機の普及促進
②生ごみ水切りの促進
③公共施設での業務用生ごみ処理機設置数拡大
④事業系生ごみ処理方法について研究

備　　考 3,581
事業費
（千円）

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 39,788
事業費
（千円）

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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事業内容 施設のあり方について調査、研究を行います。

備　　考

事業名 リサイクルプラザ建設事業

担当部課
経済環境部
資源対策課目　　的

リサイクルプラザのあり方について研究を行い、必要
に応じて候補地や設備内容について検討します。

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

平成28年度に設備の耐用年数が超過するため、資
源物の処理能力の拡充、作業環境の改善、周辺環
境への影響抑制、動線の確保等を検証し、適正な資
源化センターを整備します。

事業内容
①事業者決定
②基本設計・詳細設計

備　　考

事業名

事業費
（千円）

3,220
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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＞

事業内容

①地産地消・地場農産物消費拡大（ふれあい農業・観光農業）の推進（野菜のもぎ取り・
掘り取りの実施、かかしまつり及び農業まつり開催の支援）
②営農資金・かながわ都市農業推進資金借入者に対する利子補給の実施
③野菜の安定的な生産出荷を図る制度参加農家に対する助成
④農地の多面的機能に着目し、農地としての土地利用が継続される区域について、そ
の営農等に対する交付金の支給
⑤環境保全を効果的に実施し、安心安全な地場農産物の提供を促進する農業者等へ
の交付金の支給
⑥市農業再生協議会が行う、経営所得安定化対策の実施に対する助成

備　　考 71,738

事業名 地域営農活動の促進　【総合戦略】

担当部課
経済環境部
農政課目　　的

農業としての新鮮な野菜の供給だけでなく、緑と景観
の維持、防災空間の確保などの都市農業の持つ多
面的な機能を維持するため、市内農業経営の安定、
優良な農地の維持保全を図ることを目的とし、農家
への助成を実施します。

事業費
（千円）

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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備　　考

2,168
事業費
（千円）

担当部課

事業内容
①市南部拠点施設における事業の推進
②市北部拠点施設の検討

備　　考

事業内容

①地元要望に対応した農業基盤（水路、道路等）の整備と維持補修
②平成23年度に指定した農用地区域（本郷上谷津・中谷津地区）の農業基盤整備
　（第１工区の農業用水路の整備（工区を３区分し、平成27年度から29年度までの３カ年
で整備工事を予定）

目　　的

農業振興地域内の農業用道路・用排水路・水田用暗
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

農業の維持と優良農地の保全の一助となるため、農
機具の共同利用をはじめ、受委託や農業者自らが行
うための米穀の乾燥・籾摺り作業を行う環境を整備
することにより、作業の効率化、農家負担の軽減など
を図ります。

備　　考 3,318
事業費
（千円）

事業名 農業振興対策の推進　【総合戦略】

経済環境部
農政課目　　的

農業の持続的発展のため、後継者の育成をはじめ、
中心的役割を担う農家への支援を行うことで農業の
持続的発展に寄与します。また、海老名の農業振興
のため地産地消を推進します。

事業名

事業費
（千円）

農業基盤整備事業　【総合戦略】

89,239

担当部課
経済環境部
農政課

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
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事業費
（千円）

事業内容 市民農園の開設及び管理運営を行います。

備　　考

事業名 市民農園の推進　【総合戦略】

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。

4,487

事業内容

事業名 農業の活性化

担当部課

事業名 畜産経営への支援

担当部課
経済環境部
農政課目　　的 食の安全確保と畜産経営の安定を図ります。

①家畜伝染病発生防止のための検査、予防接種への助成
②関係機関との連携による環境対策等の指導

備　　考
事業費
（千円）

3,193

経済環境部
農政課目　　的

耕作放棄地の有効活用等を行い、農業の衰退を止
めます。

事業内容 神奈川県のブランド野菜である津久井在来大豆の生産性や収益性を検証します。

備　　考
事業費
（千円）

1,399

事業名 農業団体等との連携強化　【総合戦略】

担当部課
経済環境部
農政課目　　的

首都圏近郊の都市農業としての課題、農業の振興に
関する施策を円滑に実施できるよう農業団体との連
携を図ります。

事業内容
担い手の育成、優良農地の保全、経営の改善等、農業を取り巻く課題に対する検討と協
議を行います。

備　　考
事業費
（千円）

1,328
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事業内容

都市農業を安定的に継続させるため、地産地消を強力に進めます。
①海老名産農産物直売コーナーの設置
②海老名産イチゴブランド化事業の推進
③学校給食差額分の補助
④海老名産農産物の直売イベントの実施
⑤市内公共施設の植栽帯への海老名産花壇苗の提供
⑥海老名の花の市内児童・生徒へのPR

備　　考

【新規】
平成28年度は大手量販店への海老名産農産物直売コー
ナーの常設化を推進するほか、海老名産イチゴのブランド
化を目的とした「海老名イチゴまつり」の開催、海老名産花
きの市内児童・生徒へのPRなど、新たな取り組みを展開
し、農業の安定的な継続を推進します。

事業費
（千円）

9,626

事業名 都市農業の推進

担当部課
経済環境部
農政課目　　的 都市農業の安定的な継続を推進します。
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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再整備に向け、商店街店主など権利者の合意
形成を図るとともに、今後も主要法人地権者と協議を行いながら、策定に向けた取り組
みを行います。

