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１ 実施計画の策定目的                       

 実施計画は、「茅ヶ崎市総合計画基本構想」に定めた将来の都市像である「海と太陽

とみどりの中で ひとが輝き まちが輝く 湘南・茅ヶ崎」の実現に向けて、基本構想

に定めたまちづくりの基本理念、政策、施策を総合的かつ計画的に進めるために策定す

るものです。 

 

２ 実施計画の位置付け                       

 本市の総合計画は「基本構想（10 年）」「実施計画（3 年）」の 2 層で構成されてお

り、実施計画は基本構想で示す「政策目標」及び「施策目標」ごとに、3 年間の財政見

通しに応じて進めるべき施策の方向と具体的な事業内容を示すものです。 

 第 4 次実施計画は、平成 30 年度から平成 32 年度までの 3 年間を計画期間とし、

現行の総合計画の最後の実施計画となります。 

 

  

～ 総 合 計 画 ～ 

実 施 計 画 

基本構想に定めた目標（政策目標・施策目標）を達成するために、事業の優先度を
明確化したうえで、実行する施策の具体的な事業内容を示します。 

基 本 構 想 

中長期（20～30 年）の展望に基づいて、10 年間の総合的かつ計画的な行政運営の
指針として、次の内容を定めています。 
【将来の都市像】・・・20～30 年先を見据えた望ましい将来像 
【基 本 理 念】・・・現状や 10年間の見通しを踏まえた政策展開の基本的な指針 
【政策共通認識】・・・政策・施策で取り組む上で常に念頭に置くべき事項 
【政 策 目 標】・・・10年間で基本理念の達成のために目指すもの 
【施 策 目 標】・・・10年間で政策目標達成のために目指すもの 
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政 策 共 通 認 識 共生社会 環 境 

将来の 
都市像 

まち 

づく

りの 

基本 

理念 

政策目標〔１〕  ※子育て 

次世代の成長を喜び合えるまち 

01安心して子どもを育てることを支援する 
02ニーズに合った多様な保育を行う 
03子どもの健康な成長を支援する 

政策目標〔２〕 ※学校教育・社会教育 

次世代をはぐくむ 
教育力に富んだまち 

04 学びの質を高め、学び続ける意欲を育て
る学校教育を推進する 

05 自分を見つめ、地域を見つめる社会教育
と文化財保護を推進する 

06 思いやりの心とたくましく生きぬく力を
育てる 

07 地域社会を支える情報拠点としての機能
をたかめる 

08教育理念を実現する政策を推進する 
09 子どもの健やかな育ちを促す教育を研究
し支援する 

政策目標〔３〕  ※教育環境 

次代に向かって 
教育環境ゆたかなまち 

10円滑に教育行政を進める 
11安全で快適な教育環境をつくる 
12健やかで安心できる学校生活を支援する 

政策目標〔４〕 ※生涯学習・文化 

多様な機会に学び、活動し、交流す
る、豊かな感性をはぐくむまち 

13 まなびを通して、自らが住むまちについ
て知り、愛着を持ち、未来を創造する力
をはぐくむ 

14 いつでも気軽にスポーツができ、心とか
らだを健康にできる環境をつくる 

15 互いが尊重され、あらゆる分野の活動に
参画できる社会をつくる 

 

政策目標〔５〕 ※福祉 

共に見守り支え合い 
すこやかに暮らせるまち 

16 自立した生活を支え合える地
域の仕組みをつくる 

17 医療を受けられる保険制度を
安定的に運営する 

18 高齢者の健康でいきいきとし
た暮らしを支援する 

19 障害者の自立した生活と社会
参加を支援する 

20安定した生活を支援する 

政策目標〔６〕  ※医療 

質の高い医療サービスを 
安定的に提供するまち 

21効果的･効率的に病院を経営す
る 

22 高度で良質な医療サービスを
提供する 

政策目標〔７〕       

※地域保健・公衆衛生 

だれもがいつまでも健康で 
安心して暮らせるまち 

23 あらゆる健康危機から地域住

民を守る 

24 医療の安全を確保し、健康で

安心した生活を持続する 

25 こころとからだの健康をサポ

ートする 

26 健康で衛生的な生活環境を守

る 

27食の安全・安心を確保する 

28 こころとからだを健康にでき

る環境をつくる 

 

 

と 

２
１
の
政
策
目
標 

７
５
の
施
策
目
標 

政策目標［８］ 米環境・資源 

環境に配慮し 
次代に引き継ぐ潤いのあるまち 

29環境に配慮した市民・事業者・行政
の率先した活動と連携による活動
を促進する 

30快適で安全な生活環境を守る 
31資源循環型社会の形成を目指す 
32ごみや資源物を効率的に収集・処理
する 

政策目標〔９〕  ※安全・安心 

安全で安心して暮らせるまち 

33市民生活の安全を確保する 
34 あらゆる災害や危機に効果的に対
応する 

35市民の悩みや不安を解消する 

政策目標〔10〕  ※消防 

生命や財産が守られるまち 

36 消防業務を円滑に実施するための
体制を整備する 

37火災発生と火災危険を減らす 
38消防力を充実し、災害活動体制を強
化する 

39災害情報を統括・管理し、あらゆる
活動を支援する 

40効果的・効率的な消防活動が実施で
きる体制を支援する 

41消防業務を効果的・効率的に実施す
る 

 

 

 

まちづくり編 

学び合い育ち合う 
みんなの笑顔が 

きらめくひとづくり 

いきいきと暮らす 
ふれあいのある 
地域づくり 

１ ２ ３ 

安全でやすらぎの 
ある持続可能な 
暮らしづくり 

３ 基本構想におけるまちづくりの目標体系図            
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政策目標〔11〕  ※都市づくり 

魅力にあふれ住み続けたいまち 

42地域特性を生かした都市空間をつくる 
43住みやすく住み続けたいまちをつくる 
44美しい景観を形成し、命をはぐくむみどりを保全・再生・
創出する 

45安全で秩序ある住環境を形成する 
46開発行為時の規制と秩序あるまちづくりを促進する 

政策目標〔12〕  ※土木・基盤 

だれもが快適に過ごせるまち 

47道水路敷の効率的な管理・利用を進める 
48交通を円滑に処理する道路網を整備する 
49身近な生活道路を安全で快適にする 
50公園・緑地を整備する 
51 安全で環境に配慮しただれにもやさしい公共建築物をつ
くる 

政策目標〔13〕  ※下水道・河川 

快適な水環境が守られるまち 

52下水道経営を健全に安定して行う 
53公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する 
54下水道・河川施設の信頼性を確保する 

政策目標〔14〕  ※産業・雇用 

地域の魅力と活力のある産業のまち 

55多くの人々を誘う魅力あるまちづくりを支援する 
56農業・水産業の振興と農地・海浜の保全・活用を進める 
57充実感をもって働けるための就労を支援する 
58地域特性に配慮した都市拠点を整備する 

政策目標〔15〕  ※農業委員会 

農地の適正で有効な利用を図る 

 

政策目標〔16〕  ※企画 

社会の変化に対応できる行政経営 

59市の情報を広く発信し、市長・副市長の執務を円滑に
する 

60先を見据えた政策を実現する 
61国・県・他の自治体と連携し施策の効果を上げる 
62情報セキュリティを確保しながら利便性を向上させる 
63公共施設の再編整備と適正な維持管理を進める 

政策目標〔17〕  ※総務 

それぞれが持つ力を最大限に発揮する 
行政経営 

64市民と行政が協力して自治の進展を図る 
65職員がやる気を持ち、成果を出せる体制をつくる 
66市が保有する情報を総括的に管理するとともに、自治
に関する基本的な制度の整備を推進する 

67戸籍・住民基本台帳事務を迅速・正確に行う 
68自立的に、適正な法的判断を行うことのできる体制を
構築する 

69北部の行政拠点を充実する 

政策目標〔18〕  ※財務 

ゆるぎない基盤を持ち続ける行政経営 

70政策の実現を支える健全な財政運営を維持する 
71徴収率を向上させる 
72市民税の公平・適正な課税を行う 
73固定資産税の公平・適正な課税を行う 
74財産を適正に管理する 
75効率的で公正に入札・契約を執行する 

政策目標〔19〕  ※会計 

公金の管理を適正に行い、 
安全かつ有利な運用を図る 

政策目標〔20〕  ※選挙 

住民の意思を行政に反映させる 

政策目標〔21〕  ※監査 

行政執行の適法性、効率性、 
妥当性を維持し確保する 

 

 

 

まちづくり編 行政経営編 

人々が行きかい 
自然と共生する便利で快適な 

まちづくり 

一人一人の思いが調和し 
未来をひらく 
行政経営 

 

５ ４ 

協  働 生涯学習 安全・安心 



4 

 

４ 第 4次実施計画策定の基本姿勢                  

 茅ヶ崎市総合計画基本構想は、本市の人口がピークを迎えると予測される平成 32 年

度を最終の目標年次としており、この計画期間は超高齢社会や人口減少期への対応に備

えるべき大変重要な 10 年間となっています。 

 第 4 次実施計画は現行の総合計画における最後の実施計画であり、基本構想に定め

た目標の達成に向けた取組みの集大成となる重要な計画となります。そのため、現在実

施中の事業を着実に推進することを基本とするとともに、28 年度に実施した政策・施

策評価の評価結果を踏まえて、計画期間内に具体的な取組みが必要となる、緊急度の高

い事業を重点的に位置づけます。 

 なお、第 4 次実施計画においても、計画に位置付ける全ての事業について、総合計

画に位置付けた市政の基軸である「新しい公共の形成」と「行政経営の展開」を踏まえ、

市民の皆さまとの協働、民間活力の導入を積極的に推進し、市民サービスの充実を図る

とともに、経営的な感覚を持って取り組みます。 

 事業の採択にあたっては、主に次の事項に留意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)既存事業の着実な推進 

 現行の総合計画の最後の実施計画となることから、政策目標及び施策目標の達成に向け、

既存事業を着実に推進することを基本とし、新規事業については、既存の事業以上の効果が

期待できる事業を採択することとしました。 

 また、効果が低い又は見通しが立っていない事業については、事業の延期又は凍結の可能

性を検討します。その場合には、市民生活に大きな影響を与えないように努めます。 

 

(２) 事業手法や事業に関わる経費の見直し 

全ての事業について、その必要性、妥当性等を改めて確認するとともに、事業手法等の見

直しを行い、事務のアウトソーシングにより、行政が実施するよりも効率的かつ効果的な事

業の実施が見込めるものについては、積極的に民間に委ねるなど、事業実施主体の最適化を

図ります。 

また、実施計画と一体的に策定する経営改善方針に基づき、「各種制度の見直し」、「外郭

団体への支援策等に関する見直し」、「受益者負担の適正化に関する見直し」については重点

的に取組み、経費の見直しを行いました。 

 

(３) 第 4次実施計画期間に具体的な取り組みが必要になる事業を優先 

第 4 次実施計画の計画期間（平成 30 年度～32年度）に具体的な取り組みが必要となる

「子育て支援策」、「茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略リーディングプロジェクト」、

「豊かな長寿社会の実現」に係る取り組みのうち特に緊急度の高い事業を優先します。 
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５ 財政見通し                           

 第 4 次実施計画に事業を位置付け、実行性を担保するとともに、事業を着実に推進

するためには計画期間における財政収支を明らかにしたうえで、財政の健全化を図りつ

つ、財源の確保を行うことが必要です。 

 計画策定にあたっての歳入の考え方については次のとおりです。 

 

【歳入の基本的な考え方】 

（1）市税について 

 個人市民税については、平成 29 年 1 月に内閣府より示された「中長期の経済財

政に関する試算」の「ベースラインケース」における各名目成長率を参考にして、

試算しました。 

 

（2）地方交付税について 

 平成 29 年度地方財政計画に基づいて試算を行うとともに、保健所設置による基

準財政需要額の伸びを加味し、推計に反映しました。 

 

（3）消費税について 

 消費税については、平成 31 年 10 月の消費税率引き上げを見込んでいます。な

お、消費税率の引き上げに伴い、自動車取得税交付金は廃止としています。 

 

 

【一般会計の一般財源（市税収入等）の推移及び見込み】 
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【性質別経費の推移及び見込み】 

 

 
 

 

【市債年度末残高の推移及び見込み】 
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６ 基本理念別事業費の収支状況                   

●一般会計（人件費含む）                    （単位：百万円） 

区分 
29 年度 

（予算） 

30 年度 

（予定） 

31 年度 

（予定） 

32 年度 

（予定） 
3 年合計 

歳
入 

一般財源 44,869 44,645 44,769 44,695 134,109 

 
市税 35,891 35,650 35,837 35,773 107,260 

その他 8,978 8,995 8,932 8,922 26,849 

特定財源 29,851 27,255 24,266 24,693 76,214 

 

国庫支出金 12,165 11,142 11,314 11,747 34,203 

県支出金 4,562 5,009 5,052 5,082 15,143 

地方債 6,091 6,169 2,902 2,822 11,893 

その他 7,033 4,935 4,998 5,042 14,975 

合 計（A） 74,720 71,900 69,035 69,388 210,323 

歳
出 

1 ひとづくり 23,460 26,090 21,756 22,878 70,724 

2 地域づくり 19,762 20,486 20,266 20,780 61,532 

3 暮らしづくり 9,073 7,233 7,828 7,918 22,979 

4 まちづくり 9,019 11,042 10,519 9,556 31,117 

5 行政経営 13,406 14,461 15,123 15,125 44,709 

合 計（B） 74,720 79,312 75,492 76,257 231,061 

        

収支差(A-B) 0 ▲7,412 ▲6,457 ▲6,869 ▲20,738 

※退職手当等は行政経営の分野に一括計上しています。 
※臨時財政対策債は一般財源に含まれています。 
 

 

●特別会計等歳出予定額                      （単位：百万円） 

会計区分 
29 年度 

（予算） 

30 年度 

（予定） 

31 年度 

（予定） 

32 年度 

（予定） 
3 年合計 

国民健康保険事業 27,498 27,498 27,498 27,498 82,494 

後期高齢者医療事業 3,190 3,465 3,678 3,968 11,111 

介護保険事業 14,214 15,061 15,942 16,842 47,845 

公共用地先行取得事業 201 570 1,605 35 2,210 

公共下水道事業 9,073 9,051 9,490 9,303 27,844 

病院事業 14,192 13,193 12,942 13,107 39,242 
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７ 政策別事業費                          

●3 年間の実施計画事業（人件費及び特別会計を含む）の政策別事業費 

 

1 

44,270 

10.0% 

2 

7,642 

1.7% 

3 

12,033 

2.7% 

4 

 6,779 

1.5% 

5 

194,782 

44.1% 

6 

39,243 

8.9% 

7 

8,197 

1.9% 

8 

12,513 

2.8% 

9 

2,871 

0.6% 

10 

7,578 

1.7% 

11 

2,568 

0.6% 

12 

9,181 

2.1% 

13 

36,280 

8.2% 

14  

10,771 

 2.4% 

15 

162 

0.1% 

16 

5,401 

1.2% 

17 

10,002 

2.3% 

18 

29,184 

6.6% 

19 

259 

0.1% 

20 

548 

0.1% 

21 

231 

0.1% 

22 

1,294 

0.3% 

1 子育て【こども育成部】 2 学校教育・社会教育【教育推進部】 

3 教育環境【教育総務部】 4 生涯学習・文化【文化生涯学習部】 

5 福祉【福祉部】 6 医療【市立病院】 

7 地域保健・公衆衛生【保健所】 8 環境・資源【環境部】 

9 安全・安心【市民安全部】 10 消防【消防本部・消防署】 

11 都市づくり【都市部】 12 土木・基盤【建設部】 

13 下水道・河川【下水道河川部】 14 産業・雇用【経済部】 

15 農業委員会【農業委員会】 16 企画【企画部】 

17 総務【総務部】 18 財務【財務部】 

19 会計【会計課】 20 選挙【選挙管理委員会】 

21 監査【監査事務局】 22 議会事務局 

3年間合計 

441,807 

百万円 
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８ 収支不足に対する今後の対応                   

現段階における事業費の収支は、歳入の見込みに対して、歳出の見込みが超過する収

支不足の状況にあります。今後、歳入歳出の両面において、概ね次の事項について更な

る精査を行い、収支の均衡を目指します。 

 

 

○ 29 年度上半期の事業の進捗状況を踏まえ、現段階において見込んでいる事業費

の精査を行います。同様に歳入面においても、最新の国県の動向を注視し、新たな

財源の確保に努めます。 

 

○ 施設整備など投資的な事業については、整備の優先度を見定めるとともに、当該

事業に対する国県の補助金など財源の状況を踏まえ、事業の実施時期を見直します。 

 

○ 一般財源のひとつである地方交付税については、国が決定する 29 年度地方交付

税大綱による本市の交付状況を踏まえ、見直しを行います。 

 

○ 今後の市債残高の状況に留意しながらも、国の地方債計画に定める地方債制度を

活用し、投資的な事業の財源とします。 

 

○ これまで国や県が補助金を出していたものの、既にその補助がされていない事業

であって、現在でも当該制度が存続しているもの、または従来のサービス水準を維

持しているものは、その必要性を精査した上で、制度の縮小・廃止等の見直しを進

めます。 

 

○ 効率的に市役所の業務を遂行できるよう、必要に応じて業務プロセスの抜本的な

見直し・最適化を行うことを検討します。最適化にあたり、効率的で効果的である

と判断される場合には、業務の外部委託を積極的に推進します。 
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９ 資料の見方                           

茅ヶ崎市総合計画第４次実施計画（採択素案）の資料の見方は次のとおりです。 

 

１ 事業の一覧表 

施策目標ごとに予定しているすべての事業を一覧表にしています。 

 

 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ ファミリー・サポート・センター事業 48,402 千円 

2 政策  ファミリー・サポート・センター機能強化 15,050 千円 

 

① 事業区分 

事業の性質により次のとおり区分しています。それぞれの区分の定義は次ペ

ージに記載しています。 

(1) 義務＝義務的事業 (2) 政策＝政策的事業 (3) 一般＝一般管理事務 

 

② 事業名 

各施策を実現するための事業の名称を記載しています。事業名の前に★印を

付している事業については、後段で主な第 4 次実施計画予定事業として掲載し

ています。 

 

 ③ ３ヵ年の予定事業費 

３か年の予定事業費の合計です。なお、事業費は今後変動の可能性がありま

す。 

 

２ 主な第４次実施計画予定事業 

 

事業名 事業概要 

ファミリー・サポート・センター事業 

子育て家庭がゆとりを持った子育てができるよう、知識を有するア

ドバイザーの派遣等を社会福祉法人に委託し、相互援助活動を実施す

るとともに、利用促進に向けた広報活動を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
48,402 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

① 事業名・会計区分・事業区分 

■事業名 

事業の名称を記載しています。 

① ② ③ 

 ３ 

 １  ２ 

 ４ 
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■会計区分 

一般会計で実施する事業か、特別会計で実施する事業か、その事業が属する会

計区分を記載しています。 

■事業区分 

事業の性質により区分しています。 

(1) 義務的事業 

国や県から受託している法定の事務（法定受託事務）及び市が実施するこ

とが法律で義務付けられている事務事業 

(2) 政策的事業 

義務的事業及び一般管理事務に該当しない事務事業 

(3) 一般管理事務 

市民に直接的に財やサービスを提供しない事務事業、施設の維持管理に係

る事務及び内部管理事務として庶務経費のみを計上しているような事務事業 

 

② 事業概要 

事業の概要説明です。事業の目的と内容を記載しています。 

 

③ 総事業費 

３か年の総事業費です。なお、事業費は今後変動の可能性があります。 

 

④ 対象地域 

事業実施の対象となる地域を記載しています。地域区分は自治会地区連合会の

区域に準じています。なお、「全市」は、特定の地域を対象とするものではなく、

全市域を対象に事業実施を行うものです。 
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10 第 4次実施計画予定事業一覧                   

 

 

 

基本理念１ ひとづくり 

 

 

 

学び合い育ち合う 

みんなの笑顔がきらめく 

ひとづくり 

 

 

 

 

 

政策目標  1 次世代の成長を喜び合えるまち（こども育成部） 

政策目標 2 次世代をはぐくむ教育力に富んだまち（教育推進部） 

政策目標 3 次代に向かって教育環境ゆたかなまち（教育総務部） 

政策目標 4 多様な機会に学び、活動し、交流する、豊かな感性をはぐくむまち（文化生涯学習部）  
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ ファミリー・サポート・センター事業 48,402 千円 

2 政策  ファミリー・サポート・センター機能強化 15,050 千円 

3 政策 ★ 子育て支援センター事業 195,815 千円 

4 政策 ★ 小児医療費助成事業 2,153,217 千円 

5 政策  ひとり親家庭等医療費助成事業 392,195 千円 

6 義務  養育医療給付事業 29,718 千円 

7 義務  育成医療給付事業 7,929 千円 

8 政策  子育て短期支援事業 14,668 千円 

9 政策  地域児童福祉推進事業 4,500 千円 

10 政策  子育てガイドブックの発行 0 千円 

11 政策 ★ 私立幼稚園等就園奨励費補助事業 995,887 千円 

12 政策  幼稚園団体補助金に関する事務 3,000 千円 

13 政策  幼稚園等障害児教育補助金に関する事務 28,188 千円 

14 政策  幼稚園健康管理費補助金に関する事務 2,244 千円 

15 政策  ひとり親家庭等福祉管理事務 9,018 千円 

16 政策  母子家庭父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業 62,589 千円 

17 政策  母子家庭父子家庭自立支援教育訓練給付金事業 1,575 千円 

18 政策  ひとり親家庭等日常生活支援事業 1,770 千円 

19 政策  母子家庭父子家庭親子ふれあい事業 1,800 千円 

20 義務  特別児童扶養手当支給事業 0 千円 

21 義務  児童手当支給事業 11,763,627 千円 

22 義務  児童扶養手当支給事業 2,128,489 千円 

23 一般  児童福祉総務管理事務 19,524 千円 

24 一般  災害応急対策活動 515 千円 

25 一般  庁内共通事務 501 千円 

26 一般  部内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 17,880,221 千円 

 