備　　考
国分寺台中央商店街の既存店舗の状況を注視しながら、
引き続き協議を続けます。

事業費
（千円）

10

事業名 商店街活性化にむけた調査研究事業

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。

事業内容
街路灯の電気料と維持管理費の補助及び街路灯の設置費、補修費及び撤去費の補助
を行います。

備　　考 4,541
事業費
（千円）

事業名 商店街共同施設維持管理費の支援

担当部課
経済環境部
商工課目　　的

共同施設の維持管理費及び施設設置費を助成し商
業振興を図ることで、消費者が楽しく安全に買い物が
出来る商店街を目指します。

備　　考 300

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 480

事業名 名産品の開発・販売の促進　【総合戦略】

目　　的
新たな海老名市の名産品の開発・販売促進及びいち
ごわいん・銘菓・吟味豚等の販売促進の充実を図り
ます。

事業名 商店街の元気復活　【総合戦略】

担当部課
経済環境部
商工課

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。（事業実施は
商工会議所への支援の中で実施）

目　　的 魅力ある商店街の形成に向け、取り組みます。

担当部課
経済環境部
商工課

事業費
（千円）

事業費
（千円）
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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）。また、市内ものづくり
系企業に対して、創業環境等に関するニーズ調査や工業系用地を創出するための適地
選定に向けた研究を実施します。

備　　考 3,819
事業費
（千円）

【新規】
平成28年度は工業系土地利用方針を検討します。

事業内容 中小企業振興支援やものづくり探訪隊（工場見学）を実施します。

備　　考 7,223
事業費
（千円）

事業名 中小企業振興対策　【総合戦略】

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。

事業名 事業融資資金の充実　【総合戦略】

担当部課
経済環境部
商工課

事業名 企業立地の促進　【総合戦略】

担当部課
経済環境部
商工課目　　的

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。

目　　的

中小企業の事業活動に必要な資金や新たに事業を
創業しようとする者への運転資金や設備資金を融資
することによって、中小企業者等への支援と経営の
安定及び健全な企業の発展を図ります。

事業内容 商工組合中央金庫に融資資金を預託して、中小企業への融資利便を図ります。

備　　考
事業費
（千円）

20,000
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事業内容
市中小企業事業資金及び県経営安定資金を利用した中小企業者に対する信用保証料
の一部を補助します。

備　　考
事業費
（千円）

14,700

事業名 中小企業信用保証料補助の充実　【総合戦略】

担当部課
経済環境部
商工課目　　的

中小企業の事業活動に必要な資金融資の円滑化を
図ると共に、経営基盤の近代化を促し、企業の健全
な発展に資するため、信用保証料の補助を行いま
す。

事業内容

市中小企業事業資金・小規模事業者経営改善資金を受ける事業者に利子額の一部の
補助します。
①市中小企業事業資金
金融機関への利子補給：市と金融機関との契約金利と貸出実行金利との利子差を補助
②小規模事業者経営改善資金
小規模事業者経営改善資金の利用者：金融機関に支払った利子額の50%以内を利子補
助

備　　考
事業費
（千円）

68,088

事業名 中小企業資金融資利子補給の充実　【総合戦略】

担当部課
経済環境部
商工課目　　的

市中小企業事業資金、小規模事業者経営改善資金
を受けた中小企業者に対し利子の一部を補助し返済
負担の軽減を図ります。
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備　　考

①(仮称）海老名市にぎわい振興審議会の設置
②名産・名所、回遊ルート等の選定・ＰＲ
③にぎわいガイドブックの作成　　④にぎわい振興の実証実験
⑤ブックカバーPR事業　　⑥えびな元気ナビの維持管理

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 26,430
事業費
（千円）

9,020

事業名 にぎわい振興事業の促進　【総合戦略】

担当部課
経済環境部
商工課目　　的

海老名市に多くの人々が繰り返し訪れ、ショッピング・
映画鑑賞・グルメ・史跡散策等を楽しみ、市内全体が
経済的に潤うことを目指します。

事業内容

【新規】
平成28年度は名産・名所、回遊ルート等を選定し、市内外
に市のPRを行うなど、にぎわいの創出を図ります。

事業費
（千円）

事業名 商工会議所への支援　【総合戦略】

担当部課
経済環境部
商工課目　　的

- 112 -



＜基本方針＞

事業内容
障がい者雇用の実績を踏まえて、さらに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 2,370
事業費
（千円）

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
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。

事業費
（千円）

備　　考 4,053

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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事業内容 建築業に必要な基礎学科や実技等の習得にかかる支援を行います。

備　　考
事業費
（千円）

85

事業名 職業訓練校への支援

担当部課
経済環境部
商工課目　　的

建築産業に従事する技能後継者の育成や優秀な建
築技能士を養成します。

事業内容 中央労働金庫への運用資金の貸付けを行います。

備　　考
事業費
（千円）

135,000

事業名 勤労者資金融資の充実

担当部課
経済環境部
商工課目　　的 市内勤労者の福祉の増進と生活の安定を図ります。

3,011

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

備　　考

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）に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海老名市の魅力情報の発信
②ホームページでの情報提供

備　　考 10,142
事業費
（千円）

事業名 広報充実事業　【総合戦略】

担当部課
市長室
情報発信課目　　的

市民にまちの価値や愛着を感じてもらうよう、「海老
名市の魅力情報」を発信します。

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刊行物による市勢情報の発信
④既存情報発信媒体の見直し　　⑤新規情報発信媒体の検討

備　　考 50,291
事業費
（千円）

事業名 広報発行事業　【総合戦略】

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。

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チラシの作成・配架　　②新聞広告等の掲載
③大学生に対する定住促進策の検討・実施

備　　考

【新規】
転居先として海老名市を選んでいただくために、交通の利
便性や子育て支援策の充実等、まちのポテンシャルを活か
したPRを行います。また、定住促進につながる施策を検討
します。

事業費
（千円）

5,139

事業名 シティプロモーション推進事業　【総合戦略】

担当部課
財務部
企画財政課目　　的

少子高齢化が急速に進展し、将来的には生産年齢
人口の減少が見込まれることから、海老名市の魅力
を戦略的に発信し、海老名市の都市イメージを高め
ることで転入者及び定住人口の拡大を図ります。

事業内容
①行政メールサービスの運用　　②コミセン等に設置のフリースポットサービスの運用
③施設予約、電子申請・届出システムの運用　　④共同開発・アウトソーシングの調査・
研究

備　　考 17,250
事業費
（千円）

事業名 地域情報化の推進

担当部課
市長室
ＩＴ推進課目　　的

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用して、情報化社会（ユビ
キタス社会）にふさわしい市民生活を支援するため
のサービスの提供を目指します。また、市民が積極
的に市政に参加できるシステムの導入を検討すると
ともに、他自治体との連携もしくは共同による情報化
システムの構築を行います。

事業名 イメージキャラクター活用事業　【総合戦略】

担当部課
市民協働部
文化スポーツ課目　　的

市のイメージキャラクター「えび～にゃ」を通して、全
国に海老名市の魅力を発信し、海老名市が「快適に
暮らす　魅力あふれるまち」であることをPRします。

事業内容
①市内外で行われる各種イベントへの参加
②インターネットを活用した「えび～にゃ」からの市の魅力及び情報の発信
③着ぐるみ貸出の推進と事前動作講習会の充実

備　　考
事業費
（千円）

1,330
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事業内容
①学校基本調査の実施
②経済センサス調査区の管理及び活動調査の実施
③神奈川県人口統計調査、神奈川県年齢別人口統計調査の実施

備　　考
事業費
（千円）

4,068

事業名 各種統計調査事業

担当部課
市長室
ＩＴ推進課目　　的

国の各種行政施策立案等の基礎資料作成のための
基幹統計調査を実施します。また、神奈川県統計調
査条例に基づき、海老名市の人口と世帯及び年齢
別人口統計調査を実施します。

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 5,575
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市政コメンテーターの公募を行い、市事業についての意見聴取実施
②市政アンケートによる意識調査の隔年実施
③陳情・要望の受付

備　　考 288
事業費
（千円）

事業名 調査広聴事業　【総合戦略】

担当部課
市民協働部
地域自治推進課目　　的

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。
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＜基本方針＞

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。

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
平成26年度、27年度に引き続き、施策評価を実施します。
また、平成27年度に実施した海老名市かがやき持続総合
戦略事業についても評価を実施します。

【新規】
平成28年度は市が支出する各種補助金の適正化に向け、
事業の目的、効果、算出基準、妥当性など、補助金の交付
基準及び見直し基準に基づき検証を行います。

事業名

事業内容
①第６次行政改革大綱の進行管理　　②公共施設有料化の検討
③補助金の適正化に向けた見直し　　④地方分権改革に伴う情報収集
⑤権限移譲事務に係る調整

備　　考 3,417
事業費
（千円）

事業名 行政改革の推進

担当部課
財務部
企画財政課

行政評価の推進

担当部課
財務部
企画財政課目　　的

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。

事業費
（千円）

2,381

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。

- 120 -



事業内容
個人番号カードの交付、管理、運用を行います。また、個人番号カードの市独自利用を
可能にし市民の利便性を高めます。

備　　考
【新規】
平成28年１月からマイナンバー制度が開始されたことに伴
い、新規事業として実施します。

事業費
（千円）

50,114

事業名 個人番号カード関連事業

担当部課
市民協働部
窓口サービス課目　　的

国民生活を支える社会基盤としての社会保障・税番
号制度導入のため。

事業内容
①ふるさと納税の実施にかかるPR活動
②返礼品事業の実施

備　　考

【新規】
平成28年度から返礼品事業を実施し、本市の知名度向上
と地元特産品のPR、販路拡大に伴う地元企業の活性化を
図ります。

事業費
（千円）

5,400

事業名 ふるさと納税推進事業

担当部課
財務部
企画財政課目　　的

市外の方からの寄附の受入れを推進し、歳入の確
保に努めるとともに、地域経済の活性化に寄与しま
す。

備　　考
事業費
（千円）

8,046

49,627

事業名 統合ＯＡシステム推進事業

担当部課
市長室
ＩＴ推進課目　　的

市民に「より早く、より簡単に、より質の高い」行政
サービスが提供できるよう、行政情報の高度化、効
率化を図り、電子市役所としての機能をさらに向上さ
せます。

事業内容
①総合事務処理システムの運用　　②システム等の一部更新
③全庁対応型地理情報システムの維持管理　　④オンラインストレージサービスの運用

目　　的

事業内容

公共施設マネジメント策定事業　【総合戦略】

「公共施設再編計画」を策定することにより、長期的に持続可能な公共施設のマネジメ
ント方針を明らかにします。

備　　考
事業費
（千円）

公共施設白書の策定により明らかとなった課題を整
理し、市の公共施設が将来にわたり、しっかりと維持
できるようにマネジメントします。

担当部課
財務部
企画財政課

事業名
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事業内容
①納税通知書や申告書の印刷・送付
②原動機付自転車のご当地ナンバープレートの交付

備　　考
事業費
（千円）

4,410

事業名 諸税賦課事務　

担当部課
財務部
市民税課目　　的 適正かつ公平な課税を行います。

事業費
（千円）

政策課題への対応事業名

140

担当部課
財務部
企画財政課目　　的

備　　考

事業内容
①新政策の調査・研究
②国・県への要望活動
③市長タウンミーティングの実施

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。
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備　　考
事業費
（千円）