  

施策目標：１ 

安心して子どもを育てることを支援する  （子育て支援課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

ファミリー・サポート・センター事業 

子育て家庭がゆとりを持った子育てができるよう、知識を有するア

ドバイザーの派遣等を社会福祉法人に委託し、相互援助活動を実施す

るとともに、利用促進に向けた広報活動を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
48,402 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

子育て支援センター事業 

子育ての悩みを解消し、安心して子育てができるようにするため、・

子育てに関する情報や子育て家庭同士の交流のため、相談支援事業や

子育て関連の情報提供、子育て家庭の交流の場を提供します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
195,815 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

小児医療費助成事業 

子育てに係る経済的負担の軽減を図るため、子どもにかかる医療費

のうち、保険内診療の自己負担分について助成します。 

・入院分については中学校卒業までの助成 

・通院分については小学校 6 年生までの助成 

※平成 30 年度より、通院に係る費用の助成を「小学校 3 年生まで」

から「小学校 6 年生まで」に拡大します。 

※小学校４～６年生の通院に係る費用の内、最大 500 円までを負

担していただきます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
2,153,217 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

私立幼稚園等就園奨励費補助事業 

保護者の経済力にかかわらず、私立幼稚園等に子どもが通園できる

よう、私立幼稚園等が保護者負担額を減免した場合、相当する額を幼

稚園に助成します。 

また、幼稚園・幼稚園類似施設ともに国庫補助基準非対象者分及び

各所得階層に応じた上乗せ分を助成します。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
995,887 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 子ども・子育て会議及び子ども・子育て支援事業計画に関する事務 12,809 千円 

2 政策 ★ 待機児童解消のための保育園等の整備拡充 267,514 千円 

3 政策 ★ 放課後児童健全育成事業 1,283,928 千円 

4 政策  学びの場の創出事業 197,498 千円 

5 政策  長期休暇対策事業 44,554 千円 

6 政策  放課後子ども総合プランの推進 0 千円 

7 政策  （仮称）茅ヶ崎市営小和田住宅外複合施設整備事業（児童クラブの整備） 105,061 千円 

8 政策 ★ 民間保育所等運営事業 10,729,813 千円 

9 政策  施設型給付事業 1,859,900 千円 

10 政策  地域型保育給付事業 2,321,844 千円 

11 政策  民間保育所運営補助事業 3,705,327 千円 

12 政策  地域型保育運営補助事業 354,511 千円 

13 政策  中海岸保育園管理運営事業 564,416 千円 

14 政策  公立保育園施設改修・整備事業 8,000 千円 

15 政策  災害時メール配信事業 684 千円 

16 一般  認可・確認・指導監査に関する事務 0 千円 

17 政策  公立保育園の地域子育て支援事業 0 千円 

18 政策  幼稚園長時間預かり保育補助事業 16,200 千円 

19 政策  休日等保育事業 1,980 千円 

20 政策  一時預かり補助事業 31,647 千円 

21 政策  認可外保育施設利用者の保育料の助成 15,824 千円 

22 政策  認定保育施設補助事業 14,166 千円 

23 政策  届出保育施設補助事業 7,359 千円 

24 一般  児童健康管理事業 7,345 千円 

25 一般  児童指導育成事業 170,958 千円 

26 一般  保育に関する管理事業 514,667 千円 

27 一般  保育園管理事業 577,881 千円 

28 一般  保育料収納事務事業 2,024 千円 

29 一般  災害対策応急活動 0 千円 

30 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 22,815,910 千円 

 

 

  

施策目標：2 

ニーズに合った多様な保育を行う  （保育課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

子ども・子育て会議及び子ども・子育て

支援事業計画に関する事務 

幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推

進していくため、子育て支援環境の計画的整備及び計画に基づく保育

事業等の関連施策の進行管理を実施するとともに、子ども・子育て会

議等の意見聴取を踏まえながら、次期計画を策定します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
12,809 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

待機児童解消のための保育園等の整備拡

充 

急増する保育需要に対応するため、認可の保育施設（保育所、小規

模保育事業、認定こども園等）を整備します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
267,514 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

放課後児童健全育成事業 

市内の各小学校区に公設及び民設の児童クラブを開設し、保護者が

就労等で放課後家庭に不在になる児童に、遊びと生活の場を提供する

ことにより、子育てと社会参加の両立を支援します。 

また、中期的な待機児童解消のための方針に基づき、児童クラブの

整備等を行います。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
1,283,928 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

民間保育所等運営事業 

民間保育園の自主的かつ安定した経営基盤の推進を図り、安全・安

心な保育を支援するため、国が定める公定価格に基づき、民間保育園

の運営に必要な保育経費を給付します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
10,729,813 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 家庭児童相談事業 56,805 千円 

2 政策 ★ 療育相談事業 81,224 千円 

3 義務  育児支援家庭訪問事業 2,109 千円 

4 義務  助産施設事業 7,824 千円 

5 義務  母子生活支援施設事業 2,001 千円 

6 一般  いじめ問題対策連絡協議会事業 0 千円 

7 一般  庁内共通事務 0 千円 

8 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 149,963 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

家庭児童相談事業 

子育てに対する不安や悩みを抱える家庭、児童虐待の深刻化から支

援を必要とする家庭に対し、関係機関との連携を図り、きめ細やかな

支援を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
56,805 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

療育相談事業 

子どもの発達や子育てに不安や悩みを持つ保護者の相談を受け、子

どもへの理解や関わり方を支援するとともに、関係機関と連携して、

支援を必要としている子どもの支援体制を充実します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
81,224 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

施策目標：3 

子どもの健康な成長を支援する  （こども育成相談課） 



18 

 

 

○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  教科書改訂に伴う教育活動整備事業（小学校） 75,798 千円 

2 一般  教科書改訂に伴う教育活動整備事業（中学校） 37,952 千円 

3 政策  外国人英語指導助手活用事業 94,177 千円 

4 政策  特別支援学級増設事業（小学校) 41,706 千円 

5 政策 ★ みんなの教室運営に伴う教育活動整備事業 4,695 千円 

6 政策 ★ いじめ防止対策推進事業 2,403 千円 

7 一般  学校校務支援システム配備事業 25,434 千円 

8 政策  学校教育の充実・指導事業 23,339 千円 

9 一般  学校経営研究事業 0 千円 

10 一般  学校教育指導課小・中教頭連絡会に係る事務 0 千円 

11 一般  全県･湘南三浦教育事務所管内指導主事会議に係る事務 0 千円 

12 政策  小学校研究・研修・帳票作成事務 10,644 千円 

13 政策  中学校研究・研修・帳票作成事務 3,629 千円 

14 政策  小動物飼育アドバイザー派遣事業 300 千円 

15 一般  学校訪問（計画・要請・機会訪問） 0 千円 

16 政策  特別支援教育研究事業 180 千円 

17 一般  茅ヶ崎市教科用図書採択検討委員会に係る事務 258 千円 

18 一般  教科書給与事務担当者会に係る事務 30 千円 

19 政策  教育課程編成研究推進事業 270 千円 

20 政策  学校評価推進･学校評議員制度充実事業 2,400 千円 

21 政策  特色ある教育課程の創造推進事業（小学校） 2,628 千円 

22 政策  特色ある教育課程の創造推進事業（中学校） 1,315 千円 

23 政策  人権教育推進事業 957 千円 

24 政策  小学校外国語教育支援員派遣事業 14,007 千円 

25 政策  外国語教育推進事業 180 千円 

26 一般  学校教育指導課関係事業連絡協議会に係る事務 0 千円 

27 政策  日本語指導協力者派遣事業 18,623 千円 

28 政策  健康教育推進事業 90 千円 

29 政策  安全･防災教育推進事業 90 千円 

30 政策  普通救命講習会に係る事務 76 千円 

31 政策 ★ 特別支援教育巡回相談事業 54,022 千円 

32 政策 ★ ふれあい補助員派遣事業 337,842 千円 

33 一般  教育用パソコンに関する会議等に係る事務 0 千円 

34 政策  特別支援教育支援事業 21,444 千円 

35 政策  小学校特別支援学級教育支援事業 2,058 千円 

36 政策  中学校特別支援学級教育支援事業 1,326 千円 

37 一般  文部科学省､県､湘南三浦教育事務所経由の文書処理 0 千円 

38 政策  就学相談事業 1,499 千円 

39 政策  児童･生徒指導推進事業 19,179 千円 

40 

 

政策  学校行事関連事業 3,051 千円 

41 政策  教育情報ネットワーク事業 38,858 千円 

42 一般  教育用パソコン配備運営事業 0 千円 

43 政策  小学校情報機器配備運営事業 275,737 千円 

施策目標：4 

学びの質を高め、学び続ける意欲を育てる学校教育を推進する 

  （学校教育指導課） 
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No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

44 政策  中学校情報機器配備運営事業 178,889 千円 

45 政策  読書活動指導協力者派遣事業 3,591 千円 

46 政策  学校支援・地域連携事業 213 千円 

47 一般  創意工夫教育支援事業 0 千円 

48 政策  ふれあい教育推進事業 8,196 千円 

49 政策  中学校部活動指導協力者派遣事業 30,291 千円 

50 一般  災害応急対策活動 0 千円 

51 一般  庁内共通事務 222 千円 

52 政策  市民提案型協働推進事業（中学生への学習支援） 1,329 千円 

53 一般  特別支援教育検討事業 0 千円 

54 政策  特別支援学級増設に伴う教育活動整備事業（小学校） 2,285 千円 

55 政策  ホノルル市交流事業 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 1,341,213 千円 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

みんなの教室運営に伴う教育活動整備事

業 

インクルーシブ教育システムの構築に向けた取り組みとして、特別

な配慮を要する児童・生徒の状況に応じた合理的配慮を行うため、み

んなの教室の運営に伴う教育的環境を整備します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
4,695 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

いじめ防止対策推進事業 

「茅ヶ崎市いじめ防止基本方針」に基づき、学校、家庭、地域、関

係機関・団体等との連携を図りながら、いじめの未然防止・早期発見・

早期解決のため、いじめ防止プログラム等の取り組みを推進します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
2,403 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

特別支援教育巡回相談事業 

専門性のある特別支援教育相談員（臨床心理士）による巡回相談を

実施し、特別な配慮を要する子どもたち一人一人の教育的ニーズに対

応した教育の実現を目指します。 

また、学校やＰＴＡ及び諸機関からの要請に応じて、発達障害に関

わる研修や啓発活動を行います。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
54,022 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

ふれあい補助員派遣事業 

特別な配慮を必要とする子どもたちが安心して学校生活を送ること

ができるよう、小・中学校にふれあい補助員を派遣するとともに、通

常級担当、特別支援学級担当、個別支援担当それぞれのふれあい補助

員が、子どもたち一人一人の教育的ニーズに応じた学習支援や生活支

援を行います。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
337,842 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務  開発に伴う埋蔵文化財の保護指導 17,736 千円 

2 政策  耐震補強及び施設改修事業（小和田公民館） 22,730 千円 

3 政策 ★ （仮称）歴史文化交流館整備事業 1,030,696 千円 

4 政策  市指定重要文化財旧和田家・旧三橋家保存整備事業 217,908 千円 

5 政策  旧藤間家文化財保存・管理事業 16,024 千円 

6 政策  下寺尾遺跡群保存整備事業 298,255 千円 

7 政策 ★ ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業 5,955 千円 

8 政策  文化財保護思想の普及啓発 877 千円 

9 政策  遺跡調査資料整理・活用事業 12,745 千円 

10 政策  文化・スポーツ振興財団埋蔵文化財補助 36,627 千円 

11 政策  社会教育講座の実施 327 千円 

12 政策  社会教育関係団体への支援 624 千円 

13 政策  PTA 研修会の開催 240 千円 

14 政策  公民館利用者活動支援事業（公民館） 139,005 千円 

15 政策 ★ 社会的要請課題をテーマとした事業（公民館） 3,297 千円 

16 政策 ★ 子ども事業（公民館） 3,636 千円 

17 政策  家庭教育支援関連事業（公民館） 3,861 千円 

18 政策  地域交流事業（公民館） 2,850 千円 

19 政策  学習成果の還元事業（公民館） 3,183 千円 

20 政策  公民館ふれあい事業（公民館） 2,790 千円 

21 政策  次世代育成ネットワーク事業（公民館） 0 千円 

22 政策  学習情報の提供（公民館） 0 千円 

23 一般  社会教育委員に関する事務 

社会教育関係職員及び審議会委員等の研修事業 

社会教育課事業のまとめ誌の発行 

埋蔵文化財収蔵施設の整備事業 

文化財保護管理事業 

埋蔵文化財保護管理事業 

文化資料館管理運営事業 

市指定重要文化財旧和田家・旧三橋家管理運営事業 

公民館運営審議会（小和田公民館） 

施設維持管理（小和田公民館） 

施設保守点検（小和田公民館） 

2,448 千円 

24 一般  社会教育関係職員及び審議会委員等の研修事業 5,982 千円 

25 一般  社会教育課事業のまとめ誌の発行 0 千円 

26 一般  埋蔵文化財収蔵施設の整備事業 1,059 千円 

27 一般  文化財保護管理事業 24,654 千円 

28 一般  埋蔵文化財保護管理事業 9,615 千円 

29 一般  文化資料館管理運営事業 76,569 千円 

30 一般  市指定重要文化財旧和田家・旧三橋家管理運営事業 25,595 千円 

31 一般  公民館運営審議会（公民館） 4,575 千円 

32 一般  施設維持管理（公民館） 45,294 千円 

33 一般  施設保守点検（公民館） 23,709 千円 

34 一般  災害応急対策活動 0 千円 

35 一般  災害応急対策活動（公民館） 0 千円 

36 一般  庁内共通事務 90 千円 

37 一般  庁内共通事務（公民館） 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 2,038,956 千円 

 

施策目標：5 

自分を見つめ、地域を見つめる社会教育と文化財保護を推進する 

 （社会教育課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

（仮称）歴史文化交流館整備事業 

老朽化し、耐震機能に問題のある文化資料館を堤地区に新設し、博

物館機能と資料を移転します。事業用地の購入、駒寄川整備と連携し

た建物の建築工事を進めます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
1,030,696 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業 

地域の文化・歴史・自然など有形・無形のまちの宝ものを「都市資

源」として活用し、まちを愛する心を育み、まち全体を活性化するた

め「住まう茅ヶ崎」について知るために講座等を開催します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
5,955 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

社会的要請課題をテーマとした事業（公

民館） 

環境、平和、人権、健康、少子高齢化、情報化等の様々な社会的要

請課題をとらえて事業を実施し、市民自らが問題解決手法を学ぶ機会

を提供します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
3,297 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

子ども事業（公民館） 

週末や放課後の子どもの居場所づくりのために、スポーツ、遊びな

ど様々な事業を実施して学校区や学年を超えた子ども同士の交流や、

様々な体験学習の場を提供します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
3,636 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ （仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設整備事業 1,044,296 千円 

2 政策  茅ヶ崎ゆかりの宇宙飛行士関連事業（(仮称)宇宙まつり及び宇宙記念日関連

事業） 

2,500 千円 

3 政策 ★ 小学校ふれあいプラザ事業 55,953 千円 

4 政策  子どもの安全を守る都市の推進 4,392 千円 

5 政策  インターネット有害情報監視事業 3,788 千円 

6 政策  主催事業の開催（青少年会館・海岸青少年会館） 2,984 千円 

7 政策  （仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設運営業務 2,650 千円 

8 政策  自然体験教室の開催 1,352 千円 

9 政策  青少年育成のつどいの開催 1,332 千円 

10 政策  青少年広場の運営管理 14,716 千円 

11 一般  茅ヶ崎ゆかりの宇宙飛行士関連事業（宇宙飛行士展示コーナー関連事業） 

（宇宙飛行士展示コーナー関連事業費） 

11,664 千円 

12 政策  海岸青少年会館移転事業 6,847 千円 

13 政策  各種協議会と青少年対策に関する連絡調整 14,208 千円 

14 一般  子ども会育成事業 230 千円 

15 政策  子どもの家の管理業務委託 71,408 千円 

16 政策  ジュニアリーダー養成講座の開催 303 千円 

17 政策  子ども大会の実施 4,560 千円 

18 政策  はまかぜコンサート・海青祭の開催（海岸青少年会館） 100 千円 

19 政策  成人のつどい事業 5,481 千円 

20 政策  青少年をとりまく環境調査及び浄化活動  0 千円 

21 一般  青少年育成指導者研修 285 千円 

22 政策 ★ 青少年指導員活動支援 11,965 千円 

23 政策  茅ヶ崎市青少年対策基本方針の進行管理 0 千円 

24 一般  青少年問題協議会の開催 1,017 千円 

25 一般  その他会館運営に関する進行管理（青少年会館・海岸青少年会館） 48,153 千円 

26 一般  （仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設管理業務 134,523 千円 

27 一般  会館管理業務委託（青少年会館・海岸青少年会館） 20,481 千円 

28 政策  遊び体験教室の開催 981 千円 

29 一般  子どもの家の運営管理 1,081 千円 

30 一般  冒険遊び場事業 1,200 千円 

31 政策  災害応急対策活動 0 千円 

32 一般  庁内共通事務 0 千円 

33 政策  野外研修施設等の検討 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 1,468,450 千円 

施策目標：6 

思いやりの心とたくましく生きぬく力を育てる  （青少年課） 



24 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

（仮称）茅ヶ崎公園体験学習施設整備事

業 

子どもから高齢者までが出会い、学び、楽しみ、仲間をつくるなど

して、あらゆる世代がふれあうことができる場として、「海岸青少年会

館・福祉会館複合施設再整備基本計画」に基づき、（仮称）茅ヶ崎公園

体験学習施設を整備します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
1,044,296 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

小学校ふれあいプラザ事業 

地域、学校、保護者が連携し、学校施設においてパートナー（安全

管理員）が見守る中、安全で安心に遊ぶことができる場を提供します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
55,953 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

青少年指導員活動支援 

地域において、青少年健全育成を進め、「青少年支援・指導者」の担

い手となる青少年指導員の資質を高めるとともに、継続的な活動を展

開していくため、青少年指導員の活動を支援します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
11,965 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  施設維持管理及び運営事業（本館・分館） 76,773 千円 

2 一般  会議室の利用貸出事業 0 千円 

3 一般  図書館協議会事業 480 千円 

4 政策 ★ 図書館資料収集事業（本館・分館） 104,592 千円 

5 政策 ★ 図書館利用及び貸出事業（本館・分館） 136,389 千円 

6 政策  移動図書館運営事業 3,240 千円 

7 政策 ★ 図書室、図書コーナー運営事業 86,738 千円 

8 政策  図書室、図書コーナー運営事業（貸出窓口増設事業） 0 千円 

9 政策 ★ 図書館自主事業（本館・分館） 600 千円 

10 政策  視聴覚資料事業 6,477 千円 

11 一般  各図書館協会事務事業 201 千円 

12 政策  図書館の相互利用事業 126 千円 

13 政策  子ども読書活動推進事業 7,896 千円 

14 政策  多世代共生住宅等拠点整備事業 0 千円 

15 一般  災害応急対策活動 0 千円 

16 一般  庁内共通事務（本館・分館） 507 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 424,019 千円 

施策目標：7 

地域社会を支える情報拠点としての機能をたかめる  （図書館） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

図書館資料収集事業（本館・分館） 

図書資料を一般公衆利用に供し、その教養、調査研究、レクリエー

ション等に資するため、市民ニーズや社会状況に対応した資料を収集

します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
104,592 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

図書館利用及び貸出事業（本館・分館） 

利用者の利便性を高め、読書相談やレファレンスサービス、予約リ

クエストサービス等を充実させ、図書館環境を整えます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
136,389 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

図書室、図書コーナー運営事業 

身近な図書施設として、市民の学習ニーズに応えるため、地域の要

望に応じた資料を収集するとともに、本館、分館、分室等をつなぐ配

送システムにより、他館所蔵の資料を貸出・返却できるサービスを提

供します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
86,738 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

図書館自主事業（本館・分館） 

市民の自主的な学習活動の契機と推進による新たな利用者層の開拓

のため、講座や教室を開催します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
600 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務  教育に関する大綱の推進 0 千円 

2 政策  学校規模の適正化 0 千円 

3 一般  学齢児童・生徒数の推計 0 千円 

4 政策 ★ 地域教育講演会・懇談会事務 0 千円 

5 一般  教育施策の企画調整 742 千円 

6 義務 ★ 教育基本計画の推進 1,528 千円 

7 一般  教育施設整備の総合調整 0 千円 

8 一般  災害応急対策活動 0 千円 

9 一般  庁内共通事務 210 千円 

10 一般  部内調整事務 0 千円 

11 一般  新教育基本計画策定事務 9,231 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 11,711 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

地域教育講演会・懇談会事務 

市の教育の現状と市民ニーズを把握するため、地域に出向き、教育

的な話題をテーマとした意見交換やアンケートを実施し、これらの結

果を市が進める教育政策の基礎資料とします。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

教育基本計画の推進 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に定められた「教育に関

する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」と教育基本計画の進

行管理を一体的に実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
1,528 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

  

施策目標：8 

教育理念を実現する政策を推進する  （教育政策課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  教科用図書整備事業 2,116 千円 