101,577

目　　的

事業内容

担当部課
消防本部
消防総務課

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、部隊出動指
令、無線統制を共同運用することで市民サービスの
向上、消防行財政の効率化を図ります。

海老名市・座間市・綾瀬市消防指令センターの運用及び維持管理（システム保守、点検
等）を行います。

事業名 消防通信指令事務協議会の運営　【総合戦略】

担当部課
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　【総合戦
略】

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

経済環境部
資源対策課

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。

事業名 ごみ処理広域化実施計画の推進　【総合戦略】

事業名

事業内容

目　　的

①ごみ処理広域化実施計画の推進
②次期循環型社会形成推進地域計画の策定

担当部課
経済環境部
資源対策課目　　的

備　　考

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

高座清掃施設組合運営への参画と支援　【総合戦
略】

備　　考 871,746
事業費
（千円）

事業内容
①課題の抽出　　②課題への調査研究
③近隣市との課題調整　　④各種施策・事業の情報共有

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支援

事業名

備　　考

- 123 -



- 124 -



１ 目標指標一覧

２ 平成27年度に終了した実施計画事業

３ 平成28年度に統合する実施計画事業
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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26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 健康手帳の交付者数 人 1,517 1,550

2 健康教育参加者数 人 10,042 10,050

3 健康相談参加者数 人 750 2,000

4 食育関連事業参加数 人 4,438 4,500

5 各種がん検診の受診率 ％ 10.9 15.0

6 肝炎ウィルス検査節目年齢者の受診者数 人 1,329 1,500

7 Ａ類疾病予防接種の接種率 ％ 66.5 85.0

8 Ｂ類疾病予防接種の接種率 ％ 23.1 35.0

9 予防接種モバイルサービス登録率（新生児） ％ － 20.0

10 成人歯科健康診査の受診率 ％ 1.3 3.0

11 特定健康診査の補完診査の受診率 ％ 31.4 36.0

12 通所型介護予防事業の参加者数（延数） 人 1,334 1,400

13 えびな健康づくり講座受講者数 人 156 300

14 健康えびな普及員活動参加者数 人 4,041 4,050

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26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 ふれあいランチ参加者数 人 287 400

2 ゆめクラブ会員数 人 2,872 2,960

3 シルバー人材センター登録会員数 人 884 909

4 ひとり暮らし高齢者等の配食サービス利用者数 人 234 411

5 ひとり暮らし高齢者等の緊急通報利用者数 人 284 387

6 介護ボランティア活動数 人 111 150

7 地域包括支援センター利用者数（延数） 人 20,034 26,029

8 地域包括支援センターでの相談件数（延数） 人 34,811 43,623

9 敬老のつどい参加者数（75歳以上） 人 3,521 3,809

10 医療介護市民講演会参加者数 人 97 150

３．誰もがいきいきと暮らせるまちづくり

年度 平成26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 ぬくもり号利用者数 人 22,091 28,000

2 地域福祉活動推進事業参加者数 人 7,904 9,000

3 地域生活支援に係る各種サービス利用延べ人数 人 8,380 9,900

4 福祉的就労協力事業所 箇所 1 5

5 生活保護受給者における就労開始率 ％ 56.2 62.5

４．健全な心と身体を築くスポーツの振興

年度 平成26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 各種スポーツ大会参加者数 人 17,086 28,994

2 体育協会加盟者数 人 7,986 8,100

3 レクリエーション協会加盟者数 人 460 500

4 少年少女スポーツクラブ加盟者数 人 2,435 2,000

5 無料開放による児童の屋内プール利用者数 人 17,304 25,000

6
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 664,504 680,000

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26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 地域づくり事業補助件数 件 50 56

2 動物とのふれあい事業（イベント）の参加者数 人 38,212 52,560

3 自治会加入世帯数 世帯 38,820 38,500

4 くらしのセミナーの参加者数 人 158 150

5 釣り堀（杉本小学校プール跡）の入場者数 人 4,601 5,000

6 市民活動推進補助金交付件数 件 5 8

7 審議会、委員会の公募委員の割合 ％ 26.5 30.0

8
都市間交流協会事業における白石市・登別市への
訪問人数

人 373 400

9 えびな市民活動センターの利用者数 人 162,351 304,800

10 還暦式の来場者数 人 930 900

２．人々が尊重し合う社会の実現

年度 平成26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 人権啓発講演会の参加人数 人 210 150

2 人権リーフレットの配布枚数 部 4,700 4,700

3 審議会等の女性委員の構成比率 ％ 27.5 30.0

4 男女共同参画関連講座の参加人数 人 330 400

5 DV・女性相談の延べ件数 人 360 360

6 平和事業参加者数 人 330 300

7 戦争を語り継ぐパネル展閲覧数（入場者、生徒数等） 人 1,000 800

8 国際化政策に係る交流会の参加者数 人 50 55

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26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 市民講座の受講者数 人 234 1,125

2 市民文化祭入場者数 人 12,314 18,000

3 市民音楽祭入場者数 人 950 3,000

4 芸術文化鑑賞会入場者数 人 1,318 2,000

5 文化財体験講座の参加者数 人 124 150

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26年度 平成28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 1,459 1,500

2 妊産婦及び乳幼児の健康教育参加者数 人 2,648 3,000

3 妊産婦・新生児訪問指導実数 人 2,221 2,300

4 妊婦健診受診率 ％ 95.9 96.0

5 ４か月児健診受診率 ％ 97.6 98.0

6 ３歳６か月児健診受診率 ％ 93.9 94.0

7
子育て支援施設型給付費の補助対象保育所児童受
入数

人 1,040 1,149

8 ファミリーサポートセンター利用者数 人 2,965 3,100

9 病後児保育利用者数 人 114 120

10 子育て支援センター利用者数 人 35,114 43,000

２．元気な「えびなっ子」を育むまちづくり

年度 平成26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 成人式参加者数 人 947 1,000

2 あそびっ子クラブ参加者数（延べ人数） 人 66,570 67,000

3 まなびっ子クラブ参加者数（延べ人数） 人 － 20,000

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26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 家庭教育学級、ＰＴＡ研修等の参加人数 人 3,052 2,000

2 家庭と地域の教育を考えるつどいの参加人数 人 176 200

3 少人数学級を実施した学級数 クラス 13 15

4 部活動の指導者派遣回数 回 3,259 3,500

5 教育セミナー参加者数 人 11 20

6 特別支援教育に係る研修会の参加者数 人 260 230

7 小中学校への日本語指導講師の指導時間数 時間 2,023 2,000

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26年度 平成28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 美化推進重点地区の指導件数 件 716 300

3 えびなクリーン作戦等一斉清掃活動参加者数 人 2,000 2,000

4 放置自転車等移動台数 台 929 1,700

5 有料自転車等収容台数 台 4,113 4,300

6 狂犬病予防注射済頭数 頭 5,684 6,300

7
コミュニティバスの一日平均利用者数
※平成26年９月末で本郷ルート廃止

人 702 675

8 海老名駅－寒川駅間路線バス実証運行利用者数 人 10,426 30,000

２．にぎわいと活力のある元気なまちづくり

年度 平成26年度 平成28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 ％ 86.0 100.0

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26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 市民一人あたりの公園面積 ㎡ 5.16 5.16

2 雨水排水施設整備面積率 ％ 42.3 42.9

3 下水道普及率 ％ 95.5 95.8

4 街路の照明灯改修箇所数 箇所 25 30

４．市民生活を守る安全安心なまちづくり

年度 平成26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 交通事故件数 件 463 460

2 交通安全教室参加人数 人 4,080 4,100

3 安全安心フェスティバル参加人数 人 8,000 8,000

4 犯罪認知件数 件 1,055 999

5 青パト実施団体数 団体 6 6

6 消費生活相談件数 件 984 1,000

7 消費生活講座の参加人数 人 360 500

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26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 自主防災訓練参加者数 人 4,013 4,300

2
防災協力農地指定数
※防災協力農地指定の公募は平成26年度～

件 － 2

3 耐震改修工事費の補助件数 件 3 4

4 防災行政無線の難聴に対する苦情件数 件 20 22

5 地籍調査実施進捗率 ％ 21.7 21.8

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26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 救命講習受講者数 人 1,128 1,200

2 ＡＥＤ講習受講者数 人 4,303 4,400

3 消防団員数 人 204 213

4 消防訓練参加人数 人 45,678 46,000

７．地球環境に配慮した低炭素社会への転換

年度 平成26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 太陽光発電施設設置補助件数 件 166 170

2
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

％ 81.0 95.0

3
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 58 56

4 自然緑地保全区域指定面積 ㎡ 169,351 169,351

5 花とみどりの写真コンクール参加者数 人 77 80

８．環境負荷が少ない循環型社会の形成

年度 平成26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 ごみの全焼却量（家庭・事業） トン 27,321 26,881

2 事業系ごみの焼却量 トン 7,185 6,133

3 資源化リサイクル率 ％ 32.5 37.9

4
耐用年数を考慮して想定される稼働中の生ごみ処理
機による削減量（家庭・業務用）

トン 20 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26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 認定農業者総数 人 55 57

2 農作業受託面積 ha 31 32

3 畦畔除去面積 アール 0 100

4 農業用道路及び用排水路等の整備箇所数 箇所 1 4

5 朝市の来街者数 人 2,620 5,000

6 商店街活性化に向けた研究会の参加者数 人 6 3

7 誘致した企業数(累計) 社 10 11

8 中小企業への支援件数（環境に配慮した助成件数） 件 13 12

２．安心して働ける労働環境の充実

年度 平成26年度 平成28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 46 50

2 勤労者住宅資金利子補給の申請者数（新規） 人 22 30

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 68 80

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 595 600

目標指標名

目標指標名
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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26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 ホームページのアクセス件数 件 827,681 830,000

2 えびなメール利用登録者数 人 17,510 18,750

3 海老名市への転入者数 人 5,770 6,000

3 市政コメンテータによるアンケートの回収率 ％ 82.9 100.0

２．持続可能な都市経営の推進

年度 平成26年度 平成28年度

単位 実績 目標

1 行政改革大綱の進捗率 ％ 43.6 80.0

2 ふるさと納税（市外からの）寄附金額 千円 － 10,000

目標指標名

目標指標名
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２　平成27年度に終了した実施計画事業

①住民基本台帳ネットワークシステムの運用

②公立保育園の建設等

③海老名市プレミアム付商品券発行支援事業

④森の楽校推進事業

⑤ロマンスカー海老名駅停車実現市民総力作戦

⑥海老名駅自由通路の整備（小田急・ＪＲ駅間部）

⑦海老名駅自由通路の整備（西口部）

⑧JR相模線社家駅周辺整備

平成27年12月末をもって住民基本台帳カード（住基カード）の発行が終了し、今後はネットワー
クシステムの保守及び維持管理を継続して実施していくことになることから、事業としては継続
するものの本実施計画では終了した事業とする。

平成27年度は中新田保育園に増築棟を建設したが、この建設が完了したことに伴い、今後は公立
保育園の維持管理を継続して実施していく。

えびなの森創造事業の森づくりを引き継ぐ市民組織「森の楽校」の運営の財政的支援等を行って
きたが、平成27年４月22日に森の楽校がＮＰＯ法人化したことにより事業終了とする。