2 一般  教職員等の人材育成事業（中核市関連） 0 千円 

3 政策 ★ 「子どもの教育」講座・講演事業 1,802 千円 

4 政策  教育情報ホームページ等広報事業 0 千円 

5 一般  研究研修管理運営事業 15,159 千円 

6 一般  保幼小中等教育連携研究事業 180 千円 

7 一般  幼児期の教育に関する基礎研究・研修事業 6,205 千円 

8 一般  茅ヶ崎教育史研究事業 279 千円 

9 一般  茅ヶ崎教育調査研究推進事業 958 千円 

10 一般  子どもたちの学習・生活状況に関する調査研究事業 279 千円 

11 一般  神奈川県教育研究所連盟関係研究推進事業 260 千円 

12 一般  調査研究成果の発信啓発事業 90 千円 

13 一般  教育研究会等交付金事業 16,723 千円 

14 一般  初任者研修等教職員人材育成事業 27,257 千円 

15 一般  神奈川県立総合教育センター等関係研修推進事業 0 千円 

16 一般  トワイライトセミナー事業 0 千円 

17 一般  学校内研修支援事業 10,908 千円 

18 一般  教育情報・資料収集整理事業 0 千円 

19 一般  顕微鏡観察用微小生物提供事業 0 千円 

20 一般  質の高い授業実践講座事業 180 千円 

21 一般  授業改善に関する調査研究事業 248 千円 

22 政策  図書刊行事業 13,887 千円 

23 政策  創意工夫研究作品展事業 865 千円 

24 政策 ★ あすなろ教室（適応指導教室）事業 26,596 千円 

25 政策  スクールカウンセラー活用事業 199 千円 

26 政策 ★ 心の教育相談事業 79,673 千円 

27 一般  青少年教育相談管理運営事業 1,053 千円 

28 政策 ★ 青少年教育相談事業 48,007 千円 

29 一般  災害応急対策活動 0 千円 

30 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 252,924 千円 

施策目標：9 

子どもの健やかな育ちを促す教育を研究し支援する（教育センター） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

「子どもの教育」講座・講演事業 

茅ヶ崎市の教育の現状を把握し、市長部局及び教育委員会内の関係

機関と連携しながら、市民の教育への意識醸成に繋がる講座を開催し

ます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
1,802 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

あすなろ教室（適応指導教室）事業 

心理的・情緒的な原因により、不登校の状態にある児童・生徒に対

して、人間関係の改善、自立心の確立、情緒の安定をねらいとし、基

本的生活のリズムや習慣を取り戻すことができるように、充実した個

別学習や体験学習に取り組みます。 

また、スーパーバイザーによる相談員研修の質的向上を図り、相談

指導員及び相談指導補助員等の通室生への対応や相談技能の充実を目

指します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
26,596 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

心の教育相談事業 

市内全小・中学校 32 校に、児童・生徒の身近に第三者的存在とな

り得る心の教育相談員を配置し、児童・生徒の悩み相談・話し相手と

なり、ストレスを和らげることをとおして、心に安らぎを与えるとと

もに、相談しやすい環境を整えます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
79,673 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

青少年教育相談事業 

青少年の健全育成へのよりよい支援・相談業務を推進するために、

電話相談（青少年相談、一般教育相談、「こころ」、「いじめ」相談、特

別支援相談）及び面接相談を実施するとともに、学校及び適応指導教

室に通うことができない児童・生徒への支援・相談を実施します。 

あわせて、面接相談に係る児童・生徒を対象に、心理相談員が学校

を訪問します。                                     会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
48,007 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  総合教育会議の運営業務 372 千円 

2 一般  教育委員会の運営業務 19,233 千円 

3 政策  教育委員会表彰の事務 1,512 千円 

4 一般  労働安全衛生に係る事務 0 千円 

5 一般  小学校臨時職員等の雇用に関する事務 505,078 千円 

6 一般  中学校臨時職員等の雇用に関する事務 91,467 千円 

7 一般  教育委員会事務局及び小中学校に係る総務事務 8,090 千円 

8 一般  教育委員会事務局及び小中学校に係る人事管理事務 14,121 千円 

9 一般  危機管理体制の構築 0 千円 

10 一般  学校備品等の廃棄 10,919 千円 

11 一般  小学校の運営・維持のための事務 1,005,431 千円 

12 一般  小学校の備品等の整備 69,421 千円 

13 政策 ★ 小学校の大型備品等の整備 49,309 千円 

14 一般  小学校の体育器具、遊具の点検、修理業務 34,383 千円 

15 一般  小学校の義務教育教材の整備 67,890 千円 

16 一般  小学校の特別支援学級の運営 24,408 千円 

17 一般  小学校の総合的な学習の時間に関する事業 16,740 千円 

18 政策 ★ 小学校の創意工夫教育支援事業 10,815 千円 

19 一般  教育委員会予算決算事務 0 千円 

20 一般  中学校の運営・維持のための事務 502,329 千円 

21 一般  中学校の備品等の整備 62,421 千円 

22 政策 ★ 中学校の大型備品等の整備 17,408 千円 

23 一般  中学校の体育器具の点検、修理業務 24,637 千円 

24 一般  中学校の義務教育教材の整備 64,959 千円 

25 一般  中学校の特別支援学級の運営 11,077 千円 

26 一般  中学校の総合的な学習の時間に関する事業 12,357 千円 

27 政策 ★ 中学校の創意工夫教育支援事業 7,356 千円 

28 一般  災害応急対策活動 0 千円 

29 一般  庁内共通事務 0 千円 

30 一般  部内調整事務 0 千円 

31 政策  小学校緊急連絡用携帯電話整備事業 0 千円 

32 政策  中学校緊急連絡用携帯電話整備事業 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 2,631,733 千円 

施策目標：10 

円滑に教育行政を進める  （教育総務課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

小学校の創意工夫教育支援事業 

各小学校が学校経営計画に基づき、学校や地域の特性を活かして、

「特色ある学校づくり」、「魅力ある学校づくり」を主体的に推進する

ため、各学校が独自に教育活動に取り組むことを支援します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
10,815 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

中学校の創意工夫教育支援事業 

各中学校が学校経営計画に基づき、学校や地域の特性を活かして、

「特色ある学校づくり」、「魅力ある学校づくり」を主体的に推進する

ため、各学校が独自に教育活動に取り組むことを支援します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
7,356 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

小学校の大型備品等の整備 

児童用机椅子については、老朽化が進んでおり、買換及び修繕を行

います。また、グランドピアノとシュレッダーなどの老朽化した大型

備品は、故障した際に修繕により対応することが困難になってきてい

るとともに、高額であるため、計画的な更新が必要であり、買換を行

います。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
49,309 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

中学校の大型備品等の整備 

生徒用机椅子については、老朽化が進んでおり、買換及び修繕を行

います。また、グランドピアノとシュレッダーなどの老朽化した大型

備品は、故障した際に修繕により対応することが困難になってきてい

るとともに、高額であるため、計画的な更新が必要であり、買換を行

います。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
17,408 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 小学校施設整備事業 904,301 千円 

2 政策 ★ 中学校施設整備事業 885,711 千円 

3 政策 ★ 教育施設再整備基本計画の策定 15,000 千円 

4 政策  小学校大規模改修整備事業 49,068 千円 

5 政策  中学校大規模改修整備事業 48,548 千円 

6 政策  小学校トイレ改修整備事業 15,400 千円 

7 政策  小学校電気設備等改修事業 0 千円 

8 政策  中学校電気設備等改修事業 0 千円 

9 政策  小学校敷地底地整理事業 5,000 千円 

10 政策  中学校敷地底地整理事業 0 千円 

11 政策  学校施設利活用検討事業 0 千円 

12 政策  中学校グラウンド(一校)拡張事業 0 千円 

13 一般  小学校教室不足解消事業 211,112 千円 

14 一般  工事の設計及び監理業務 0 千円 

15 一般  建築関係講習会参加 290 千円 

16 一般  教育施設事務研究協議会参加 0 千円 

17 一般  学校施設整備期成会参加 0 千円 

18 一般  庁内共通事務 4,893 千円 

19 一般  小学校施設建築基準法第１２条の法定点検の実施 24,319 千円 

20 一般  中学校施設建築基準法第１２条の法定点検の実施 16,631 千円 

21 一般  学校施設使用許可事務 0 千円 

22 一般  学校施設整備補助金事務 0 千円 

23 一般  施設台帳管理事務 0 千円 

24 一般  小学校施設の維持管理 94,100 千円 

25 一般  小学校施設の保守管理 48,764 千円 

26 一般  小学校施設の補修（小規模修繕） 158,181 千円 

27 一般  小学校敷地の借り上げ 217,113 千円 

28 一般  省エネルギー法に基づくエネルギー管理 54 千円 

29 一般  中学校施設の維持管理 55,265 千円 

30 一般  中学校施設の保守管理 25,120 千円 

31 一般  中学校施設の補修（小規模修繕） 101,547 千円 

32 一般  中学校敷地の借り上げ 14,370 千円 

33 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 2,894,787 千円 

施策目標：11 

安全で快適な教育環境をつくる  （教育施設課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

小学校施設整備事業 

市内小学校の学校施設維持のため、各小学校の老朽化の進行に応じ

て、適時、校舎の外壁、屋上防水、電気設備及び内装等の修繕工事を

実施し、学習環境を整備します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
904,301 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

中学校施設整備事業 

市内中学校の学校施設維持のため、各小学校の老朽化の進行に応じ

て、適時、校舎の外壁、屋上防水、電気設備及び内装等の修繕工事を

実施し、学習環境を整備します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
885,711 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

教育施設再整備基本計画の策定 

成熟期を迎える社会を見据えた教育施設の再整備計画を立案し、安

全・安心で環境にやさしく、維持・運用しやすい施設づくりに努める

とともに、財政負担の平準化を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
15,000 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  特別支援教育就学奨励費に係る事務（小学校） 8,602 千円 

2 政策  特別支援教育就学奨励費に係る事務（中学校） 3,663 千円 

3 政策 ★ 要保護及び準要保護児童就学援助（小学校） 548,124 千円 

4 政策 ★ 要保護及び準要保護生徒就学援助（中学校） 285,816 千円 

5 一般  学校給食の栄養管理に係る事務 7,654 千円 

6 政策  学校給食調理場エレベーター改修に係る事業 102,588 千円 

7 政策  学校給食調理場の整備に係る事業 470,000 千円 

8 政策 ★ 学校施設（調理場)新設事業 676,000 千円 

9 政策  学校施設新設(調理場)に伴う施設整備事業 34,756 千円 

10 一般  給食調理場の備品購入に係る事務 6,580 千円 

11 政策  鶴嶺小学校大規模化対応のための調理場改修等事業 7,136 千円 

12 政策  保健室の備品購入に係る事務(小学校) 0 千円 

13 政策  保健室の備品購入に係る事務(中学校) 0 千円 

14 政策 ★ 市費教員任用事業 126,730 千円 

15 政策  教育事務委託に係る事務 105,000 千円 

16 一般  学校給食の管理及び運営等に係る事務 74,561 千円 

17 一般  学校給食施設の管理に係る事務 160,293 千円 

18 一般  学校給食設備の修繕に係る事務 39,878 千円 

19 一般  共同調理場の運営に係る事務 19,559 千円 

20 一般  共同調理場の受配校との調整 820 千円 

21 一般  学校医等の公務災害補償の支給に係る事務 75 千円 

22 一般  学校環境衛生管理に係る事務(小学校) 11,811 千円 

23 一般  学校環境衛生管理に係る事務(中学校) 7,625 千円 

24 一般  学校保健の管理に係る事務(小学校) 89,325 千円 

25 一般  学校保健の管理に係る事務(中学校) 49,102 千円 

26 一般  学校保健の推進に係る事務 2,559 千円 

27 一般  災害共済及び損害補填に係る事務(小学校) 42,393 千円 

28 一般  災害共済及び損害補填に係る事務(中学校) 21,741 千円 

29 一般  児童の健康に係る事務 49,695 千円 

30 一般  小学校修学旅行への医療従事者の派遣 1,715 千円 

31 一般  生徒の健康に係る事務 28,617 千円 

32 一般  中学校修学旅行への医療従事者の派遣 3,754 千円 

33 一般  保健室・給食調理場の維持管理に係る事務(小学校) 2,525 千円 

34 一般  保健室の維持管理に係る事務(中学校) 120 千円 

35 一般  学校職員の定期健康診断及び産業医の面接指導に係る事務（小学校） 36,185 千円 

36 一般  学校職員の定期健康診断及び産業医の面接指導に係る事務（中学校） 21,389 千円 

37 一般  学級編制事務と教職員定数管理 0 千円 

38 一般  教職員の服務に関する事務 0 千円 

39 一般  教職員人事に係る事務 0 千円 

40 

 

一般  教職員の事故に係る事務 0 千円 

41 一般  教職員の表彰に係る事務 0 千円 

42 一般  教職員の福利厚生に関する事務 23,702 千円 

43 一般  教職員団体との交渉に係る事務 0 千円 

施策目標：12 

健やかで安心できる学校生活を支援する  （学務課） 
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No. 
事業 

区分 

事 業 名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事

業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

44 一般  児童生徒の事故報告及び通学の安全確保に係る事務 4,281 千円 

45 一般  学校旅行総合保険に係る事務 915 千円 

46 一般  学齢児童生徒の就学及び転出入に係る事務 0 千円 

47 一般  学齢児童生徒の就学及び転出入学に係る事務（小学校出席簿） 0 千円 

48 一般  学齢児童生徒の就学及び転出入学に係る事務（中学校出席簿） 0 千円 

49 一般  学齢簿の編成及び加除訂正に係る事務 51,825 千円 

50 一般  校長会交付金に係る事務 6,876 千円 

51 一般  労働安全衛生に係る事務 0 千円 

52 一般  災害応急対策活動 0 千円 

53 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 3,133,990 千円 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

要保護及び準要保護児童就学援助（小学

校） 

小学校に就学する児童の保護者の経済的負担の軽減のため、継時的

理由により就学が困難な児童の保護者に対して、学校生活でかかる費

用の一部を援助します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
548,124 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

要保護及び準要保護生徒就学援助（中学

校） 

中学校に就学する生徒の保護者の経済的負担の軽減のため、継時的

理由により就学が困難な生徒の保護者に対して、学校生活でかかる費

用の一部を援助します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
285,816 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

学校施設（調理場）新設事業 

自校式調理場を設置し、児童に温かい学校給食を提供するとともに、

アレルギー児対応や食育の推進を図るため今宿小学校に給食調理場を

建設します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
676,000 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

□全市 □鶴嶺東 ■鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

市費教員任用事業 

学校現場での様々な課題に臨機応変に対応するため、市費教員を任

用します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
126,730 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  市民大楽まなびーな運営事業 0 千円 

2 一般  ハマミーナまなびプラザの管理運営事業 200,058 千円 

3 政策 ★ 茅ヶ崎ゆかりの人物館運営事業 21,661 千円 

4 政策  市民文化会館の指定管理に関する事業 607,030 千円 

5 政策 ★ 茅ヶ崎市民文化会館再整備事業 3,160,746 千円 

6 政策  茶室・書院管理運営事業 17,038 千円 

7 政策  茅ヶ崎市美術館指定管理に関する事業 207,066 千円 

8 政策  旧南湖院第一病舎の活用に関する事業 2,528 千円 

9 政策  歴史的公文書等の整理、保存 17,787 千円 

10 政策  レインボーフェスティバル事業 5,277 千円 

11 一般  文化生涯学習プランの推進事業 14,160 千円 

12 政策 ★ 生涯学習機会の提供 21,561 千円 

13 一般  市民ギャラリー管理運営事業 14,606 千円 

14 一般  茅ヶ崎市開高健記念館事業 22,255 千円 

15 一般  茅ヶ崎市文化・スポーツ振興財団との連絡・調整事務 0 千円 

16 一般  市民文化会館維持管理事業 5,230 千円 

17 政策  市民文化祭事業 10,011 千円 

18 政策  次世代を対象としたアウトリーチ事業 900 千円 

19 一般  湘南広域都市行政協議会広域文化活動部会事務 0 千円 

20 一般  茅ヶ崎市美術館運営管理事業 34,835 千円 

21 政策  美術品収集事業 738 千円 

22 政策  文化活動推進及び支援事業 2,088 千円 

23 一般  文化振興基金事業 453 千円 

24 政策 ★ 市史編さん事業 23,676 千円 

25 政策  子育て世代のための生涯学習交流サロン運営事業 1,803 千円 

26 政策  ハマミーナ総合案内管理運営業務 8,800 千円 

27 政策  市制７０周年茅ヶ崎市民文化会館改修工事期間を活用したメモリアル事業 226 千円 

28 一般  災害応急対策活動 0 千円 

29 一般  庁内共通事務 0 千円 

30 一般  部内調整事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 4,400,533 千円 

施策目標：13 

まなびを通して、自らが住むまちについて知り、愛着をもち、未来を創造す

る力をはぐくむ                         （文化生涯学習課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

茅ヶ崎ゆかりの人物館運営事業 

茅ヶ崎ゆかりの人物などの軌跡をとおし、郷土への愛着を育むため、

企画展を実施し、茅ヶ崎市にゆかりのある人物の紹介や作品及び資料

等を展示するとともに、常に動きのあるミュージアムとして講演会及

びワークショップ等を定期的に実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
21,661 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 ■海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

茅ヶ崎市民文化会館再整備事業 

施設の耐震性の確保、設備等の老朽化対策、バリアフリー化等、施

設の快適性を向上するため、改修工事を実施し、平成 30 年 10 月リ

ニューアルオープンを目指します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
3,160,746 千円 

対象 

地域 

■全市 ■茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

生涯学習機会の提供 

企業や学校等と連携しながら、多様化する市民の学習ニーズの応え

た学習機会の充実を図り、自主的・自発的な学習の支援を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
21,561 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

市史編さん事業 

資料の調査・収集・研究を実施し、｢市史ブックレット｣｢市史史料集｣

｢ヒストリアちがさき｣等を刊行するとともに、刊行物を基に市史講座

を開催します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
23,676 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ （仮称）柳島スポーツ公園維持管理・運営事業 619,644 千円 

2 一般  屋内温水プールの管理・運営 189,156 千円 

3 一般  体育施設の管理・運営 251,885 千円 

4 一般  体育館の管理・運営 350,035 千円 

5 政策 ★ スポーツ振興基本計画の推進 760 千円 

6 政策  各種体育大会等の開催 17,676 千円 

7 政策  各種大会等選手役員派遣事業 3,894 千円 

8 政策  学校体育施設開放事業 96,126 千円 

9 政策  関係団体への助成 6,720 千円 

10 一般  神奈川県体育施設協会に係る事務 18 千円 

11 政策  総合型地域スポーツクラブの育成 120 千円 

12 政策  スポーツ推進委員に係る事務 16,372 千円 

13 一般  庁内共通事務 30 千円 

14 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 1,552,436 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

（仮称）柳島スポーツ公園維持管理・運

営事業 

公園緑地機能及び防災機能を備えたスポーツ公園を維持管理・運営

することにより、市民や利用者が安心して集い、みどりを感じ、ここ

ろとからだを育む環境を整えます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
619,644 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 ■湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

スポーツ振興基本計画の推進 

心とからだを健康にしていくことができるよう、その環境づくりを

推進するとともに、スポーツのきっかけづくりや情報の発信を行いま

す。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
760 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

施策目標：14 

いつでも気軽にスポーツができ、心とからだを健康にできる環境をつくる 

（スポーツ推進課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 次期「ちがさき男女共同参画推進プラン」の策定及び進行管理 9,801 千円 

2 政策 ★ 平和啓発事業 4,533 千円 

3 政策 ★ 男女共同参画社会の実現に向けた啓発等推進事業 6,100 千円 

4 政策 ★ ゆかりのまち交流事業 2,118 千円 

5 政策  茅ヶ崎マカナ・フラ・フェスティバル事業 3,135 千円 

6 政策  相談事業 20,065 千円 

7 政策  国際化に対応した地域交流の支援 323 千円 

8 政策  国際化に対応した行政サービスの提供 2,820 千円 

9 政策  ピーストレイン平和大使広島派遣事業 3,908 千円 

10 政策  「平和について」ポスター・作文コンテスト事業 67 千円 

11 政策  女性問題の研究調査 588 千円 

12 政策  人権同和対策に関すること 2,558 千円 

13 政策  平和啓発事業（啓発看板移設） 2,055 千円 

14 政策  都市交流事業 0 千円 

15 政策  地域における男女共同参画の推進 0 千円 

16 一般  ２市１町人権・男女共同参画連携推進会議 139 千円 

17 一般  男女共同参画推進センター管理運営 26,318 千円 

18 一般  男女共同参画推進センター登録団体申請受付及び支援 0 千円 

19 一般  庁内共通事務 0 千円 

20 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 84,528 千円 

施策目標：15 

互いが尊重され、あらゆる分野の活動に参画できる社会をつくる 

（男女共同参画課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

次期「ちがさき男女共同参画推進プラン」

の策定及び進行管理 

「第２次ちがさき男女共同参画推進プラン」は平成 32 年度で終了

しますが、固定的な性別役割分担意識は未だ根強く、多くの課題が残

されています。これらの課題やこれまでの取り組みを総合的に検証し、

男女共同参画社会の実現に向けた取り組みの方向性を明らかにし、次

期「ちがさき男女共同参画推進プラン」を策定します。 

また、計画を着実に推進していくために、進捗状況に対する点検・

評価を毎年実施し、適切な進行管理に努めます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
9,801 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

平和啓発事業 

「平和都市宣言」、「茅ヶ崎市核兵器廃絶平和都市宣言」に基づき平

和啓発事業を実施するとともに、平和首長会議と連帯した取り組みを

進めていきます。 

また、禎子鶴の寄贈を受け、同じくアリゾナ記念館に寄贈を受けて

いる姉妹都市ホノルル市・郡との折り鶴を通じた平和交流について検

討していきます。 会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
4,533 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