小田急ロマンスカーの海老名駅停車を目指し、小田急電鉄㈱に要望活動を実施してきたが、平成
28年３月のダイヤ改正から停車することが発表されたため、事業完了とする。

市内の消費喚起や地域経済の活性化を目的として、平成27年度はプレミアム付商品券（えびな
“元気”商品券）の発行に対し、支援を行いました。今後は事業の効果を検証するとともに、今
後の発行に向けて研究を行っていくものとし、本実施計画では事業終了とする。

歩行者、自転車、送迎用自動車の交錯を防ぎ、安全性と利便性の向上を図ることを目的に社家駅
に駅前広場等を整備してきたが、一定の整備が完了したことから本実施計画では終了した事業と
する。

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駅間部自
由通路の整備を実施してきた。平成27年10月のまち開きに合わせて使用開始され、工事が完成し
たことから事業完了とし、今後は維持管理を継続して実施していく。

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
を実施してきた。平成27年10月のまち開きに合わせて使用開始され、工事が完成したことから事
業完了とし、今後は維持管理を継続して実施していく。
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３　平成28年度に統合する実施計画事業

○地域営農活動の促進

○生産・流通・出荷関連施設等整備の支援

○環境保全型農業の支援

○野菜価格の安定対策

○農業事業資金の利子補給

○えびな愛農事業の推進

○ふれあい農業・観光農業の推進

○農産物地場消費拡大の推進

○鳥獣対策

⇒地域営農活動の促進

○農業基盤整備事業

○水田区画の拡大

⇒農業基盤整備事業

○農業団体等との連携強化（H27実施計画対象外）

○学校・地域との農業の連係推進

⇒農業団体等との連携強化

○放置自転車対策

○放置自転車等防止巡回

⇒放置自転車対策

○子育てフェスティバルの開催

○子育て支援センター活動事業

⇒子育て支援センター活動事業

平成27年度に実施した事業を以下のとおり統合します。
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４　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 広報発行事業 117

市長室情報発信課 広報充実事業 117

市長室ＩＴ推進課 地域情報化の推進 118

市長室ＩＴ推進課 各種統計調査事業 119

市長室ＩＴ推進課 統合ＯＡシステム推進事業 121

市長室危機管理課 危機管理の強化 88

市長室危機管理課 防災対策の充実 88

市長室危機管理課 避難設備の整備 89

市長室危機管理課 防災協力農地制度 90

市長室危機管理課 防災備蓄物品の整備 90

市長室危機管理課 地下水利用システムの適正管理 90

市長室危機管理課 防災行政無線の維持管理 91

市長室危機管理課 防災井戸整備事業 91

市長室危機管理課 感震ブレーカー設置促進事業 91

財務部企画財政課 厚木基地航空機騒音対策 98

財務部企画財政課 シティプロモーション推進事業 118

財務部企画財政課 行政改革の推進 120

財務部企画財政課 行政評価の推進 120

財務部企画財政課 公共施設マネジメント策定事業 121

財務部企画財政課 ふるさと納税推進事業 121

財務部企画財政課 政策課題への対応 122

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 123

財務部市民税課 諸税賦課事務　 122

市民協働部市民活動推進課 市民活動の推進 41

市民協働部市民活動推進課 市民参加の推進 41

市民協働部市民活動推進課 えびな市民まつり 41

市民協働部市民活動推進課 都市間交流の推進 41

市民協働部市民活動推進課 えびな市民活動センターの維持管理 42

市民協働部市民活動推進課 還暦式の開催 42

市民協働部市民活動推進課 人権意識の啓発 43

市民協働部市民活動推進課 男女共同参画の推進 43

市民協働部市民活動推進課 平和行政の推進 44

市民協働部市民活動推進課 国際化政策の推進 44

市民協働部市民活動推進課 （仮称）えびな市民大学の開設 45

市民協働部地域自治推進課 地域づくり 39

市民協働部地域自治推進課 市政連絡推進事業 40

市民協働部地域自治推進課 地域活性化実証実験 40

市民協働部地域自治推進課 地域集会施設の整備支援 40

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 42

市民協働部地域自治推進課 DV・女性相談 44

市民協働部地域自治推進課 交通安全運動の推進 85

市民協働部地域自治推進課 安全安心まちづくり事業 86

市民協働部地域自治推進課 防犯対策の推進 86

市民協働部地域自治推進課 犯罪抑止対策事業 86

市民協働部地域自治推進課 交番設置の要望 87

市民協働部地域自治推進課 消費生活相談 87

市民協働部地域自治推進課 調査広聴事業 119

市民協働部地域自治推進課 市民相談 119
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担当部課等名 事業名 ページ