男女共同参画社会の実現に向けた啓発等

推進事業 

第 2 次ちがさき男女共同参画推進プラン（平成 28 年度～平成 32

年度）に基づき、あらゆる分野で男女が平等に活躍する社会の実現に

向け、市民一人ひとりが、男女平等や男女共同参画を身近な問題とし

て捉えることができるよう、男女共同参画推進センター（いこりあ）

を拠点として講座や講演会を実施し、従来の固定的な性別役割分担意

識にとらわれない意識づくりを推進します。 会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
6,100 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

ゆかりのまち交流事業 

ゆかりのまち岡崎市を代表する「桜まつり」などの機会を捉え市民

間交流を実施するとともに、スポーツなどを通じた青少年交流を実施

します。交流事業を通じ、ゆかりのまち及びゆかりの人物について広

く市民に周知します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
2,118 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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基本理念２ 地域づくり 

 

 

 

 

いきいきと暮らす 

ふれあいのある 

地域づくり 

 

 

 

 

 

政策目標 5 共に見守り支え合いすこやかに暮らせるまち（福祉部） 

政策目標 6 質の高い医療サービスを安定的に提供するまち（市立病院） 

政策目標 7 だれもがいつまでも健康で安心して暮らせるまち（保健所） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 地域福祉推進事業 13,395 千円 

2 政策 ★ 社会福祉協議会助成事業 341,575 千円 

3 政策  地域福祉活動支援事業 97,388 千円 

4 政策  コーディネーター配置事業 5,628 千円 

5 政策  地域福祉総合相談室設置運営事業 224,210 千円 

6 政策 ★ 成年後見制度利用促進事業 15,631 千円 

7 政策  市民後見人養成事業 6,755 千円 

8 政策  
（仮称）茅ヶ崎市営小和田住宅外複合施設整備事業（地区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ等の

移転・併設） 
28,035 千円 

9 政策  被爆者援護手当支給事業 3,816 千円 

10 政策  被爆者の会への援護事業 120 千円 

11 政策  戦没者遺族会への支援 714 千円 

12 政策  更生保護の推進事業 1,404 千円 

13 政策  小災害被災者救援事業 4,500 千円 

14 政策  (仮称)茅ヶ崎公園体験学習施設整備事業（福祉会館） 5,926 千円 

15 政策  (仮称)茅ヶ崎公園体験学習施設整備事業（健康いきがい・世代間交流） 2,623 千円 

16 義務  大規模災害被災者生活再建支援事業 3,750 千円 

17 義務  社会福祉法人の許認可等に関する事務事業 30 千円 

18 義務  社会福祉統計の総括事業 90 千円 

19 一般  戦没者追悼関連事業 2,381 千円 

20 一般  福祉会館の管理運営事業 20,768 千円 

21 一般  臨時福祉給付金国庫補助金返還事務 0 千円 

22 一般  社会福祉基金補助事業 30 千円 

23 一般  社会福祉協議会事務所等の管理に関する事務 81,341 千円 

24 一般  日本赤十字社との連携業務 0 千円 

25 一般  福祉有償運送登録支援事業 0 千円 

26 一般  平和の礎維持管理事業 180 千円 

27 一般  民生行政に係る表彰事業 0 千円 

28 一般 ★ 民生委員児童委員に対する支援及び補助事業 114,297 千円 

29 一般  災害応急対策活動 0 千円 

30 一般  庁内共通事務 357 千円 

31 一般  部内調整事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 974,944 千円 

施策目標：16 

自立した生活を支え合える地域の仕組みをつくる  （福祉政策課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

地域福祉推進事業 

「みんながつながる ちがさきの地域福祉プラン」（第 3 期茅ヶ崎市

地域福祉計画・第 5 次茅ヶ崎市地域福祉活動計画）に位置づけた取り

組みを、一体的に策定した茅ヶ崎市社会福祉協議会と連携して推進す

るとともに、次期計画の策定に取り組みます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
13,395 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

社会福祉協議会助成事業 

住民同士の助け合いや地域の支え合いの環境づくりに向け、地域福

祉の推進を目的とする団体である社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議

会への財政支援を行い、住民福祉の向上を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
341,575 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

成年後見制度利用促進事業 

増加傾向にある認知症高齢者等判断能力に支援を要する方の財産の

管理等の生活の支援のため、成年後見制度の周知啓発を行うとともに

成年後見支援センターの運営を通じて、成年後見制度等に関する相談

支援を行うことで、権利擁護の推進を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
15,631 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

民生委員児童委員に対する支援及び補助

事業 

民生委員児童委員に対して、業務が円滑に遂行できるよう支援及び

補助を行います。 

また、民生委員法に基づき、3 年ごとに行われる一斉改選事務（該

当年度は平成 31 年度）を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
114,297 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務  後期高齢者医療市町村負担金等の支払い事務 6,626,827 千円 

2 義務  後期高齢者医療一般会計繰り出し事務 234,833 千円 

3 義務  後期高齢者医療基盤安定繰り出し事務 1,325,096 千円 

4 一般  日雇特例被保険者事業 0 千円 

5 義務  国民健康保険事業特別会計繰出金に関する事務 2,026,449 千円 

6 義務  国民健康保険事業保険基盤安定繰出金に関する事務 3,031,269 千円 

7 義務  年金に関する相談及び広報に関する事務 8,238 千円 

8 義務  国民年金法に基づく各種届出に係る事務 7,193 千円 

9 義務  国民年金事務費交付金に関する事務 0 千円 

10 義務  電算処理の連絡及び調整に関する事務 0 千円 

11 義務  国民年金法に基く福祉年金の窓口受付に関する事務 0 千円 

12 一般  庁内共通業務 0 千円 

13 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 13,259,905 千円 

 

○国民健康保険事業特別会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般 ★ レセプトの再審査事務 47,985 千円 

2 義務  被保険者証の一斉更新に関する事務 46,206 千円 

3 義務  高齢受給者証の一斉更新に関する事務 5,769 千円 

4 義務  国民健康保険システム改修に関する事務 280,908 千円 

5 義務  共同電算処理事業費支払い事務 81,471 千円 

6 義務  神奈川県国民健康保険団体連合会負担金の支払いに関する事務 3,141 千円 

7 義務  保険料率の決定及び告示に関する事務 0 千円 

8 義務  資格異動に伴う賦課処理に関する事務 10,614 千円 

9 義務  保険料賦課に関する事務 75,189 千円 

10 一般  保険料の収納率の向上に関する事務 36,177 千円 

11 義務  保険料減免申請書の受理及び減免額の決定に関する事務 0 千円 

12 一般  保険料収納環境推進に関する事務 35,031 千円 

13 義務  国民健康保険運営協議会の開催に係る事務 1,971 千円 

14 義務  一般被保険者療養給付費支払い事務 41,646,000 千円 

15 義務  退職被保険者等療養給付費支払い事務 564,000 千円 

16 義務  一般被保険者療養費に関する事務 693,000 千円 

17 義務  指定公費に関する事務 1,800 千円 

18 義務  退職被保険者等療養費に関する事務 9,000 千円 

19 義務  審査支払手数料の支払い事務 135,765 千円 

20 義務  一般被保険者高額療養費に関する事務 5,259,000 千円 

21 義務  退職被保険者等高額療養費に関する事務 105,000 千円 

22 義務  一般被保険者高額介護合算療養費に関する事務 15,000 千円 

23 義務  退職被保険者等高額介護合算療養費に関する事務 600 千円 

24 義務  一般被保険者の移送費に関する事務 450 千円 

施策目標：17 

医療を受けられる保険制度を安定的に運営する  （保険年金課） 
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No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

25 義務  退職被保険者等の移送費に関する事務 150 千円 

26 義務  出産育児一時金に関する事務 315,000 千円 

27 義務  葬祭費に関する事務 54,000 千円 

28 義務  後期高齢者支援金の支払い事務 9,270,000 千円 

29 義務  後期高齢者関係事務費拠出金の支払い事務 672 千円 

30 義務  前期高齢者納付金の支払い事務 36,000 千円 

31 義務  前期高齢者関係事務費拠出金の支払い事務 648 千円 

32 義務  老人保健事務費拠出金の支払い事務 177 千円 

33 義務  介護納付金の支払い事務 3,603,000 千円 

34 義務  高額医療費共同事業拠出金の支払い事務 1,921,086 千円 

35 義務  保険財政共同安定化事業拠出金の支払い事務 16,725,984 千円 

36 義務  その他共同事業拠出金の支払い事務 18 千円 

37 一般  国民健康保険運営基金の積立に関する事務 384 千円 

38 義務  過誤納金の還付に関する事務（一般） 77,199 千円 

39 義務  過誤納金の還付に関する事務（退職） 3,000 千円 

40 

 

一般  窓口保険料納付相談及び納付指導に関する事務 7,962 千円 

41 義務  償還金に関する事務 3 千円 

42 義務  退職者医療制度への変更手続に関する事務 0 千円 

43 一般  資格適正の確認に関する事務 21,228 千円 

44 一般  年金喪失者通知に関する事務 0 千円 

45 義務  特定疾病の認定及び受療証の交付に関する事務 0 千円 

46 義務  標準負担額減額認定証の認定及び発行に関する事務 177 千円 

47 義務  国民健康保険被保険者証等受療証の発行に関する事務 0 千円 

48 義務  月報及び年報の作成に関する事務 0 千円 

49 義務  国保概要の作成に関する事務 0 千円 

50 一般  第三者行為の請求事務 2,400 千円 

51 義務  国民健康保険に関わる補助金及び交付金申請事務 63,060 千円 

52 義務  出産育児一時金直接支払い制度に関する事務 159 千円 

53 義務  国民健康保険特別会計の全般的な事務 33,054 千円 

54 一般  国民健康保険事業の予備費に関する事務 60,000 千円 

55 一般  特定健康診査・特定保健指導 618,696 千円 

56 政策 ★ 健康管理啓発事業 3,612 千円 

57 一般  医療費通知送付事業 26,529 千円 

58 政策 ★ 歯と口腔の健康づくり教室事業 1,977 千円 

59 政策 ★ ジェネリック医薬品普及啓発事業 2,220 千円 

60 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 81,902,472 千円 

 

○後期高齢者医療事業特別会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務  後期高齢者医療一般管理事業 14,754 千円 

2 義務  後期高齢者医療保険の保険料徴収事務 54,326 千円 

3 義務  後期高齢者医療広域連合への保険料等の納付事務 10,840,292 千円 

4 義務  後期高齢者医療保険の保険料還付事務 15,000 千円 

5 義務  後期高齢者医療保険の保険料還付加算金支払い事務 900 千円 

6 義務  後期高齢者医療事業の予備費事務 6,000 千円 

7 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 10,931,272 千円 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

レセプトの再審査事務 

医療費の適正化を図るため、レセプトの資格点検、内容点検及び再

審査処理等を行うとともに、国民健康保険の資格を持たない方が医療

機関等を受診した場合等の不正・不当し特に該当するレセプトを検出

し、該当者に対して支払い請求を行います。 

会計区分 国民健康保険事業特別会計  

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
47,985 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

健康管理啓発事業 

被保険者の健康増進を図り、保険給付費の適正化を図るため被保険

者に対して、健康づくりに関する意識啓発を行います。 

会計区分 国民健康保険事業特別会計  

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
3,612 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

歯と口腔の健康づくり教室事業 

歯と口腔の健康づくりを推進するため、幼児については、臼歯が永

久歯に生え替わる時期にう歯・歯周病予防について健康教育を行い、

成人については、糖尿病性の歯周病を予防する観点から、糖尿病予防

イベントに共催して、普及啓発を実施します。 

会計区分 国民健康保険事業特別会計  

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
1,977 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

ジェネリック医薬品普及啓発事業 

医師の指示がなければ選択することのできるジェネリック医薬品に

ついて、パンフレットや希望カードを配布するとともに、切り替えた

場合の利用差額通知の送付などにより、ジェネリック医薬品の普及啓

発を行います。 

 
会計区分 国民健康保険事業特別会計  

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
2,220 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  敬老祝金等贈呈事業 6,629 千円 

2 政策  高齢者等居住支援事業 1,242 千円 

3 政策  在日外国人高齢者・障害者等福祉給付金支給事業 2,160 千円 

4 一般  高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定及び推進 14,236 千円 

5 政策  在宅高齢者実態調査及び地域見守り活動等の推進 6,607 千円 

6 政策  老人憩いの家管理事業 219,005 千円 

7 政策  高齢者の学びの機会創出事業 912 千円 

8 政策  多様な主体による高齢者の外出の機会提供事業 709 千円 

9 政策  緊急通報装置貸与事業 31,868 千円 

10 政策  給食サービス事業 1,348 千円 

11 政策  寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業（寝具乾燥・丸洗い） 3,725 千円 

12 政策  生活管理指導短期宿泊事業（養護老人ホーム） 3,003 千円 

13 政策  家族介護支援一時入所事業（特別養護老人ホーム） 2,733 千円 

14 政策  介護保険低所得利用者対策事業 540 千円 

15 政策  高齢者福祉団体負担金・補助金事業 26,340 千円 

16 政策  地域密着型サービスの整備に関する事務 80,767 千円 

17 政策  介護老人保健施設整備事業 0 千円 

18 一般  介護保険事業特別会計操出金 7,518,522 千円 

19 義務  老人保護措置費の決定・支払・徴収に関する事務 276,720 千円 

20 義務  養護老人ホームへの入所措置等に関する事務 279 千円 

21 義務  高齢者虐待防止対策事業 351 千円 

22 政策  災害時における要配慮者及び避難行動要支援者支援事業（高齢者） 15,636 千円 

23 政策  老人クラブ等助成事業 41,685 千円 

24 政策 ★ 高齢者施策の周知及び情報提供事業 0 千円 

25 政策  エンディングノート活用事業 180 千円 

26 政策  老人居宅生活支援事業等に関する事務（中核市関連） 0 千円 

27 政策  老人福祉法の施設整備に関する事業 0 千円 

28 政策  シルバー人材センター補助事業(高齢者の就労機会等の提供） 103,776 千円 

29 政策  高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 4,362 千円 

30 政策  生きがいふれあいバス運行事業 5,417 千円 

31 政策  脳の健康教室 4,737 千円 

32 政策  介護予防・健康づくり事業（60 歳からのフィットネス教室） 13,490 千円 

33 政策  ケアセンター管理事業 699 千円 

34 一般  老人保護措置費自己負担金の口座振替に関する事務 15 千円 

35 義務  高齢者等の福祉の相談等に関する事務（ケースワーク業務） 0 千円 

36 政策  
(仮称）茅ヶ崎市営小和田住宅外複合施設整備事業（地域包括支援センターの

移転・併設） 
28,223 千円 

37 一般  災害応急対策活動 0 千円 

38 一般  庁内共通事務（老人福祉管理業務） 676 千円 

39 政策  ねんりんピック事業 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 8,429,027 千円 

  

施策目標：18 

高齢者の健康でいきいきとした暮らしを支援する（高齢福祉介護課） 
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○介護保険事業特別会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  介護保険事業特別会計の全般的事務 59,254 千円 

2 政策  介護保険事務処理システム改修事業 15,000 千円 

3 一般  賦課徴収事務 66,300 千円 

4 義務  介護認定審査会事務 132,133 千円 

5 義務  認定調査事務 238,386 千円 

6 一般  要介護者にかかる保険給付 39,673,598 千円 

7 一般  要支援者にかかる保険給付 2,136,022 千円 

8 一般  高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費の支給 1,199,707 千円 

9 一般  保険請求に関する審査支払業務 36,989 千円 

10 政策  介護保険認定非該当高齢者への支援事業 0 千円 

11 政策  介護給付費適正化事業 0 千円 

12 政策  家族介護慰労事業 600 千円 

13 政策  家族等介護支援事業 1,293 千円 

14 政策  福祉用具・住宅改修支援事業 210 千円 

15 政策  介護サービス相談員派遣事業 16,097 千円 

16 政策  高齢者住宅生活援助員派遣事業 6,384 千円 

17 政策  介護用品支給サービス事業（紙おむつ等の支給） 12,435 千円 

18 政策  高齢者安心電話相談事業 24,600 千円 

19 一般  地域密着型サービス事業者の指定・指導等に関する事務 0 千円 

20 義務  苦情相談に関する事務（苦情相談窓口） 0 千円 

21 政策  介護保険事業者に対する人材育成 270 千円 

22 一般  事業者支援のための情報提供 0 千円 

23 一般  事故報告の徹底と再発防止のための指導 0 千円 

24 政策  要介護認定調査の適正化の推進 240 千円 

25 一般  介護保険運営基金への積み立て 3,000 千円 

26 一般  被保険者保険料還付金及び還付加算金 18,000 千円 

27 一般  償還金 3 千円 

28 一般  予備費 3,000 千円 

29 政策  居宅サービス事業者の指定等に関する事務（中核市関連） 0 千円 

30 政策 ★ 認知症施策推進事業 1,766 千円 

31 政策  徘徊高齢者早期発見位置お知らせサービス事業（GPS 装置の貸与） 1,797 千円 

32 政策  認知症サポーター養成講座 851 千円 

33 政策  徘徊高齢者家族支援サービス事業（ＳＯＳネットワーク） 4,390 千円 

34 一般  介護予防・生活支援サービス事業費 2,146,160 千円 

35 一般  介護予防ケアマネジメント費の支給 197,697 千円 

36 一般  高額介護予防・生活支援サービス事業費の支給 4,200 千円 

37 一般  介護予防・生活支援サービス事業費請求に関する審査支払業務 6,581 千円 

38 政策 ★ 地域包括支援センターの運営に関する事務 746,992 千円 

39 政策  一般介護予防事業 82,655 千円 

40 

 

政策  生活支援体制整備事業 36,385 千円 

41 義務  成年後見制度利用支援事業 11,901 千円 

42 政策  地域包括支援センターの機能強化に関する事業 1,768 千円 

43 政策 ★ 在宅医療介護連携推進事業 39,082 千円 

44 政策  地域ケア会議推進事業 900 千円 

45 一般  居宅介護支援事業者の指定・指導等に関する事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 46,914,211 千円 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

高齢者施策の周知及び情報提供事業 

「高齢者のガイド」の作成及び配布、ホームページの充実により、

介護サービス、介護予防、生きがいづくり等高齢者のニーズに合わせ

た情報など高齢者施策の周知・啓発を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

認知症施策推進事業 

認知症の方や家族を地域で支えるため、認知症施策を総合的に推進

します。 

会計区分 介護保険事業特別会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
1,766 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

地域包括支援センターの運営に関する事

務 

高齢者及びその家族が地域において安心して暮らせるよう、地域で

の各種サービス、保健・医療・福祉の専門職、専門機関相互の連携、

ボランティア等の住民活動などを含めた地域における様々な社会資源

の有効活用を図り、ネットワークを構築していくなかで地域支援事業

の円滑な実施と適切、公正かつ中立な運営を確保します。 
会計区分 介護保険事業特別会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
746,992 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

在宅医療介護連携推進事業 

在宅医療及び在宅医療と介護の連携推進のためのしくみづくりに取

り組むとともに、在宅医療や介護に必要な知識を学び合い連携を強化

するための多職種連携研修会等を開催し、人材育成を図ります。 

会計区分 介護保険事業特別会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
39,082 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ グループホームに関する事務 101,466 千円 

2 政策  移動支援事業 308,478 千円 

3 義務  自立支援医療（更生医療・精神通院医療）に関する事務 642,310 千円 

4 義務  自立支援給付費等に関する事務 9,104,355 千円 

5 一般  自立支援協議会に関する事務 363 千円 

6 政策  重度障害者タクシー利用助成に関する事務 137,625 千円 

7 政策  障害児通所施設の運営・管理 639,291 千円 

8 政策  障害者ふれあい活動ホームの運営・管理 448,687 千円 

9 政策  障害者通所交通費の助成に関する事務 120,254 千円 

10 義務  障害者福祉手当（国・県・市）に関する事務 585,600 千円 

11 一般  障害者保健福祉計画に関する事務 11,649 千円 

12 政策 ★ 相談支援体制の機能強化 174,684 千円 

13 政策  地域活動支援センター機能強化事業 475,839 千円 

14 政策 ★ 地域生活支援拠点整備事業 14,310 千円 

15 政策  日常生活用具給付事業 171,421 千円 

16 政策  日中一時援事業 245,355 千円 

17 一般  認定調査及び市町村審査会に関する事項 21,160 千円 

18 一般  補装具費給付に関する事務 150,805 千円 

19 政策  訪問入浴サービスに関する事務 38,814 千円 

20 政策  計画相談支援に関する事務 97,700 千円 

21 政策  社会参加促進事業 9,061 千円 

22 政策  障害者就労支援事業 25,494 千円 

23 政策  店舗活用型就労支援事業 69,161 千円 

24 政策  意思疎通支援事業 18,341 千円 

25 政策  理解促進研修・啓発事業 3,190 千円 

26 政策 ★ 権利擁護に関する事務 3,924 千円 

27 政策  災害時における要配慮者及び避難行動要支援者支援事業（障害者） 15,137 千円 

28 政策  重度障害者医療費助成事業 2,011,398 千円 

29 一般  各種公共サービスに係る事務 0 千円 

30 一般  障害者手帳の交付に係る事務 0 千円 

31 一般  心身障害者扶養共済制度に関する事務 0 千円 

32 一般  生きがい会館の管理 11,761 千円 

33 一般  災害時応急対策活動 0 千円 

34 一般  庁内共通事務 2,239 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 15,659,872 千円 

施策目標：19 

障害者の自立した生活と社会参加を支援する  （障害福祉課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

グループホームに関する事務 

グループホーム運営法人及び入居者の経済的負担を軽減するため、

グループホーム設置のために必要とする費用の一部並びにグループホ

ーム家賃の一部を補助します。 

併せて、障害者総合支援法第 77 条第 3 項に定める福祉ホーム事業

を運営実施する法人に対しての運営費の補助を行います。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
101,466 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

相談支援体制の機能強化 

障害者等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように

するため、専門的職員（社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等）

を配置し、必要な支援を行うとともに、障害者（児）や関係者、地域

住民等による地域での自発的な取組を支援し、共生社会の実現を図り

ます。また、市長が委嘱した相談員として、当事者の保護者等が地域

において養育や生活の相談・助言等を行います。 会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
174,684 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

地域生活支援拠点整備事業 

障害者（児）の、居住支援機能（①相談②体験の機会・場の確保③

緊急時の受け入れ・対応④専門性の向上⑤地域の体制づくり）と地域

支援機能の一体的な整備を行います。                                                                                                                                             

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
14,310 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

権利擁護に関する事務 

障害者の権利利益の擁護、障害者虐待の防止、養護者に対する支援

のため、普及啓発活動や関係機関との調整、庁内研修、成年後見制度

の利用支援、行方不明となった障害児（者）の早期発見のためのネッ

トワークの構築を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
3,924 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 生活困窮者自立支援法に基づく任意事業 12,900 千円 

2 義務  行旅病人等の救護等事業 1,545 千円 

3 義務  行旅死亡人の埋火葬等事業 3,306 千円 

4 政策 ★ 生活困窮者自立相談支援事業 19,170 千円 

5 義務  生活保護の決定及び実施に関する事務 13,050,089 千円 

6 一般  審査手数料の支払い事務（診療報酬審査） 8,447 千円 

7 一般  審査手数料の支払い事務（介護報酬審査） 1,877 千円 

8 義務  中国残留邦人等に対する支援 0 千円 

9 義務  行旅病人及び行旅死亡人関係経費請求等に関する事務 0 千円 

10 義務  要保護者に関する相談事業 7,965 千円 

11 政策  ホームレス支援事業 540 千円 

12 義務  住居確保給付金支給事業費 12,549 千円 

13 一般  厚生労働省への生活保護に係る報告事業 0 千円 

14 政策 ★ 被保護者の自立支援事業 15,836 千円 

15 一般  病院、施設、関係機関等への調査、連絡調整に関する事務 3,954 千円 

16 一般  生活保護法診療報酬（レセプト）点検事務 4,859 千円 

17 一般  生活保護電算システムの管理運用事業 35,558 千円 

18 一般  国県負担金及び補助金申請等に関する事務 0 千円 

19 一般  生活保護業務データシステム及び医療扶助電子レセプトの運用管理業務 4,818 千円 

20 政策 ★ 生活保護受給者就労支援事業 11,727 千円 

21 一般  災害応急対策活動 0 千円 

22 一般  庁内共通事務 1,899 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 13,197,039 千円 

施策目標：20 

安定した生活を支援する  （生活支援課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

生活困窮者自立支援法に基づく任意事業 

貧困の連鎖の解消を目的に、生活保護受給世帯及び生活困窮世帯等

の中学生等を対象に、学習支援や日常的な生活習慣を育む支援を実施

します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
12,900 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

生活困窮者自立相談支援事業 

生活困窮者の自立を図るため、相談を聞き取り、自立のための方策

を検討し、生活困窮者の支援プランを策定します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
19,170 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

被保護者の自立支援事業 

ケースワーカーによる訪問活動等により、被保護者の生活状況を把

握し、的確な指導・援助を行い精神的、社会的自立を実現を目指すと

ともに、日常支援･就業支援・養育相談等を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
15,836 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

生活保護受給者就労支援事業 

ケースワーカーと就労支援相談員が連携し、被保護者の就労支援阻

害要因の解消を図るとともに、就労阻害要因のない者には、求人情報

の提供や就労に効果的に役立つ技能習得の促進等、適切な指導援助を

行い、就労に結びつけ、自立を支援します。 

 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
11,727 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○病院事業会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  給与事務に関する事務 17,606,825 千円 

2 一般  材料の購入等に関する事務 6,965,966 千円 

3 一般  経費の支払等に関する事務 5,406,254 千円 

4 一般  減価償却に関する事務 3,303,986 千円 

5 一般  資産減耗に関する事務 48,951 千円 

6 一般  研究研修に関する事務 92,250 千円 

7 一般  企業債の償還に関する事務 2,339,905 千円 

8 一般  職員の研修に関する事務 0 千円 

9 一般  病院運営方針の策定、調整、推進に関する事務 900 千円 

10 一般 ★ 経営健全化の推進に関する事務 5,400 千円 

11 政策 ★ 市立病院の医療機器に関する事務 1,059,843 千円 

12 政策 ★ 市立病院の建設改良に関する事務 740,200 千円 

13 一般  投資に関する事務 93,600 千円 

14 一般  市立病院建設時の医療機器更新に関する事務 0 千円 

15 一般  補助金に関する事務 0 千円 

16 一般  他会計負担金に関する事務 0 千円 

17 一般 ★ 職員の福利厚生及び安全衛生管理に関する事務 0 千円 

18 一般  苦情、投書、提案、照会・回答に関する事務 0 千円 

19 一般  医療安全に関する事務 0 千円 

20 一般  病院業務状況の定例的な報告に関する事務 0 千円 

21 一般  庁内共通事務 0 千円 

22 一般  災害応急対策活動 0 千円 

23 一般  部内調整事務 0 千円 

    事 業 費 合 計 37,664,080 千円 

施策目標：21 

効果的・効率的に病院を経営する  （病院総務課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

経営健全化の推進に関する事務 

経営推進会議、連絡調整会議、業務改善・サービス向上委員会の開

催等により、情報や経営の院内分析、情報周知を実施し、「茅ヶ崎市立

病院経営計画」に基づいた経営健全化に取り組みます。 

会計区分 病院事業会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
5,400 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

市立病院の医療機器に関する事務 

市民の医療ニーズと医療の技術進歩に対応するため、医療機器等を

計画的に購入します。 

会計区分 病院事業会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
1,059,843 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

市立病院の建設改良に関する事務 

市民の医療需要に対応するため、病院敷地内に別棟を建設し、医療

と直接関わりの少ない部署を移設することで、本館に新たなスペース

を確保し、医療機能の拡充を図ります。 

会計区分 病院事業会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
740,200 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

職員の福利厚生及び安全衛生管理に関す

る事務 

安定的な医療サービスを提供するため、職員の心身の健康維持に努

めるとともに、急性期病院として適切な医療を行えるよう職員の確保

を進めます。 

会計区分 病院事業会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○病院事業会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  患者の受付及び案内に係る事務 759,000 千円 

2 一般  健康管理センターにおける業務 0 千円 

3 政策 ★ 市民健康講座の開催 0 千円 

4 一般  診断書、証明書等の交付申請受付に係る事務 1,320 千円 

5 一般  会計窓口に係る業務 26,100 千円 

6 一般 ★ 診療記録の保管に係る事務 79,500 千円 

7 一般  診療録の開示に係る事務 0 千円 

8 一般  医事に関する統計及び報告 1,950 千円 

9 一般  電算の運用管理に係る事務 92,016 千円 

10 一般  医薬品等の製造販売後調査に関する事務 0 千円 

11 一般  健診に係る契約に関する事務 0 千円 

12 一般  在宅医療に係る事務 0 千円 

13 一般  湘南メディカルコントロール協議会に係る事務 0 千円 

14 一般  ＤＰＣ対象病院に係る事務 3,684 千円 

15 一般  医師事務作業補助員の管理業務 0 千円 

16 一般  入院、外来、その他収入金の請求に係る事務 3,180 千円 

17 一般  予約センターに係る事務 0 千円 

18 一般  入院センターにおける事務 0 千円 

19 一般  スキャンセンターにおける事務 6,060 千円 

20 一般  がん登録に関する事務 2,460 千円 

21 一般  各種医療相談の実施 0 千円 

22 一般  他医療機関との連携に係る事務 0 千円 

23 一般  病院における会計事務 577,702 千円 

24 一般  現金及び有価証券の出納及び管理に関すること 4,218 千円 

25 一般  診療報酬請求に係る事務 7,260 千円 

26 一般 ★ 未収金の管理、督促及び徴収に係る事務 8,910 千円 

27 一般  庁内共通事務 5,340 千円 

28 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事 業 費 合 計 1,578,700 千円 

施策目標：22 

高度で良質な医療サービスを提供する  （医事課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

市民健康講座の開催 

市民の健康維持のため、市立病院の医師等による市民健康講座を開

催します。 

会計区分 病院事業会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

診療記録の保管に係る事務 

カルテ（診療録）が法令に則り適切に管理されるよう、職員研修や

説明会、内容監査等を実施します。 

会計区分 病院事業会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
79,500 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

未収金の管理、督促及び徴収に係る事務 

未収金を回収するため、未納者に対して、督促状の送付や電話督促

等を実施します。 

会計区分 病院事業会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
8,910 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  保健所管理運営事業 360,316 千円 

2 一般  県域保健福祉事務所及び保健所設置市等連携推進事業 2,168 千円 

3 一般  保健師業務の総合調整事業 0 千円 

4 一般  保健衛生研修事業 120 千円 

5 政策 ★ 新型インフルエンザ対策事業 3,329 千円 

6 政策  糖尿病地域連携クリティカルパス推進事業 0 千円 

7 政策  試験検査（一般依頼）事業 6,901 千円 

8 政策  保健所機能分析・評価及び（仮）新保健所のあり方に関する検討事業 0 千円 

9 政策  石綿健康被害救済推進事業 0 千円 

10 政策  地域禁煙サポート推進事業 414 千円 

11 政策  医師臨床研修事業 0 千円 

12 政策 ★ 保健師・管理栄養士等実習支援事業 0 千円 

13 一般  庁内共通事務 0 千円 

14 一般  部内共通事務 0 千円 

15 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 373,248 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

新型インフルエンザ対策事業 

新型インフルエンザ等の流行に対応するため、県や関係機関等と連

携を図るとともに、流行する前に予防等の周知や感染拡大防止策を講

じます。 

また、新型インフルエンザの感染拡大抑制のため、資機材の購入・

備蓄を行い、医療継続体制の確保を進めます。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
3,329 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 ■寒川町 

 

事業名 事業概要 

保健師・管理栄養士等実習支援事業 

茅ヶ崎市・寒川町域における、看護学生・保健師学生・管理栄養士

学生の保健衛生の実習指導に関して、受け入れ調整及び合同セミナ

ー・合同オリエンテーションを実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
- 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 ■寒川町 

施策目標：23 

あらゆる健康危機から地域住民を守る  （保健企画課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務  医師、歯科医師、薬剤師等免許事務 0 千円 

2 義務  医師、歯科医師、薬剤師等調査 0 千円 

3 義務  病院の許認可、立入検査等事務 151 千円 

4 義務  診療所の許認可、立入検査等事務 0 千円 

5 義務  施術所の届出、立入検査等事務 0 千円 

6 一般  保健衛生表彰事務 214 千円 

7 義務  病院報告、医療施設動態調査・静態調査、患者調査、受療行動調査 321 千円 

8 義務  人口動態調査 0 千円 

9 義務  国民生活基礎調査 0 千円 

10 一般  献血推進事業 0 千円 

11 一般  災害時医療救護活動事業 3,390 千円 

12 義務  医療安全相談センター事業 12,903 千円 

13 一般  医療関係団体補助事業 7,884 千円 

14 政策  湘南看護専門学校・湘南ナース総合支援センター補助事業 33,180 千円 

15 政策  救急医療機関外国籍市民対策事業 3,000 千円 

16 政策 ★ 休日・夜間急患センター事業 308,781 千円 

17 政策 ★ 地域医療センター再整備事業 830,520 千円 

18 政策  かかりつけ医制度の推進 1,098 千円 

19 政策  産科医師分娩手当補助事業 9,378 千円 

20 一般  その他保健衛生事業 90 千円 

21 一般  地域医療センター業務運営事業 1,557 千円 

22 一般  地域医療センター施設維持管理事業 15,041 千円 

23 政策  地域包括ケアシステム推進支援事業 2,340 千円 

24 政策  地域・職域連携推進事業 168 千円 

25 政策  管内母子保健施策の推進 345 千円 

26 政策  養育支援事業 180 千円 

27 政策  保健指導・健康相談事業 0 千円 

28 政策  管内歯科保健施策の推進 31,983 千円 

29 政策  重度う蝕ハイリスク幼児予防対策事業・障害児者等歯科保健事業 498 千円 

30 政策  フッ化物洗口普及啓発事業 0 千円 

31 政策  ８０２０運動推進員育成事業 105 千円 

32 政策  在宅歯科衛生士活動支援事業 45 千円 

33 政策  地域食生活対策推進協議会 180 千円 

34 政策  食生活改善推進団体等の育成及び支援事業 180 千円 

35 義務  特定給食等指導事業 321 千円 

36 義務  国民健康・栄養調査 5,037 千円 

37 義務  栄養表示等普及啓発及び活用推進事務 15 千円 

38 義務  専門的栄養指導 48 千円 

39 政策  栄養改善業務連絡調整 33 千円 

40 

 

政策  地域保健活動推進事業 120 千円 

41 義務  管理栄養士実習生指導 15 千円 

42 義務  神奈川県経由事務 0 千円 

43 政策 ★ 特定不妊治療費助成事業 44,406 千円 

施策目標：24 

医療の安全を確保し、健康で安心した生活を持続する（地域保健課） 
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No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

44 政策  不育症治療費助成事業 1,350 千円 

45 一般  災害応急対策活動 0 千円 

46 一般  庁内共通事務 91 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 1,314,968 千円 

 

○介護保険事業特別会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 在宅医療介護連携推進事業 0 千円 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

休日・夜間急患センター事業 

医療が空白となる時間帯における不安を解消するため、医師会、歯

科医師会、薬剤師会に委託し、休日・夜間急患センターを運営します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
308,781 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 □寒川町 

 

事業名 事業概要 

地域医療センター再整備事業 

地域医療センター（休日・夜間急患センターを含む複合施設）を資

源物選別処理施設跡地内に医師会施行により整備します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
830,520 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 □寒川町 

 

事業名 事業概要 

特定不妊治療費助成事業 

特定不妊治療に係る経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助

成します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
44,406 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 □寒川町 

 

事業名 事業概要 

在宅医療介護連携推進事業 

在宅医療及び在宅医療と介護の連携推進のためのしくみづくりに取

り組むとともに、在宅医療や介護に必要な知識を学び合い連携を強化

するための多職種連携研修会等を開催し、人材育成を図ります。 

会計区分 介護保険事業特別会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 ■寒川町 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務  感染症診査協議会設置運営事業 10,506 千円 

2 義務  感染症対策事業 3,269 千円 

3 義務  感染症発生動向調査事業 14,073 千円 

4 義務  結核予防対策事業 26,818 千円 

5 一般  肝炎治療医療費・被爆者援護申請等受付 358 千円 

6 義務  感染症検査事業 23,237 千円 

7 政策 ★ 感染症普及啓発事業 723 千円 

8 政策  指定難病医療費・難病患者支援対策推進事業 1,829 千円 

9 一般  茅ヶ崎市難病対策地域協議会事業 1,129 千円 

10 義務  地域精神保健福祉連絡協議会に関する事務 153 千円 

11 一般  精神保健福祉業務連携・連絡・情報交換に関する事務 135 千円 

12 義務  精神保健 個別支援に関する事務 2,074 千円 

13 一般  精神保健等対策人材育成・技術支援に関する事務 37 千円 

14 政策 ★ 精神保健普及啓発に関する事務 349 千円 

15 政策  精神保健組織育成に関する事務 37 千円 

16 義務  精神保健福祉法施行事務 81 千円 

17 義務 ★ 措置入院に関する事務 162 千円 

18 義務  心身喪失者等医療観察法に関する事務 102 千円 

19 政策 ★ 自殺対策に関する事務 397 千円 

20 一般  精神保健福祉業務統計事務 0 千円 

21 政策  認知症相談・訪問事業 240 千円 

22 政策  認知症人材育成・技術支援事業 244 千円 

23 一般  認知症対策地域支援に関する事務 15 千円 

24 一般  庁内共通事務 168 千円 

25 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 86,136 千円 

施策目標：25 

こころとからだの健康をサポートする  （保健予防課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

感染症普及啓発事業 

市民及び町民が感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要

な注意を払うよう、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正

しい知識の普及を促進するとともに、感染症の予防に係る人材の養成

及び資質向上を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
723 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 ■寒川町 

 

事業名 事業概要 

精神保健普及啓発に関する事務 

市民及び町民が精神保健に関する正しい知識を持つことができるよ

う、精神保健福祉普及啓発講演会や精神保健普及啓発活動（研修会等

の開催、パンフレット等による周知）を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
349 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 ■寒川町 

 

事業名 事業概要 

措置入院に関する事務 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律が一部改正されることに

より、措置入院者が退院後も医療等の継続的な支援を確実に受けられ

る仕組みの整備を強化します。 

措置入院者支援のため、入院中から医療機関を訪問し、措置入院者

処遇検討会の実施や関係機関とのネットワークを構築します。 
会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
162 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 ■寒川町 

 

事業名 事業概要 

自殺対策に関する事務 

こころといのちを守る支援強化事業（自殺対策普及啓発講演会）や

茅ヶ崎市自死（自殺）対策庁内連絡会の開催、街頭キャンペーン等を

行うとともに、ゲートキーパー養成研修およびフォローアップ研修を

実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
397 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 ■寒川町 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務 ★ 環境衛生関係営業施設等の許可等に関する事業 5,380 千円 

2 義務  医薬品等監視指導事業 1,651 千円 

3 義務  狂犬病予防事務事業 48,830 千円 

4 政策 ★ 動物愛護管理事業 14,760 千円 

5 義務  野生鳥獣保護管理事業 5,255 千円 

6 政策  害虫等駆除事務事業 5,922 千円 

7 一般  災害応急対策活動 0 千円 

8 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 81,798 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

環境衛生関係営業施設等の許可等に関す

る事業 

管内の環境衛生の確保を図るため、法令に基づき、環境衛生営業施

設（理容所、美容所、クリーニング所、旅館、興行及び公衆浴場）等

の許可及び監視指導を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
5,380 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 ■寒川町 

 

事業名 事業概要 

動物愛護管理事業 

ペット飼養者へのマナー啓発（広報紙、看板配布、パトロール、し

つけ教室）を実施します。 

また、生活環境被害の原因となることの多い猫について、不幸な命

を増加させないよう不妊去勢手術の推進、適正管理についての啓発活

動を実施します。 

さらには、ペットの防災対策（日頃の備え等）について、周知啓発

を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
14,760 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 ■寒川町 

施策目標：26 

健康で衛生的な生活環境を守る  （環境衛生課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務 ★ 食品営業施設に対する許可及び監視指導 11,026 千円 

2 義務 ★ 食品等の収去検査（抜き取り検査） 30,513 千円 

3 政策  食品衛生知識の普及啓発 441 千円 

4 一般  庁内共通事務 0 千円 

5 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 41,980 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

食品営業施設に対する許可及び監視指導 

食品営業許可申請における許可及び食品営業施設に対する監視指導

を行います。 

また、食中毒が発生した場合には、迅速に調査し、原因を究明する

とともに、被害の拡大防止及び再発防止を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
11,026 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 ■寒川町 

 

事業名 事業概要 

食品等の収去検査（抜き取り検査） 

食品等における成分規格、衛生規範等について収去検査を実施し、

不良食品を排除するとともに食品営業施設に対する衛生指導を行いま

す。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
30,513 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 ■寒川町 

施策目標：27 

食の安全・安心を確保する  （食品衛生課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  健康増進事業 13,755 千円 

2 政策  栄養改善事業 1,690 千円 

3 政策 ★ がん検診事業 1,387,035 千円 

4 政策  健康診査事業 746,491 千円 

5 政策  成人歯科健康診査事業 16,512 千円 

6 政策  口腔がん検診事業 1,648 千円 

7 政策  肝炎ウイルス検診事業 21,875 千円 

8 政策 ★ 食育推進事業 8,492 千円 

9 政策  母子健康手帳交付・妊婦健康診査事業 333,975 千円 

10 政策  乳幼児育成指導事業 10,247 千円 

11 義務  乳幼児健康診査事業 136,638 千円 

12 政策  乳幼児健康・育児相談事業 14,560 千円 

13 政策  母子保健指導事業 2,043 千円 

14 政策 ★ 母子保健訪問指導等事業 36,697 千円 

15 政策  母子栄養健康づくり事業 1,037 千円 

16 政策 ★ 母子保健コーディネーター事業 9,419 千円 

17 政策  小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費 150 千円 

18 義務  こども予防接種事業 1,705,412 千円 

19 義務  予防接種事業 359,787 千円 

20 義務  予防接種健康被害救済事業 19,098 千円 

21 一般  災害応急対策活動 0 千円 

22 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 4,826,561 千円 

施策目標：28 

こころとからだを健康にできる環境をつくる  （健康増進課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

がん検診事業 

がんの早期発見・早期治療に繋げるため、国の指針に従い、胃・大

腸・肺・乳・子宮のがん検診を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
1,387,035 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

食育推進事業 

豊かな人間性と生きる力の基礎となる食に関する知識と食を選択す

る力の習得を目的として、普及啓発事業を行い、心身の健康の確保と

生涯にわたる生き生きとした暮らしにつなげるとともに、食の生産者

と消費者の信頼関係を構築し地域社会の活性化へつなげます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
8,492 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

母子保健訪問指導等事業 

乳幼児が健やかに成長し、保護者が地域で孤立することなく育児が

できるように、出生連絡票に基づき、新生児訪問、こんにちは赤ちゃ

ん訪問、未熟児訪問を保健師、助産師、主任児童委員、栄養士等が実

施するとともに、居住している地域の子育て支援情報を提供します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
36,697 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