市民協働部文化スポーツ課 各種スポーツ大会の開催 34

市民協働部文化スポーツ課 スポーツ・レクリエーションの振興 34

市民協働部文化スポーツ課 児童への屋内プール無料開放 35

市民協働部文化スポーツ課 各種スポーツ大会への選手派遣 35

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 35

市民協働部文化スポーツ課 動物とのふれあい推進 39

市民協働部文化スポーツ課 芸術文化の育成 46

市民協働部文化スポーツ課 成人式運営事務 58

市民協働部文化スポーツ課 イメージキャラクター活用事業 118

市民協働部窓口サービス課 個人番号カード関連事業 121

保健福祉部健康づくり課 健康増進の指導 19

保健福祉部健康づくり課 食育の総合的な推進 19

保健福祉部健康づくり課 感染症予防事業 20

保健福祉部健康づくり課 生活習慣病検診 20

保健福祉部健康づくり課 予防接種 20

保健福祉部健康づくり課 成人歯科健診 21

保健福祉部健康づくり課 特定健康診査の補完診査 21

保健福祉部健康づくり課 地域の保健対策の推進 23

保健福祉部健康づくり課 救急医療体制の充実 23

保健福祉部健康づくり課 保健衛生団体等助成 23

保健福祉部健康づくり課 母子の保健指導 51

保健福祉部健康づくり課 母子健康診査の推進 51

保健福祉部保険年金課 国民健康保険運営事業 24

保健福祉部保険年金課 国民健康保険健康管理の支援 24

保健福祉部保険年金課 後期高齢者医療運営事業 24

保健福祉部高齢介護課 二次予防事業 22

保健福祉部高齢介護課 一次予防事業 22

保健福祉部高齢介護課 高齢者の生きがいづくり 25

保健福祉部高齢介護課 高齢者の就労支援 25

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 26

保健福祉部高齢介護課 介護ボランティアポイント制度 26

保健福祉部高齢介護課 地域包括支援 26

保健福祉部高齢介護課 長寿祝い事業 26

保健福祉部高齢介護課 医療・介護連携推進事業 27

保健福祉部高齢介護課 在宅介護者リフレッシュ事業 27

保健福祉部高齢介護課 地域の実情に応じた介護支援事業 27

保健福祉部高齢介護課 寝たきり高齢者等の在宅支援 27

保健福祉部高齢介護課 認知症対策事業 28

保健福祉部高齢介護課 介護保険給付事業 28

保健福祉部福祉総務課 民生委員児童委員活動支援 29

保健福祉部福祉総務課 社会福祉協議会事業の充実 29

保健福祉部福祉総務課 成年後見制度支援 30

保健福祉部福祉総務課 社会福祉団体等援助事業 30

保健福祉部福祉総務課 生活保護費の支給 33

保健福祉部福祉総務課 生活困窮者自立支援事業 33

保健福祉部子育て支援課 民間保育所施設整備費の補助 52

保健福祉部子育て支援課 子育て支援施設型給付費の支給 52

保健福祉部子育て支援課 民間保育所運営費の補助 52

保健福祉部子育て支援課 私設保育施設運営費の補助 52

保健福祉部子育て支援課 安全安心子どもパトロール事業 53
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担当部課等名 事業名 ページ

保健福祉部子育て支援課 子育て支援事業 53

保健福祉部子育て支援課 子どもが健やかに育つ環境づくり 53

保健福祉部子育て支援課 子ども医療費の助成 54

保健福祉部子育て支援課 児童手当の支給 54

保健福祉部子育て支援課 子育て支援センター活動事業 54

保健福祉部子育て支援課 私立幼稚園給食運営事業 54

保健福祉部子育て支援課 幼稚園就園の支援 55

保健福祉部子育て支援課 幼稚園への運営支援 55

保健福祉部子育て支援課 未熟児養育医療費の給付 55

保健福祉部子育て支援課 児童扶養手当の支給 56

保健福祉部子育て支援課 ひとり親家庭等医療費の助成 56

保健福祉部子育て支援課 ひとり親家庭・要保護児童等家庭の支援 56

保健福祉部障がい福祉課 障がい者自立支援給付 31

保健福祉部障がい福祉課 地域生活支援 31

保健福祉部障がい福祉課 障がい者医療費の助成 31

保健福祉部障がい福祉課 障がい者の援護 31

保健福祉部障がい福祉課 障がい者手当等の支給 32

保健福祉部障がい福祉課 障がい者の在宅支援 32

保健福祉部障がい福祉課 障がい者団体等の活動支援 32

保健福祉部障がい福祉課 施設・設備等のバリアフリー化の促進 32

保健福祉部障がい福祉課 児童発達支援センター事業 33

経済環境部商工課 商店街の元気復活 109

経済環境部商工課 商店街活性化にむけた調査研究事業 109

経済環境部商工課 商店街共同施設維持管理費の支援 109

経済環境部商工課 名産品の開発・販売の促進 109

経済環境部商工課 企業立地の促進 110

経済環境部商工課 中小企業振興対策 110

経済環境部商工課 事業融資資金の充実 110

経済環境部商工課 中小企業資金融資利子補給の充実 111

経済環境部商工課 中小企業信用保証料補助の充実 111

経済環境部商工課 商工会議所への支援 112

経済環境部商工課 にぎわい振興事業の促進 112

経済環境部商工課 高齢者・障がい者等の雇用支援 113

経済環境部商工課 勤労者住宅資金利子補給の充実 113

経済環境部商工課 中小企業退職者共済への支援 114

経済環境部商工課 勤労者資金融資の充実 114

経済環境部商工課 職業訓練校への支援 114

経済環境部農政課 地域営農活動の促進 105

経済環境部農政課 農業拠点づくりの推進 106

経済環境部農政課 農業振興対策の推進 106

経済環境部農政課 農業基盤整備事業 106

経済環境部農政課 畜産経営への支援 107

経済環境部農政課 市民農園の推進 107

経済環境部農政課 農業の活性化 107

経済環境部農政課 農業団体等との連携強化 107

経済環境部農政課 都市農業の推進 108

経済環境部環境みどり課 害虫等対策事業 73

経済環境部環境みどり課 犬猫等管理事業 73

経済環境部環境みどり課 環境啓発活動の促進 96

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 96
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担当部課等名 事業名 ページ