母子保健コーディネーター事業 

妊産婦や子育て期の保護者が妊娠期から子育て期を不安なく過ごす

ことができるよう、助産師や保健師等の専門性を活かした相談支援を

提供するとともに、母体及び家族の健康維持に役立つ情報や子育て支

援サービス等、個々のニーズに合わせた情報提供を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
9,419 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  
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基本理念３ 暮らしづくり 

 

 

 

安全でやすらぎのある 

持続可能な 

暮らしづくり 

 

 

 

 

 

政策目標 8 環境に配慮し次代に引き継ぐ潤いのあるまち（環境部） 

政策目標 9 安全で安心して暮らせるまち（市民安全部） 

政策目標 10 生命や財産が守られるまち（消防本部・消防署） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  環境マネジメントシステム推進事業 1,635 千円 

2 政策 ★ ちがさきエコネット事業 3,484 千円 

3 政策  市民・事業者・市との環境活動連携支援事業 210 千円 

4 政策 ★ 環境フェア開催事業 3,046 千円 

5 政策  茅ヶ崎駅南口駅前広場改修事業（喫煙所関係） 5,500 千円 

6 政策 ★ 環境学習支援事業 549 千円 

7 政策 ★ 太陽光発電クレジット事業 240 千円 

8 政策  太陽光発電設備普及啓発事業 6,000 千円 

9 政策  電気自動車（EV）普及促進補助事業 900 千円 

10 政策  省エネルギー及び地球温暖化対策に関する普及啓発事業 1,185 千円 

11 政策  「きれいなちがさき条例」周知事業 1,121 千円 

12 政策  深夜花火パトロール事業 0 千円 

13 一般  環境基本計画の進行管理・策定事務 21,746 千円 

14 一般  地球温暖化対策実行計画の進行管理・策定事務 2,724 千円 

15 一般  太陽光発電設備普及啓発基金積立事務 1,609 千円 

16 一般  災害応急対策活動 0 千円 

17 一般  庁内共通事務 150 千円 

18 一般  部内調整事務 105 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 50,204 千円 

施策目標：29 

環境に配慮した市民・事業者・行政の率先した活動と連携による活動を促

進する                                （環境政策課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

ちがさきエコネット事業 

地球温暖化対策ポータルサイト「ちがさきエコネット」を活用し、

情報共有を図りながら、市民、事業者、市が連携して温室効果ガスの

排出抑制を進めます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
3,484 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

環境フェア開催事業 

市民、事業者、市で組織された企画実行委員会の企画運営により、

環境フェアを開催し、環境意識の向上を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
3,046 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

環境学習支援事業 

子どもと保護者を対象とした体験学習事業を実施し、環境学習の機

会を提供するとともに、環境学習支援サイト「ちがさきエコスクール」

を活用し、情報発信を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
549 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

太陽光発電クレジット事業 

太陽光発電設備のさらなる普及を図るため、家庭に設置した太陽光

発電設備により発電した電力のうち、家庭で消費した電力分の環境価

値を企業等へ売却し、その売却益を家庭に還元する取組みを進めます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
240 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務  水・土壌環境保全調査事業 22,571 千円 

2 義務  大気環境保全調査事業 1,533 千円 

3 義務  騒音・振動・悪臭対策調査事業 6,853 千円 

4 義務  地盤沈下対策調査事業 3,970 千円 

5 一般  航空機騒音対策事業 8,955 千円 

6 政策 ★ 環境保全啓発指導事業 5,585 千円 

7 政策 ★ 美化推進事業 36,045 千円 

8 一般  寒川町美化センター特別修繕整備事業 0 千円 

9 義務  し尿収集業務・浄化槽清掃に関する事務 749,627 千円 

10 一般  公衆便所維持管理事業 87,882 千円 

11 一般  し尿処理手数料口座引き落としに関する事務 588 千円 

12 一般  災害応急対策活動 0 千円 

13 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 923,609 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

環境保全啓発指導事業 

市民の環境保全に対する意識の高揚を図るため、市民参加型の環境

調査や環境学習の支援、環境啓発事業等を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
5,585 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

美化推進事業 

市民の環境保全に対する意識の高揚やモラルの向上を図るため、市

民参加型の美化キャンペーン等を行い、環境美化意識の高揚を図りま

す。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
36,045 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

  

施策目標：30 

快適で安全な生活環境を守る  （環境保全課） 



73 

 

○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 一般廃棄物処理計画の推進事業 6,372 千円 

2 政策  家庭ごみ有料化導入の検討業務 160,113 千円 

3 一般 ★ 資源化促進事業 773,165 千円 

4 一般  ごみ減量化・資源化基金に関する事務 618 千円 

5 政策 ★ 粗大ごみ処理施設の整備 911,908 千円 

6 政策  北部地区生活環境向上事業 337,340 千円 

7 義務  使用済み自動車の再資源化等に関する事務 0 千円 

8 政策  ごみの排出抑制推進事業 114,801 千円 

9 一般  ごみ処理広域化事業 0 千円 

10 政策  ごみの減量化・資源化に関する支援業務 6,756 千円 

11 一般  各種協議会等に係る業務 519 千円 

12 一般  廃棄物減量等推進審議会に関する業務 3,053 千円 

13 一般  大型ごみ証紙に関する業務 9,851 千円 

14 政策  最終処分場周辺の環境調査等委託業務 1,500 千円 

15 一般  最終処分場に関する調査研究業務 246 千円 

16 政策 ★ ごみの減量化・資源化に関する啓発事業 7,882 千円 

17 義務  廃棄物の処理に係る許可に関する業務 105 千円 

18 一般  事業系一般廃棄物に関する業務 0 千円 

19 一般  ごみ統計事務 0 千円 

20 一般  災害対策応急活動 0 千円 

21 一般  庁内共通事務 62 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 2,334,291 千円 

 

  

施策目標：31 

資源循環型社会の形成を目指す  （資源循環課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

一般廃棄物処理計画の推進事業 

安定した廃棄物処理を行うために、適切な施策の検討するとともに、

一般廃棄物処理基本計画の進行管理及び一般廃棄物処理実施計画の策

定を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
6,372 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

資源化促進事業 

寒川町への委託方式により、資源物の中間処理を行うとともに、剪

定枝の資源化事業について調査研究を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
773,165 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

粗大ごみ処理施設の整備 

旧焼却施設解体後の敷地に、新たな粗大ごみ処理施設を建設するこ

とで、廃棄物の適正処理、最終処分量の削減及び資源循環型社会の形

成を進めます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
911,908 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

ごみの減量化・資源化に関する啓発事業 

ごみの排出抑制・資源化の推進のため、各種環境学習、ごみ通信ち

がさき等を利用した啓発事業、給食残さの資源化事業等を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
7,882 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 収集車購入事業 161,231 千円 

2 政策  環境指導員制度の推進事業 29,081 千円 

3 政策  リサイクル品展示室の運営事業 6,451 千円 

4 政策  不法投棄防止事業 8,520 千円 

5 政策  不適正排出者に対する啓発業務 12,781 千円 

6 政策  安心まごころ収集事業 753 千円 

7 一般  庁内共通事務（業務担当） 24,729 千円 

8 一般 ★ 資源物の収集運搬業務 1,406,150 千円 

9 一般 ★ 収集運搬業務 318,830 千円 

10 一般  動物死体の収集運搬処理事業 18,195 千円 

11 一般  収集車輌の整備・点検業務 67,928 千円 

12 一般  職員の安全衛生管理事業 792 千円 

13 一般  環境事業センター維持管理事業（業務担当施設） 49,187 千円 

14 政策 ★ 焼却灰等有効利用事業 228,542 千円 

15 政策  ごみ処理車両購入事業 41,149 千円 

16 義務  廃棄物の一時保管及び処理委託に係る業務 70,682 千円 

17 一般  講習会等関連事務 1,844 千円 

18 一般  広域処理に伴うごみの搬入業務 3,048 千円 

19 一般  庁内共通事務（管理担当） 8,503 千円 

20 一般  環境事業センター維持管理事業（管理担当施設） 30,853 千円 

21 一般  ごみ焼却処理施設の運転管理維持業務 1,856,604 千円 

22 一般  ごみ焼却処理施設の公害対策業務  21,240 千円 

23 一般  ごみ焼却処理施設で使用する車両等の管理業務  2,396 千円 

24 一般  ごみ焼却処理施設の修繕 50,000 千円 

25 一般  ごみ焼却処理施設の光熱水費等 24,000 千円 

26 政策  焼却灰等の放射能測定 617 千円 

27 一般  粗大ごみ処理施設の運転維持管理業務 363,639 千円 

28 一般  粗大ごみ処理施設で使用する車両・重機の管理業務 26,956 千円 

29 一般  最終処分場の維持管理業務  506,043 千円 

30 一般  最終処分場の公害対策業務  41,886 千円 

31 一般  最終処分場で使用する車両・重機の管理業務 25,100 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 5,407,730 千円 

 

  

施策目標：32 

ごみや資源物を効率的に収集・処理する  （環境事業センター） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

収集車購入事業 

安定的な収集業務に支障が出ないよう、計画的かつ継続的に収集車

両を更新します。また、収集車輛への広告掲載を継続実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
161,231 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

資源物の収集運搬業務 

廃棄物の適正な処理及び有効な利用の確保を図るため、ビン・かん・

プラスチック製容器包装類などの資源物の定期収集を民間活用により

実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
1,406,150 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

収集運搬業務 

定期収集のほか、大型ごみの事前予約による戸別収集を実施すると

ともに、家庭等から排出される「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」

を安定的に収集します。また、「ごみと資源物の分け方・出し方」に基

づき、適正排出の徹底を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
318,830 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

焼却灰等有効利用事業 

最終処分場に依存しない焼却残さの処理を推進し、焼却灰の再資源

化に取り組み、国のごみ処理基本計画策定指針に沿った最終処分量の

削減を目指します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
228,542 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  防犯関係団体育成事業 1,305 千円 

2 政策  地域防犯活動推進事業 11,518 千円 

3 一般  交番設置要望に係わる事務 0 千円 

4 政策 ★ ＬＥＤ防犯灯の設置及び維持管理による防犯対策事業 204,299 千円 

5 政策  交通指導員の活動推進事業 23,534 千円 

6 政策 ★ 交通安全教育及び啓発等事業 38,478 千円 

7 一般  交通安全計画の推進 30 千円 

8 政策  通学路安全対策事業 4,300 千円 

9 政策  交通安全関係団体育成事業 3,519 千円 

10 政策 ★ 放置自転車対策事業 137,763 千円 

11 一般  自転車駐車場管理運営及び施設整備事業 207,432 千円 

12 一般  自動車駐車場管理運営事業 13,647 千円 

13 義務  駐車場法に基づく路外駐車場に係る届出等 0 千円 

14 一般  特定開発事業における指導業務 0 千円 

15 一般  災害時応急対策活動 0 千円 

16 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 645,825 千円 

 

  

施策目標：33 

市民生活の安全を確保する  （安全対策課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

ＬＥＤ防犯灯の設置及び維持管理による

防犯対策事業 

民間委託（ＥＳＣＯ事業）により既設防犯灯の維持管理を行うとと

もに、地域等からの要望に基づき新設を行います。 

また、市によりＥＳＣＯ事業の対象とならない修繕等を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
204,299 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

交通安全教育及び啓発等事業 

交通ルールや交通マナーを向上させ、交通事故を減らし、安全で安

心に暮らせるまちづくりを推進するため、交通安全教育や各季交通安

全キャンペーン、講習会等を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
38,478 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

放置自転車対策事業 

交通の円滑化を図るとともに、駅前広場を中心とした茅ヶ崎駅周辺

の美観の向上と非常時における緊急活動の円滑化を図るため、啓発員

による放置自転車防止啓発活動、移動した放置自転車の返還対応及び

移動保管料の徴収等を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
137,763 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  風水害対策事業 38,837 千円 

2 政策  津波対策事業 22,069 千円 

3 政策  業務継続計画推進事業 617 千円 

4 政策 ★ 災害対策本部機能強化事業 33,586 千円 

5 政策  地域防災無線整備事業 1,362 千円 

6 政策 ★ 防災行政用無線整備更新事業 946,380 千円 

7 政策  防災用備蓄品等整備事業 22,915 千円 

8 政策  防災倉庫整備事業 5,000 千円 

9 政策  土砂災害対策事業 1,178 千円 

10 一般  危機管理体制強化推進事業 0 千円 

11 義務  国民保護対策事業 519 千円 

12 義務 ★ 地域防災計画推進事業 1,302 千円 

13 一般  防災情報サイト事業 17,698 千円 

14 一般  防災対策に関する管理事務 3,247 千円 

15 一般 ★ 自主防災組織育成事業 70,756 千円 

16 一般  防災訓練事業 16,335 千円 

17 一般  災害協定事務 185 千円 

18 義務  自衛官募集事務 165 千円 

19 一般  防災情報配信事業 28,239 千円 

20 一般  地域防災無線維持管理事業 72,850 千円 

21 一般  避難標識整備事業 10,031 千円 

22 一般  防災行政用無線等維持管理事業 37,760 千円 

23 一般  防災資機材維持管理事業 10,541 千円 

24 一般  防災倉庫維持管理事業 2,855 千円 

25 一般  災害応急対策活動 0 千円 

26 一般  庁内共通事務 0 千円 

27 一般  部内調整事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 1,344,427 千円 

 

  

施策目標：34 

あらゆる災害や危機に効果的に対応する  （防災対策課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

災害対策本部機能強化事業 

大規模災害発生時において、迅速な災害対策本部体制を構築するこ

とで、市民の災害による被害の軽減を図るため、災害対策本部運営訓

練（図上訓練）、統括調整部機能別訓練等を定期的に実施するとともに、

災害対策本部組織や各部応急対策活動マニュアルを見直します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
33,586 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

防災行政用無線整備更新事業 

気象に関する警報や災害時における避難情報を即座に市内全体に伝

達し、市民の身体・生命・財産を守るため、防災行政用無線を無線通

信規則のスプリアス規格に適合するよう整備更新を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
946,380 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

地域防災計画推進事業 

災害対策基本法及び茅ヶ崎市防災会議条例に基づき、茅ヶ崎市防災

会議を開催し、茅ヶ崎市地域防災計画を推進します。 

また、大規模地震対策特別措置法及び茅ヶ崎市地震災害警戒本部条

例に基づき、東海地震警戒宣言時には地震災害警戒本部を設置し、事

前対策を講じ、実施します。 
会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
1,302 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

自主防災組織育成事業 

災害時、地域の防災活動の中心的な役割を担う防災リーダー養成研

修やフォローアップ研修を開催し、地域防災力の更なる強化を図りま

す。 

また、自主防災組織育成及び地区防災訓練に際し、企画の支援や補

助金制度を活用した財政支援により、自主防災組織の育成を図ります。 
会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
70,756 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 犯罪被害者等支援事業 5,390 千円 

2 政策  人権擁護活動事業 2,541 千円 

3 政策  消費者啓発事業 14,090 千円 

4 政策  不用品登録制度 0 千円 

5 一般  相談業務事業 57,665 千円 

6 一般  陳情、要望、苦情等への対応事務 984 千円 

7 一般  多重債務相談事業 545 千円 

8 一般  いじめ問題再調査会事業 462 千円 

9 一般  消費者団体育成事業 0 千円 

10 義務 ★ 消費生活相談事業 34,021 千円 

11 義務  立入検査の実施及び報告事業 0 千円 

12 一般  災害応急対策活動 0 千円 

13 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 115,698 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

犯罪被害者等支援事業 

犯罪被害者等の被害の軽減及び回復に寄与するため、被害者支援自

助グループと協働で相談窓口を開設するとともに、関係機関との連携

及び情報提供、見舞金の支給、住居確保に関する支援等を実施します。 

 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
5,390 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

消費生活相談事業 

消費生活相談員による消費生活相談窓口を開設し、市民及び寒川町

民から寄せられた相談について、国県等と情報共有を行い、問題の解

決にあたります。 

あわせて、消費生活相談員の専門的な知識の習得及びレベルアップ

のため、研修支援を行うとともに、寒川町との広域連携を進め、相談

事業の相互利用協定の締結により、どちらの相談窓口でも利用ができ

る体制をとります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
34,021 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

  

施策目標：35 

市民の悩みや不安を解消する  （市民相談課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 

事 業 名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事

業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 消防の広域化の検討 0 千円 

2 政策 ★ 消防署本署の再整備 0 千円 

3 政策  消防職員のストレスケア対策 1,800 千円 

4 政策  消防署小和田出張所移転整備事業（旧施設の解体） 0 千円 

5 政策  消防職員研修事業 11,933 千円 

6 政策 ★ 消防防災フェスティバル実施事業 1,438 千円 

7 政策 ★ 消防出初式の実施 460 千円 

8 政策  高度救助隊の整備等（中核市関連）  483 千円 

9 一般  消防職員の健康管理事務 23,475 千円 

10 一般  消防用財産管理事務 70,287 千円 

11 一般  消防職員被服貸与事務 50,114 千円 

12 一般  消防職員人事管理事業 14,021 千円 

13 義務  消防業務管理事務 3,516 千円 

14 一般  庁内共通事務 3,351 千円 

15 一般  災害応急対策活動 925 千円 

16 一般  部内調整事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 181,803 千円 

 

  

施策目標：36 

消防業務を円滑に実施するための体制を整備する  （消防総務課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

消防の広域化の検討 

消防本部の統合となる消防の広域化について、実施に向けた課題等

の検討を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

消防署本署の再整備 

大規模災害発生時の消防活動拠点の強化及び職員の救助技術の向上

を図るため、消防署本署の再整備に係る手法の検討等を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

消防防災フェスティバル実施事業 

消防活動への理解と防火・防災意識の向上を図るため、各種体験（車

両搭乗、消火器取扱、濃煙避難、応急手当 外）、消防車両・活動資機

材の展示等を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
1,438 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

消防出初式の実施 

消防への理解を深め、防火意識の向上を図るため、消防出初式を行

います。 

また、表彰功績のあった消防職員、消防団員及び消防活動に協力し

た市民等の個人に対する表彰の他、消防分団や古式消防保存会等の関

係団体に対する表彰を行います。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
460 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  住宅防火安全対策事業 180 千円 

2 政策 ★ 火災予防に係る普及啓発事業 1,599 千円 

3 義務  火災予防運動事業 195 千円 

4 義務  建築物の許可又は建築確認に係る消防長の同意等に関する事業 105 千円 

5 義務  消防用設備等に関する事業 0 千円 

6 義務  防火対象物に係る立入検査に関する事業 0 千円 

7 義務 ★ 防火管理に関する事業 390 千円 

8 義務  火災予防の研究及び技術支援に関する事業 0 千円 

9 義務  火災予防に係る届出等に関する事業 0 千円 

10 義務  危険物安全対策推進事業 120 千円 

11 一般  危険物安全協会支援事業 135 千円 

12 義務  危険物の規制に関する事業 90 千円 

13 一般  災害応急対策活動 0 千円 

14 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 2,814 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

火災予防に係る普及啓発事業 

市民の火災予防に対する意識を醸成し、火災発生の抑制に結びつけ

るため、防火ポスター・作文コンクールや市内で開催されるイベント

等において、火災予防普及啓発活動を実施します。 

あわせて、放火火災の発生状況に応じた対策及び防火パトロールを

実施します。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
1,599 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

防火管理に関する事業 

市内の防火対象物責任者等へ防火管理制度の重要性を周知し、理解

を高めてもらうために啓発活動を実施します。 

あわせて、防火管理者の選任、消防計画の作成指導及び事業所等に

おける消防訓練の実施や避難経路の維持、管理に関する指導を行いま

す。 
会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
390 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

  

施策目標：37 

火災発生と火災危険を減らす  （予防課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  救急ワークステーションの設置（計画） 0 千円 

2 政策  消防ポンプ自動車等整備事業 102,642 千円 

3 政策  消防水利整備事業 15,257 千円 

4 政策 ★ 移動式ホース格納箱等訓練に関する事業 1,080 千円 

5 政策  消防団車両等整備事業 9,740 千円 

6 政策  消防団活動施設整備事業 1,152 千円 

7 政策  消防団員訓練事業 7,594 千円 

8 政策  安心カプセル・安心カード推進事業 884 千円 

9 一般 ★ 消防団連携強化事業 5,726 千円 

10 一般  消防力強化推進事業 814 千円 

11 一般  消防車両維持管理事業 40,004 千円 

12 一般  消防機械器具維持管理事業 11,458 千円 

13 一般  消防団活動施設等維持管理事業 14,143 千円 

14 一般 ★ 消防水利維持管理事業 38,570 千円 

15 一般  消防団報酬等支給事務 132,874 千円 

16 一般  安全運転管理者関連事務 108 千円 

17 一般  消防団関連事務 21,291 千円 

18 一般  消防団車両等維持管理事務 9,405 千円 

19 一般 ★ 救急救命士の養成及び育成 21,363 千円 

20 一般  湘南地区メディカルコントロール（地域医療との連携）事業 5,511 千円 

21 一般  市内医療機関との連携及び調整事業 207 千円 

22 一般  開発行為に関する事務 0 千円 

23 一般  救急隊員の教育及び訓練実施事業 772 千円 

24 一般  救急、救助に係わる業務内容の検討、調査及び指導 0 千円 

25 一般  救急統計及び救助統計事務 0 千円 

26 一般  救急車利用適正化事業 0 千円 

27 一般  災害応急活動 0 千円 

28 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 440,595 千円 

 

  

施策目標：38 

消防力を充実し、災害活動体制を強化する  （警防救命課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

移動式ホース格納箱等訓練に関する事業 

大規模地震時に発生する延焼火災に対して、市民が移動式ホース格

納箱を活用し消火活動ができるよう、各地域の自治会単位で実施する

訓練に、消防職員及び消防団員を派遣し訓練指導を実施します。 

 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
1,080 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

消防団連携強化事業 

災害現場において消防団員がより一層充実した活動ができるよう、

消防団員の安全を確保し、消防活動技術の向上を目標とし、消防職員

との連携訓練・研修を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
5,726 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

消防水利維持管理事業 

消火栓や防火水槽などの消防水利を維持管理し、常時使用可能な状

態にすることで、迅速な消火活動を行うための環境を整備します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
38,570 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

救急救命士の養成及び育成 

高度化する救急業務に対応するため、救急救命士の養成を継続的に

行い、救急救命士に対する教育・訓練を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
21,363 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般 ★ 消防緊急通信指令システム維持管理事業 262,457 千円 

2 一般 ★ 消防緊急通信指令システム運用事務 0 千円 

3 一般  救命の連鎖に関わる業務 0 千円 

4 政策  消防ポンプ自動車等整備事業(消防緊急通信指令システム等整備） 20,452 千円 

5 一般  災害応急対策活動 0 千円 

6 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 282,909 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

消防緊急通信指令システム維持管理事業 

消防緊急通信指令システムの安定稼働を維持することを軸として、

消防救急無線システム及び消防指令業務に係る保守業務を継続的に実

施します。 

また、寒川町との指令業務の共同運用に係る事務を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
262,457 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

消防緊急通信指令システム運用事務 

消防緊急通信指令システムを活用し、119 番通報の受付けから出動

指令、災害活動支援等の指令管制業務を 24 時間 365 日、迅速・確

実に実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

  

施策目標：39 

災害情報を統括・管理し、あらゆる活動を支援する  （指令情報課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般 ★ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）更新事業 17,546 千円 

2 政策  

 

 

防災アカデミー事業 149 千円 

3 一般  ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の維持、管理及び普及 561 千円 

4 政策 ★ 救命講習普及啓発事業 8,838 千円 

5 政策  救命講習会資器材整備事業 2,639 千円 

6 一般  消防活動用品の管理事務 45,393 千円 

7 政策  街頭消火器整備事業 18,857 千円 

8 一般  火災統計事務 0 千円 

9 一般  署員の勤務体制の管理事務及び署内調整事務 0 千円 

10 一般  火災に関するり災証明書及び救急搬送証明書の発行事務 0 千円 

11 一般  庁内共通事務 0 千円 

12 一般  災害応急対策活動  0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 93,983 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）更新事業 

公共施設等に設置してあるＡＥＤを維持管理するとともに、リース

終了となる機器を更新します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
17,546 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

救命講習普及啓発事業 

救命法を広く普及させ、救命率の向上を図るため、市内小中学校や

自治会及び事業所などで救命講習会を開催するとともに、救命講習会

の指導者を養成します。 

 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
8,838 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

  

施策目標：40 

効果的・効率的な消防活動が実施できる体制を支援する（消防指導課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般 ★ 火災・救助業務 0 千円 

2 一般 ★ 救急業務 0 千円 

3 一般  立入検査業務 0 千円 

4 一般  防災・救命普及啓発業務 0 千円 

5 一般  庁内共通事務 0 千円 

6 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 0 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

火災・救助業務 

火災現場での消火・人命救助活動及び自然災害等における災害応急

対策活動を実施します。 

また、災害現場等での警戒・広報活動を実施するとともに、火災の

原因調査を実施し、原因究明に基づく類似火災に対する予防対策を推

進します。 
会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

救急業務 

救急出動要請に対し、迅速・安全・的確な現場活動を実施するとと

もに、超高齢社会の進展による救急需要の増大に対して、消防隊が救

急現場活動を支援する救急支援活動の連携強化及び救急活動技術の高

度化を図ります。 

 
会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

  

施策目標：41 

消防業務を効果的・効率的に実施する  （警備第一・二課） 
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基本理念４ まちづくり 

 

 

 

人々が行きかい 

自然と共生する便利で快適な 

まちづくり 

 

 

 

 

 

政策目標 11 魅力にあふれ住み続けたいまち（都市部） 

政策目標 12 だれもが快適に過ごせるまち（建設部） 

政策目標 13 快適な水環境が守られるまち（下水道河川部） 

政策目標 14 地域の魅力と活力のある産業のまち（経済部） 

政策目標 15 農地の適正で有効な利用を図る（農業委員会事務局） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務  都市計画定期見直し事業 38,065 千円 

2 義務 ★ 都市計画決定及び変更業務 10,128 千円 

3 政策  用途地域等の見直し事業 0 千円 

4 政策 ★ 地区計画制度の啓発活動 0 千円 

5 一般 ★ 低炭素まちづくり計画の推進 0 千円 

6 義務  マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく認可事務 0 千円 

7 一般  優良建築物等整備事業 0 千円 

8 義務  都市計画法第５３条第１項及び第６５条第１項に基づく許可 0 千円 

9 義務  公有地の拡大の推進に関する法律に関する事務 0 千円 

10 義務  国土利用計画法に関する事務 0 千円 

11 一般  建築審査会の運営 1,625 千円 

12 一般  開発審査会の運営 3,360 千円 

13 一般  茅ヶ崎市土地利用基本条例の運用 0 千円 

14 一般  土地の埋立て等及び砂利・土の採取に関する事務 0 千円 

15 義務  住居表示整備事業 676 千円 

16 一般  庁内共通事務 0 千円 

17 一般  部内調整事務 0 千円 

18 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 53,854 千円 

 

  

施策目標：42 

地域特性を生かした都市空間をつくる  （都市計画課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

都市計画決定及び変更業務 

都市計画法に基づく都市計画の決定及び変更に係る一連の手続（関

係機関との調整、案の縦覧、公聴会の開催、都市計画審議会への付議、

都市計画決定及び変更の告示）を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
10,128 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

地区計画制度の啓発活動 

本市の都市構造を踏まえ、地域の特性に応じた地区計画の導入を促

進するため、市民や事業者に対して、地区計画制度の周知・啓発を行

います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

低炭素まちづくり計画の推進 

低炭素まちづくり計画に基づくリーディングプロジェクト事業の進

行管理を行うとともに、低炭素まちづくり計画についての周知・啓発

を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ コミュニティバス運行事業 325,637 千円 

2 政策  都市防災推進事業 59,014 千円 

3 政策 ★ 住環境整備事業 40,126 千円 

4 政策  ちがさき自転車プラン推進事業 24,533 千円 

5 政策  JR 相模線北茅ケ崎駅等整備事業 34,000 千円 

6 一般  都市マスタープランの見直し 5,793 千円 

7 一般  都市マスタープランの進行管理 746 千円 

8 一般  乗合交通整備計画推進事業 12,573 千円 

9 一般  総合交通プラン及び乗合交通整備計画改定事業 3,583 千円 

10 一般  バリアフリー基本構想の推進 14,596 千円 

11 一般  市内主要幹線道路等交通量調査 8,100 千円 

12 一般  JR 東海道線・JR 相模線・東海道新幹線の整備促進及び要請 885 千円 

13 一般  庁内共通事務 6,519 千円 

14 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 536,105 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

コミュニティバス運行事業 

公共交通不便地区における移動の利便性向上のため、コミュニティ

バスを運行します。誰もが使いやすい公共交通として、適正な運行管

理をするとともに、キャンペーンなどにより利用促進を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
325,637 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

住環境整備事業 

茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会と連携して、「茅ヶ崎市住まいづく

りアクションプラン」を推進するとともに、茅ヶ崎市空家等対策推進

協議会と連携して、「空家等対策計画」に基づく空き家の発生予防・適

正管理・利活用を推進します。 

また、高齢者や障害者が気軽に相談できる「住まいの相談窓口」、空

き家利活用の推進を目的とした「空き家活用等マッチング制度」を継

続実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
40,126 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

  

施策目標：43 

住みやすく住み続けたいまちをつくる  （都市政策課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 景観計画推進事業 43,824 千円 

2 政策  景観資源の指定と維持保全 0 千円 

3 政策 ★ 公共サインガイドライン推進事業 27,860 千円 

4 政策  鉄砲道の沿道景観形成事業 30,326 千円 

5 政策  違反屋外広告物除却事業 3,300 千円 

6 一般  屋外広告物許可等の事務 0 千円 

7 義務  景観法・景観条例に基づく届出等の受理事務 0 千円 

8 政策 ★ みどりの基本計画推進事業 6,811 千円 

9 政策  民有地緑化推進事業 900 千円 

10 政策 ★ みどりの保全等に関する条例の運用事務 117,169 千円 

11 政策  自然環境評価調査業務 120 千円 

12 政策  茅ヶ崎市緑のまちづくり基金の充実 1,110 千円 

13 一般  自然環境評価調査のコア地域における保全管理の推進 1,500 千円 

14 政策  特別緑地保全地区指定の推進 36,171 千円 

15 政策  記念樹配布事業 1,500 千円 

16 一般  土地利用行為に伴うみどりの保全・創出に関する指導事務 0 千円 

17 義務  森林法に基づく届出等の受理事務 0 千円 

18 一般  庁内共通事務 0 千円 

19 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 270,591 千円 

 

  

施策目標：44 

美しい景観を形成し、命をはぐくむみどりを保全・再生・創出する 

（景観みどり課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

景観計画推進事業 

茅ヶ崎らしいまちづくりを体現するため、シビックプライドを醸成

するとともに、景観計画の改定を行います。 

また、景観まちづくり審議会の運営や、景観まちづくりアドバイザ

ーの派遣を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
43,824 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

公共サインガイドライン推進事業 

公共サインガイドラインに基づき、ユニバーサルデザインに配慮し、

まちの魅力を伝える公共サインの整備を進めるとともに、既存の公共

サインの維持管理を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
27,860 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

みどりの基本計画推進事業 

「みどりの基本計画」に位置付けられている施策について適正な進

行管理を行うとともに、都市マスタープランの改定や生物多様性に関

する国や県などの動向を踏まえて「みどりの基本計画」の改定を行い

ます。見直しにあたっては、自然環境評価調査業務を踏まえた生物多

様性地域戦略の検討と連携して実施します。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
6,811 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

みどりの保全等に関する条例の運用事務 

「茅ヶ崎市みどりの保全等に関する条例」に位置づけられた保存樹

林・樹木や市民緑地などの制度を活用し、市街地に残された自然環境

の保全に努めます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
117,169 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

  



96 

 

○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 耐震改修促進計画事業 146,410 千円 

2 一般  建築基準法令に基づく道路に関する業務（道路管理システム） 9,690 千円 

3 義務 ★ 建築確認及び検査に関する業務 21,119 千円 

4 一般  建築基準法令に基づく道路に関する業務 4,447 千円 

5 一般  違反建築物に関する業務 57 千円 

6 一般  各種協議会に係る事務 1,765 千円 

7 義務  都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定に関する業務 0 千円 

8 義務  震後対策(応急危険度判定、融資住宅)事業 678 千円 

9 一般  まちづくりにおける手続及び基準等に関する条例に関する業務 0 千円 

10 義務  建築基準法令等に基づく許可等に関する業務 0 千円 

11 義務  建築物の防災等に関する業務 15 千円 

12 義務  建築協定、地区計画に関する業務 0 千円 

13 義務  優良・良質住宅新築の認定申請に関する業務 0 千円 

14 義務  建設リサイクル法に関する業務 0 千円 

15 義務  省エネルギー法に関する法律の業務 0 千円 

16 義務  長期優良住宅促進法に基づく認定に関する業務 963 千円 

17 義務 ★ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の業務 0 千円 

18 一般  庁内共通事務 0 千円 

19 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 185,144 千円 

 

  

施策目標：45 

安全で秩序ある住環境を形成する  （建築指導課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

耐震改修促進計画事業 

地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命･財産を保護する

ため、市民、事業者及び市の三者の協働による「茅ヶ崎たいあっぷ 95

推進協議会」による周知啓発の実施や、木造住宅・分譲マンションの

耐震化を促進するための周知啓発や補助金の交付等により、建築物の

耐震改修を促進します。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
146,410 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

建築確認及び検査に関する業務 

建築基準法令に基づく適切な審査･指導及び助言を実施することに

より、災害に強いまちづくり及び安全で秩序のあるまちづくりを推進

します。 

また、建築確認申請･検査の業務の公正かつ的確に実施することを確

保するため、指定確認検査機関に対して指導及び監督を実施します。 
会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
21,119 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律の業務 

不特定多数の利用に供する建築物等のバリアフリー化を推進するた

め、法令等に基づく適切な審査、指導、助言を行うとともに、福祉や

まちづくり部署等と連携した、市民や事業者に対する周知啓発を実施

します。 

また、条例による整備済基準に適合した施設については県を通じて

公表します。 会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務  土地利用に関する各種申請手続に先行する窓口業務 0 千円 

2 義務 ★ 都市計画法に基づく開発許可等に関する業務 1,355 千円 

3 義務  都市計画法に基づく建築許可等に関する業務 0 千円 

4 義務  違反建築物に対する未然防止及び是正指導 0 千円 

5 義務  [旧]住宅地造成事業に関する法律に基づく認可等に関する業務 0 千円 

6 義務  租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定に関する業務 0 千円 

7 義務  地方税法に基づく優良な宅地化計画の認定に関する業務 0 千円 

8 一般 ★ まちづくり条例に関する業務 0 千円 

9 一般  ラブホテル規制条例に関する業務 540 千円 

10 義務  災害応急対策活動 0 千円 

11 義務  庁内共通事務 1,389 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 3,284 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

都市計画法に基づく開発許可等に関する

業務 

開発行為を行う者に対し、公共施設管理者との協議に関し、各管理

者への誘導及び協議のとりまとめを行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
1,355 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

まちづくり条例に関する業務 

特定開発事業を行う者に対し、公共施設管理者との協議に関し、各

管理者への誘導を行い、協議のとりまとめを行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

  

施策目標：46 

開発行為時の規制と秩序あるまちづくりを促進する （開発審査課） 



99 

 

○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 地籍調査事業（官民境界等先行調査） 57,555 千円 

2 政策  地籍調査事業（都市部官民境界基本調査） 3,500 千円 

3 義務 ★ 公共基準点の新設及び維持管理 53,468 千円 

4 義務  道路の認定及び廃止 0 千円 

5 一般  道水路等の境界確定及び境界復元 187,567 千円 

6 義務  道水路等の電子データによる管理及び境界確定図の交付 14,431 千円 

7 義務  道路の寄附、道水路交換、付替え及び払下げ 3,341 千円 

8 義務  道路台帳の補正 30,318 千円 

9 一般  道路の区域変更及び供用開始 0 千円 

10 一般  開発事前協議及び編入同意 0 千円 

11 一般  建設部門間の全般業務の調整 0 千円 

12 一般  国有財産の譲与申請 0 千円 

13 一般  土木行政関連協議会 54 千円 

14 一般  災害応急対策活動 0 千円 

15 一般  庁内共通事務 555 千円 

16 一般  部内調整事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 350,789 千円 

  

施策目標：47 

道水路敷の効率的な管理・利用を進める  （建設総務課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

地籍調査事業（官民境界等先行調査） 

茅ヶ崎市緊急重点区域官民境界等先行調査事業計画に基づき、鉄砲

道以南の区域を緊急重点区域とし、街区に囲まれた地籍を調査する官

民境界等先行調査を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
57,555 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 ■海岸 □南湖 □湘南 

□全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 ■松浪    ■浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

公共基準点の新設及び維持管理 

公共基準点の存在しない空白区域解消のため、優先順位を決定し、

公共基準点を 10 箇年計画で新設します。 

また、設置済みの公共基準点についての保全管理を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
53,468 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

  



101 

 

○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  上赤羽根堤線道路改良事業 66,964 千円 

2 政策 ★ 香川甘沼線道路改良事業 251,538 千円 

3 政策  高田萩園線道路改良事業 8,576 千円 

4 政策  市道０１０９号線（鶴嶺通り）歩道整備事業 51,705 千円 

5 政策  市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業 91,293 千円 

6 政策  行谷芹沢線道路改良事業 2,532 千円 

7 政策 ★ 新国道線街路整備事業 207,830 千円 

8 政策 ★ 東海岸寒川線街路整備事業 133,010 千円 

9 政策  下寺尾芹沢線道路改良事業 30,618 千円 

10 政策 ★ 浜園橋橋りょう整備事業 131,976 千円 

11 政策  市道７５６０号線歩道設置事業 4,493 千円 

12 政策  茅ヶ崎市道路整備プログラム改定業務（検証及び改定） 18,000 千円 

13 一般  道路事業用地維持管理業務 15,785 千円 

14 一般  街路事業用地維持管理業務 9,279 千円 

15 一般  国・県補助金交付申請書等の作成事務 0 千円 

16 一般  都市計画法第 53 条申請に対する意見提出事務 0 千円 

17 一般  開発事業事前協議の意見提出事務 0 千円 

18 一般  国・県からの道路事業費等の調査事務 0 千円 

19 一般  災害応急対策活動 0 千円 

20 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 1,023,599 千円 

 

  

施策目標：48 

交通を円滑に処理する道路網を整備する  （道路建設課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

香川甘沼線道路改良事業 

香川甘沼線（香川小学校通り）の未整備区間において、歩行者等の

安全性の向上を図るため、用地買収及び道路整備を進めます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
251,538 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

□全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    ■湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

新国道線街路整備事業 

中心市街地に集中する交通の整序化を図るため、中心市街地の外郭

を形成する都心環状道路網である都市計画道路新国道線について、事

業認可区間（茅ヶ崎中央通りから都市計画道路東海岸寒川線まで）の

用地買収を進めます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
207,830 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

□全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    ■湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

東海岸寒川線街路整備事業 

東海岸寒川線の未整備区間の一部において、歩行者等の安全性及び

交通の利便性の向上を図るため、用地買収を進めます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
133,010 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 ■海岸 □南湖 □湘南 

□全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

浜園橋橋りょう整備事業 

県の河川改修に伴う河道拡幅に伴い橋りょうの整備を進めます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
131,976 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

□全市 ■鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  幹線道路維持保全事業 4,700 千円 

2 政策 ★ 橋りょう等長寿命化修繕事業 65,701 千円 

3 政策 ★ 狭あい道路整備事業 766,439 千円 

4 政策  市道 2574 号線（茅ヶ崎ツインウェイヴ）道路修繕事業 0 千円 

5 政策  市道４２０１号線（大山街道）道路整備事業 0 千円 

6 政策  市道等舗装事業 12,000 千円 

7 政策  道路排水設備更新事業 8,017 千円 

8 政策 ★ 駅周辺道路施設等更新事業 117,225 千円 

9 政策 ★ 茅ケ崎駅南口駅前広場改修事業 548,825 千円 

10 政策  道路整備事業 15,000 千円 

11 一般  駅周辺及び道路施設等の維持管理 210,923 千円 

12 一般  受託土木工事の設計、施工及び監督 0 千円 

13 一般  側溝浚渫事業 41,289 千円 

14 一般  道路の管理 40,300 千円 

15 一般  道路安全施設設置事業 186,732 千円 

16 一般  道路の占有、掘削等の許可に関すること 0 千円 

17 一般  道路の占有料等の徴収に関すること 0 千円 

18 一般  道路小規模修繕事業 50,263 千円 

19 義務  道路舗装修繕事業 263,679 千円 

20 一般  道路舗装損傷復旧事業 49,303 千円 

21 一般  土木施設災害復旧事業 9,000 千円 

22 一般  災害応急対策活動 0 千円 

23 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 2,389,396 千円 

 

  

施策目標：49 

身近な生活道路を安全で快適にする  （道路管理課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

橋りょう等長寿命化修繕事業 

橋りょう・地下道等道路施設の老朽化による事故を未然に防ぎ、長

寿命化を図るため、道路法及び茅ヶ崎市橋りょう等長寿命化修繕計画

に基づき、補修を計画的に実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
65,701 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

狭あい道路整備事業 

狭あい道路の後退用地を取得・拡幅することにより、安全な生活道

路を整備します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
766,439 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

駅周辺道路施設等更新事業 

駅周辺道路施設（エレベーター、エスカレーター）の安全で的確な

維持管理を行い、誰もが利用しやすい道路空間を確保します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
117,225 千円 

対象 

地域 

■全市 ■茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

茅ケ崎駅南口駅前広場改修事業 

茅ケ崎駅南口の駅前広場の施設の老朽化に対する更新及び現行法へ

の適合並びに安全性・バリアフリー化の確保のため、茅ヶ崎市バリア

フリー基本構想及び茅ヶ崎市公共サインガイドラインに配慮した、駅

前広場の改修を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
548,825 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 ■茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

□全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  住区基幹公園整備事業 57,600 千円 

2 政策 ★ 柳島キャンプ場管理運営事業 0 千円 

3 政策 ★ 既存公園等改修整備事業 34,214 千円 

4 政策  市民の森再整備事業 0 千円 

5 政策  中央公園再整備事業 144,720 千円 

6 政策  氷室椿庭園建物保存整備事業 0 千円 

7 政策 ★ 市営水泳プール管理運営事業 104,744 千円 

8 一般  氷室椿庭園管理運営事業 18,373 千円 

9 一般  街路樹剪定等植樹地整備事業 113,410 千円 

10 一般  北部地区緑地維持管理事業 59,488 千円 

11 一般  病害虫防除事業 7,493 千円 

12 一般  樹木センター維持管理事業 2,567 千円 

13 一般  公園緑地等管理運営事業 293,984 千円 

14 政策  公園愛護会事業 5,881 千円 

15 一般  庁内共通事務 351 千円 

16 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 842,825 千円 

 

  