経済環境部環境みどり課 大気汚染・騒音対策、排水対策 97

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 97

経済環境部環境みどり課 緑の保全・創造・啓発 98

経済環境部資源対策課 まちの美化の推進 72

経済環境部資源対策課 ごみ等収集体制の充実 99

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 99

経済環境部資源対策課 し尿収集体制の充実 100

経済環境部資源対策課 分別回収の充実 100

経済環境部資源対策課 生ごみ処理対策の推進 100

経済環境部資源対策課 資源化センター大規模改修事業 101

経済環境部資源対策課 リサイクルプラザ建設事業 101

経済環境部資源対策課 ごみ処理広域化実施計画の推進 123

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 123

建設部道路管理課 さがみ縦貫道路の整備促進 82

建設部道路管理課 県道の整備促進 82

建設部道路管理課 新東名高速道路の整備促進 83

建設部道路管理課 河川の改修促進 89

建設部道路管理課 地籍調査事業 91

建設部道路維持課 道路の修繕 81

建設部道路維持課 道路の適正な維持管理 81

建設部道路維持課 街路の適正な維持管理 81

建設部道路維持課 橋りょう長寿命化修繕事業 82

建設部道路維持課 交通安全施設の設置管理 85

建設部道路整備課 海老名駅周辺道路整備の推進 75

建設部道路整備課 電線共同溝の整備 76

建設部道路整備課 さがみ縦貫道路関連道路の整備 79

建設部道路整備課 幹線・準幹線道路の整備 79

建設部道路整備課 歩道整備事業 79

建設部道路整備課 一般生活道路の整備 80

建設部道路整備課 鉄道関連整備 80

建設部道路整備課 地点名標示整備事業 80

建設部道路整備課 社家岡田線整備の促進 83

建設部下水道課 公共下水道の整備（雨水） 84

建設部下水道課 公共下水道の整備（汚水） 84

建設部下水道課 公共下水道管路施設の維持管理（汚水） 84

建設部下水道課 合併処理浄化槽整備の助成 97

まちづくり部都市計画課 市街化区域と市街化調整区域の見直し 71

まちづくり部都市計画課 都市計画制度等の活用によるまちづくりの推進 71

まちづくり部都市計画課 美しい景観の形成 72

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方針・構想・計画の策定 76

まちづくり部都市計画課 住宅耐震化の促進 89

まちづくり部住宅公園課 空き地・空き家の適正管理 72

まちづくり部住宅公園課 住居表示の整備 73

まちづくり部住宅公園課 住宅政策 74

まちづくり部住宅公園課 都市公園等の整備 83

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〕 75

まちづくり部市街地整備課 工業系新市街地の整備促進 78

まちづくり部市街地整備課 市街地の再開発 78

まちづくり部駅周辺対策課 自転車駐車場等の整備 72

まちづくり部駅周辺対策課 放置自転車対策 73
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まちづくり部駅周辺対策課 コミュニティバスの運行 74

まちづくり部駅周辺対策課 公共交通対策の推進 74

まちづくり部駅周辺対策課 相模鉄道海老名駅総合改善連携事業 76

まちづくり部駅周辺対策課 海老名駅東口側自由通路の延伸等に向けた検討調査 77

まちづくり部駅周辺対策課 海老名駅自由通路維持管理事業 77

まちづくり部駅周辺対策課 駅前施設整備の推進 78

消防本部消防総務課 消防団員の確保 94

消防本部消防総務課 消防協力員制度の運営 94

消防本部消防総務課 消防通信指令事務協議会の運営 123

消防本部警防課 応急手当講習会の開催 92

消防本部警防課 消防車両整備事業 93

消防本部警防課 消防水利の設置 93

消防本部警防課 消防車両維持管理　 93

消防本部警防課 非常備消防活動の推進 94

消防本部予防課 火災予防業務の推進 95

消防本部予防課 海老名市女性防火推進員の育成 95

消防本部予防課 少年消防クラブ員の育成 95

教育部教育総務課 文化財の活用 46

教育部教育総務課 文化財の保護 46

教育部教育総務課 相模国分寺跡の整備活用 47

教育部教育総務課 教育委員会の運営 61

教育部教育総務課 小中学校の適正配置 64

教育部教育総務課 小学校施設の整備 64

教育部教育総務課 中学校施設の整備 64

教育部教育総務課 きれいで居心地のよい学校づくり 64

教育部学校教育課 学校安全の確保 60

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） 62

教育部学校教育課 効果的な教職員配置の推進（指導体制） 63

教育部学校教育課 児童・生徒の健康管理の推進 63

教育部学校教育課 地場産物品の学校給食への活用 65

教育部学校教育課 児童・生徒教材費支援 65

教育部学校教育課 就学援助制度の充実 65

教育部学校教育課 いじめのない学校づくり 66

教育部学校教育課 学校給食費の公会計化 67

教育部教育指導課 図書館ネットワーク推進事業 45

教育部教育指導課 教育支援体制の充実 57

教育部教育指導課 青少年指導嘱託員活動の充実 57

教育部教育指導課 社会教育活動団体支援事業 58

教育部教育指導課 子ども・学校支援事業 59

教育部教育指導課 学童保育支援事業 59

教育部教育指導課 ひびきあう教育の実践・研究 60

教育部教育指導課 小中学校行事活動事業 61

教育部教育指導課 社会教育推進事業 61

教育部教育指導課 コンピュータ利用教育の充実 62

教育部教育指導課 外国語教育の推進 62

教育部教育指導課 部活動の充実 63

教育部教育指導課 野外教育活動推進事業 63

教育部教育指導課 奨学金の給付 66

教育部教育指導課 学校相談員等の派遣 66

教育部教育指導課 教育支援教室の充実 66
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教育部教育指導課 特別支援教育の充実 67

教育部教育指導課 特別支援教育の就学奨励 67

事業総数 250

H28.1 末時点
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