施策目標：50 

公園・緑地を整備する  （公園緑地課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

柳島キャンプ場管理運営事業 

恵まれた自然環境の中で、幅広い層の人々が自然とふれあい、レク

リエーション活動を楽しむとともに、子供たちの体験学習の場として、

一年を通して魅力あふれた施設運営をし、利用者の拡大を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

既存公園等改修整備事業 

既存公園に設置されている遊具について、市職員による定期的な点

検及び点検結果に基づく補修等を行います。 

また、遊具をはじめとした施設全般の「公園施設長寿命化計画」を

策定し、老朽化した施設の計画的な修繕を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
34,214 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

市営水泳プール管理運営事業 

市民の健康増進とスポーツの振興に寄与するため、適正な運営管理

と施設の活性化に取り組みます。 

運営にあたっては、利用者の安全確保に努めるとともに、保守点検

補修及び改修を継続的に実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
104,744 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  建設・修繕工事の予算見積 0 千円 

2 一般  建設・修繕工事の設計図書の作成 9,171 千円 

3 一般  建設・修繕工事の監理・監督 0 千円 

4 政策 ★ 市営住宅の再整備（小和田住宅の建設） 1,999,250 千円 

5 政策  市営住宅の再整備（入居者の移転） 16,400 千円 

6 政策  市営住宅関連計画の見直し 5,789 千円 

7 政策  市営住宅の改修 15,314 千円 

8 政策  借上型市営住宅の供給（新設） 22,154 千円 

9 一般  借上型市営住宅の供給（既存） 523,208 千円 

10 一般 ★ 市営住宅の修繕（提案型民間活用制度事業） 63,750 千円 

11 一般  市営住宅の修繕 604 千円 

12 一般  家賃の賦課・徴収 163 千円 

13 一般 ★ 市営住宅の管理 13,356 千円 

14 一般  市営住宅入居者募集 0 千円 

15 一般  市営住宅入居者の各種申請・届出処理 0 千円 

16 一般  市営住宅運営審議会 339 千円 

17 一般  建築・住宅行政関連協議会 96 千円 

18 一般  庁内共通事務 6,076 千円 

19 一般  災害応急対応活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 2,675,670 千円 

 

  

施策目標：51 

安全で環境に配慮しただれにもやさしい公共建築物をつくる（建築課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

市営住宅の再整備（小和田住宅の建設） 

小和田三丁目地内に（仮称）茅ヶ崎市営小和田住宅及び福祉関連施

設（児童クラブ、地域包括支援センター、地区社会福祉協議会地区ボ

ランティアセンター等）の複合施設を建設します。 

 

※事業費は、複合施設のうち市営住宅の面積に応じた事業費を掲げ

ています。 会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
1,999,250 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

□全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  ■小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

市営住宅の修繕（提案型民間活用制度事

業） 

市営住宅の修繕業務について、入居者からの修繕依頼受け付けから

修繕の実施までを一括して外部委託することにより、民間事業者の知

識、能力、経験を生かし、効率的で迅速な対応を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
63,750 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

市営住宅の管理 

市営住宅及び入居者情報等の管理を行うためのシステム運用を行い

ます。 

また、施設の適切な維持管理を行うため、消防設備や受水槽、遊具

等の計画的な点検を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
13,356 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  公共下水道事業会計負担金等 7,008,569 千円 

 

○公共下水道事業会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  庁内共通事務 81,567 千円 

2 一般  部内調整事務 0 千円 

3 一般  災害応急対策活動 0 千円 

4 政策 ★ 下水道事業の広報活動 112 千円 

5 一般  日本下水道協会等団体負担金 2,496 千円 

6 義務  消費税及び地方消費税申告事務 255,788 千円 

7 一般  部内の予算及び決算の総括調整、予算の執行審査 37,037 千円 

8 義務  経営戦略の策定 5,000 千円 

9 一般 ★ 下水道使用料の賦課徴収事務 439,781 千円 

10 一般  下水道運営審議会 1,607 千円 

11 一般  藤沢市公共下水道維持管理費負担金 122,837 千円 

12 一般  相模川流域下水道維持管理費負担金 3,991,509 千円 

13 一般  相模川流域下水道左岸処理場公害対策委員会補助関連事務 4,200 千円 

14 一般  下水道処理場所在地交付金関連事務 59,103 千円 

15 一般  公債費（支払利息）関連事務 1,825,468 千円 

16 一般  過年度損益修正事務 7,239 千円 

17 一般  予備費支出事務 15,000 千円 

18 一般  固定資産管理事務 7,609,401 千円 

19 一般  事業資金管理事務 6,000 千円 

20 政策 ★ 水洗化の普及及び促進に関する事務 8,348 千円 

21 一般 ★ 排水の水質保全に関する事務 17,970 千円 

22 一般  庁内共通事務（４条予算） 15,951 千円 

23 一般  相模川流域下水道建設費負担金 624,418 千円 

24 一般  公共下水道事業受益者負担金の賦課徴収事務 637 千円 

25 一般  特定財源に関連する事務 0 千円 

26 一般  公債費（元金償還）関連事務 7,087,181 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 27,844,409 千円 

 

  

施策目標：52 

下水道経営を健全に安定して行う  （下水道河川総務課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

下水道事業の広報活動 

広報紙等を活用し、下水道事業を紹介するとともに、下水道ふれあ

いまつりでの下水道事業の PR を行うことにより、公共下水道事業の

理解と、接続促進による公共用水域の水質保全等に努めます。 

会計区分 公共下水道事業会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
112 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

下水道使用料の賦課徴収事務 

公共下水道使用者に対する適正な下水道使用料の賦課及び徴収事務

を行うとともに、下水道使用料の料金体系・料金水準の適正化を図り

ます。 

会計区分 公共下水道事業会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
439,781 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

水洗化の普及及び促進に関する事務 

公共下水道未接続世帯の解消に向けて、未接続世帯への接続促進活

動及び排水設備に係る設置基準に基づく検査を実施します。 

会計区分 公共下水道事業会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
8,348 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

排水の水質保全に関する事務 

公共用水域保全のため。下水道施設や終末処理場の機能に影響のあ

る工場排水等について水質基準に基づく検査を実施し、基準外排水に

対する是正指導を行います。 

会計区分 公共下水道事業会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
17,970 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  合併処理浄化槽設置整備事業 2,238 千円 

2 政策  遊水機能土地保全事業 63,210 千円 

3 政策 ★ 千ノ川整備事業 496,327 千円 

4 政策 ★ 駒寄川整備事業（歴史文化交流館関連） 137,876 千円 

5 政策  水循環水環境啓発事業 788 千円 

6 一般  神奈川県浄化槽推進協議会 48 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 700,487 千円 

 

○公共下水道事業会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  公共下水道整備事業(汚水整備) 720,054 千円 

2 政策 ★ 地震対策の推進 138,499 千円 

3 政策 ★ 公共下水道整備事業(雨水整備) 1,911,772 千円 

4 一般  庁内共通事務 29,026 千円 

5 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 2,799,351 千円 

 

  

施策目標：53 

公共下水道（雨水・汚水）・河川を整備する  （下水道河川建設課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

千ノ川整備事業 

千ノ川流域の浸水軽減対策として、準用河川千ノ川の未改修区間の

護岸整備工事及び用地買収等を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
496,327 千円 

対象 

地域 

■全市 ■茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

□全市 ■鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

駒寄川整備事業（歴史文化交流館関連） 

駒寄川流域の浸水軽減対策として、隣接する（仮称）歴史文化交流

館と整合を図りながら、護岸整備工事を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
137,876 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

□全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  ■小出  

 

事業名 事業概要 

地震対策の推進 

今後予想される大規模な地震において、医療拠点や避難所からの排

水機能の確保や緊急輸送路等の通行を確保するため、下水道整備計画

及び下水道総合地震対策計画に基づき、中海岸処理分区、松が丘処理

分区の管路の耐震化工事を実施します。 

会計区分 公共下水道事業会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
138,499 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

公共下水道整備事業（雨水整備） 

近年の集中豪雨等における浸水の軽減を早急に図るため、公共下水

道（雨水）の整備を実施します。 

また、下水道整備計画が 32 年度に最終年度を迎えることからこれ

までの取組を評価するとともに、次期下水道整備計画を策定します。 

会計区分 公共下水道事業会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
1,911,772 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 駒寄川整備事業 100,000 千円 

2 政策  排水路新設事業（排水不良地区の解消） 12,000 千円 

3 一般  河川の維持管理に係る事務（千ノ川） 43,620 千円 

4 一般  河川の維持管理に係る事務（駒寄川） 28,817 千円 

5 一般  ポンプ場維持管理に係る事務（一般会計） 34,928 千円 

6 一般  水路の維持管理に係る事務 206,605 千円 

7 一般  庁内共通事務（一般会計） 7,041 千円 

8 一般  開発審査・各種許認可に係る事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 433,011 千円 

 

○公共下水道事業会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  ポンプ場維持管理に係る事務（公営企業会計） 569,784 千円 

2 一般  管路施設及び雨水吐きの維持補修に係る事務（３条予算その１） 504,296 千円 

3 一般 ★ 管路施設及び雨水吐きの維持補修に係る事務（３条予算その２） 110,410 千円 

4 一般  下水道施設情報システムの保守管理に係る事務（３条予算） 17,946 千円 

5 政策  不明水に係る調査及び対策事業 299,694 千円 

6 一般  庁内共通事務（公営企業会計） 11,242 千円 

7 政策 ★ 管路施設等の維持更新に係る事務 300,520 千円 

8 政策 ★ 下水道施設ストックマネジメント事業（長寿命化事業） 411,384 千円 

9 政策  柳島ポンプ場改築事業 598,132 千円 

10 一般  災害応急対策活動 3,000 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 2,826,408 千円 

 

  

施策目標：54 

下水道・河川施設の信頼性を確保する  （下水道河川管理課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

駒寄川整備事業 

緊急的に河川断面の拡幅を行い、流下能力の確保及び向上を目指し

た暫定整備を実施し、駒寄川周辺の浸水軽減を目指します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
100,000 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

□全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  ■小出  

 

事業名 事業概要 

管路施設及び雨水吐きの維持補修に係る

事務（3 条予算その 2） 

下水道法に基づき下水道施設の情報を台帳として整備し運用するた

め、下水道台帳のデータの更新を実施します。 

また、下水道処理場に流入する水の水質を監視するため水質調査を

実施します。 

会計区分 公共下水道事業会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
110,410 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

管路施設等の維持更新に係る事務 

老朽化した管きょやマンホール等、下水道施設の改築・更新を実施

し、水道施設の機能を適正に維持することで、サービスの向上を図る

とともに、安全・安心な下水道施設を目指します。 

 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
300,520 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

下水道施設ストックマネジメント事業

（長寿命化事業） 

茅ヶ崎市公共下水道管路施設長寿命化基本計画および茅ヶ崎市公共

下水道施設維持管理計画に基づき、管きょやポンプ場等、下水道施設

の計画的な改築及び維持管理を行います。 

会計区分 公共下水道事業会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
411,384 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  工業振興支援事業 3,509 千円 

2 政策  創業者支援事業 4,952 千円 

3 政策 ★ 中小企業経営安定支援事業 3,742,776 千円 

4 政策  産業活性化等調査研究等事業 1,725 千円 

5 政策  商工関係団体支援事業 31,826 千円 

6 政策  中小企業特許取得支援事業 1,818 千円 

7 政策  優良産業人等表彰事業 320 千円 

8 政策  特定退職金共済掛金支援事業 5,742 千円 

9 政策  商工業振興イベント支援事業 4,893 千円 

10 政策  さがみロボット産業特区推進事業 0 千円 

11 政策 ★ 企業等立地等促進事業 125 千円 

12 政策  観光物産等の PR 事業 273 千円 

13 政策  商業振興支援事業 30,804 千円 

14 政策  商店街振興支援事業 69,387 千円 

15 政策 ★ 道の駅整備推進事業 2,330,194 千円 

16 政策  茅ヶ崎海岸グランドプラン推進事業 1,500 千円 

17 政策  茅ヶ崎西浜駐車場跡地活用事業 - 千円 

18 政策  観光シティプロモーション推進事業 2,679 千円 

19 政策  観光協会運営支援事業 94,797 千円 

20 政策  観光誘客支援事業 61,401 千円 

21 政策  海水浴場運営事業 45,691 千円 

22 政策  観光施設整備事業 8,318 千円 

23 政策  観光資源の回遊性充実事業 1,914 千円 

24 政策  大岡越前祭行事支援事業 20,749 千円 

25 政策 ★ 花火大会行事支援事業 11,156 千円 

26 政策  浜降祭行事支援事業 9,234 千円 

27 義務  計量検査事業 5,462 千円 

28 一般  湘南広域都市行政協議会産業振興部会事務 0 千円 

29 一般  特定工場の新増設届出等事務 0 千円 

30 一般  事業協同組合等の設立等事務 0 千円 

31 一般  入込観光客調査事業 118 千円 

32 一般  観光振興団体等との連携 1,324 千円 

33 一般  庁内共通事務 552 千円 

34 一般  災害応急対策活動 0 千円 

35 一般  部内事務支援事業 10,440 千円 

36 一般  部内調整事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 6,503,679 千円 

※茅ヶ崎西浜駐車場跡地活用事業については、事業内容を検討中のため、事業費が「-」となっています。 

  

施策目標：55 

多くの人々を誘う魅力あるまちづくりを支援する  （産業振興課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

中小企業経営安定支援事業 

茅ヶ崎市中小企業融資制度やそれに係る利子や信用保証料に対する

補助を実施することで、中小企業者の経営の安定を図るとともに、経

営相談、経営診断を実施し、中小企業者が抱える課題を解決します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
3,742,776 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

企業等立地等促進事業 

企業の新規立地の促進支援、既存企業の設備投資促進による継続操

業の支援による市内産業の活性化を図るため、優遇施策を整備し、積

極的に企業に周知するとともに活用を促します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
125 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

道の駅整備推進事業 

市外からの誘客を促進するとともに、新たな地域コミュニティの場

を創出することで、賑わいや雇用を生み出し地域経済を活性化するた

め、休憩機能や情報発信機能、地域連携機能の３つの機能を併せ持つ

「道の駅」を柳島向河原地区に整備します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
2,330,194 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 ■湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

花火大会行事支援事業 

日本の夏季における伝統的なイベントである花火大会の継続的な開

催が求められている中、花火大会開催・運営に係る補助金の交付を行

なうとともに、開催日翌日の海岸清掃を実施します。 

また、運営費の課題も含めた今後の花火大会の運営の在り方等につ

いて、調査・研究を行います。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
11,156 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  柳島向河原地区土地利用推進事業 152,596 千円 

2 政策  畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業 0 千円 

3 政策 ★ 農とみどりの整備事業 25,055 千円 

4 政策  農業用排水路整備事業 38,424 千円 

5 一般  農業振興地域整備管理事業 6,380 千円 

6 義務  認定農業者・農地利用集積事業 31,938 千円 

7 政策  畜産振興事業費 8,694 千円 

8 政策  援農ボランティア事業 1,137 千円 

9 政策  環境保全型農業推進事業 10,122 千円 

10 一般  農業嘱託員に関する事業 6,552 千円 

11 政策  農業制度資金利子補給事業 501 千円 

12 政策  市民農園・家庭菜園事業 2,178 千円 

13 政策 ★ 農産物地産地消推進事業 59,785 千円 

14 政策  水田保全対策事業 759 千円 

15 一般  農業用排水路維持管理事業 67,699 千円 

16 一般  農地保全管理事業 16,695 千円 

17 政策  農作物鳥獣病害虫対策事業 7,164 千円 

18 一般  農業総務管理事業 1,206 千円 

19 政策 ★ 水産物供給基盤機能保全事業 380,000 千円 

20 政策  漁港区域内道路整備事業 0 千円 

21 政策  漁港北側駐車場・多目的広場等整備事業 0 千円 

22 政策  漁業近代資金等利子補給金交付事業 630 千円 

23 一般  漁港施設維持管理事業 1,727 千円 

24 政策  漁港区域内堆積砂対策事業 8,152 千円 

25 一般  漁港関連団体連絡調整事務 315 千円 

26 一般  漁港区域内管理事業 1,590 千円 

27 政策 ★ 水産業の振興（水産物の販売促進）事業 129 千円 

28 政策  海岸侵食防止対策事業 10,428 千円 

29 政策  海岸周辺安全対策事業 1,410 千円 

30 政策  海岸保全区域維持管理事務 2,768 千円 

31 政策  海産物地産地消推進事業 0 千円 

32 一般  港勢調査・漂流物保管に関する事務 0 千円 

33 一般  災害応急対策活動 0 千円 

34 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 844,034 千円 

 

  

施策目標：56 

農業・水産業の振興と農地・海浜の保全・活用を進める（農業水産課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

農とみどりの整備事業 

老朽化の著しい、農業振興地域内の農業施設（農業用排水路）の機

能回復をするため、県補助金を利用し整備します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
25,055 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 ■湘南 

□全市 □鶴嶺東 ■鶴嶺西    ■松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  ■小出   

 

事業名 事業概要 

農産物地産地消推進事業 

地産地消の推進、都市農業の振興及び農業理解の促進のため、農業

者の地産地消を推進する取組に対し、農業者団体等を通じた支援を行

います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
59,785 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

水産物供給基盤機能保全事業 

老朽化した漁業施設を機能保全工事により、効果的かつ効率的に更

新し、施設の長寿化を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
380,000 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 ■南湖 □湘南 

□全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

水産業の振興（水産物の販売促進）事業 

道の駅等のにぎわい創出拠点で販売できる市内水産ブランドの調

査、研究を行うとともに、市内水産物の市外への販路拡大によるシテ

ィセールスを行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
129 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 ■南湖 ■湘南 

□全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 就職活動支援事業 2,129 千円 

2 政策  勤労市民会館の管理運営 173,080 千円 

3 政策 ★ 労働環境整備事業 1,055 千円 

4 政策  勤労者福祉サービスセンター事業 43,153 千円 

5 政策  勤労者福祉事業 343,200 千円 

6 政策  労働行政推進 4,273 千円 

7 一般  庁内共通事務 62 千円 

8 一般  災害応急対策活動 0 千円 

9 一般  勤労市民会館の維持管理 19,975 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 586,927 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

就職活動支援事業 

茅ヶ崎市ふるさとハローワークと連携して就労支援に取り組むとと

もに、関係機関及び近隣自治体と共同で就職面接会等を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
2,129 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

労働環境整備事業 

働きやすい労働環境の実現のため、事業所内保育施設の設置促進、

ワーク・ライフ・バランスの啓発（講座・講演会、情報提供）に取り

組みます。また、地域雇用を促進するため、市内事業所を対象とした

企業説明会、企業見学会等を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
1,055 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

  

施策目標：57 

充実感をもって働けるための就労を支援する  （雇用労働課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 辻堂駅西口周辺整備事業 3,222 千円 

2 政策 ★ 香川駅周辺整備事業 291,127 千円 

3 政策 ★ 浜見平地区拠点整備事業 807,722 千円 

4 政策 ★ 萩園地区産業系市街地整備事業 635,078 千円 

5 一般  都市整備に関する調査・研究事業 60 千円 

6 一般  都市再開発事業に関する調査・研究事業 300 千円 

7 一般  土地区画整理事業 159 千円 

8 一般  災害対策応急活動 0 千円 

9 一般  庁内共通事務 435 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 1,738,103 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

浜見平地区拠点整備事業 

UR 都市機構による浜見平団地建替え事業に合わせ、生活利便性や

防災性の向上を図るため、松尾川の暗渠化及び上部緑道化工事、鉄砲

道の電線類地中化工事を実施します。 

また、良好なまち並み形成を図るため、専門家や事業者も参画した

浜見平地区まちづくり推進検討会議を開催します。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
807,722 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 ■南湖 ■湘南 

□全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

 

事業名 事業概要 

萩園地区産業系市街地整備事業 

さがみ縦貫道路の開通に伴い交通利便性が向上する萩園字上ノ前地

区において、この立地のポテンシャルを活かし、産業系への土地利用

転換の促進及び良好な生活環境の形成を図るため、茅ヶ崎市萩園字上

ノ前地区土地区画整理組合が施行する事業への支援を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
635,078 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

□全市 □鶴嶺東 ■鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出  

  

施策目標：58 

地域特性に配慮した都市拠点を整備する  （拠点整備課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務 ★ 農地台帳の整備及び活用 1,746 千円 

2 義務  議事録の作成及び公表に係る事務 1,081 千円 

3 一般  県農業会議及び農業委員会職員事務研究会に係る事務 921 千円 

4 政策  農業の発展、推進に関する事業 129 千円 

5 一般  農業委員及び農地利用最適化推進委員の研修会等の開催 269 千円 

6 義務  農業委員会事務管理 3,870 千円 

7 義務 ★ 農業委員会総会等の開催 29,069 千円 

8 義務  遊休農地の解消及び有効利用に係る事務 947 千円 

9 義務  違反転用対策 0 千円 

10 義務  農業者年金業務 0 千円 

11 一般  庁内共通事務 0 千円 

12 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 161,806 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

農地台帳の整備及び活用 

農地法等の各種法令による申請や届出及び利用状況調査等に基づく

農地情報を収集し、農地台帳の情報を補正・更新するとともに、農業

従事者等に対して農地に関する情報を公表・提供する等、農地情報の

利活用を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
1,746 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

農業委員会総会等の開催 

農業委員会総会及び地区部会を開催し、申請案件を適正に審査しま

す。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
29,069 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

  

 

農地の適正で有効な利用を図る  （農業委員会事務局） 
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基本理念５ 行政経営 

 

 

 

一人一人の思いが調和し 

未来をひらく 

行政経営 

 

 

 

 

 

 

政策目標 16 社会の変化に対応できる行政経営（企画部） 

政策目標 17 それぞれが持つ力を最大限に発揮する行政経営（総務部） 

政策目標 18 ゆるぎない基盤を持ち続ける行政経営（財務部） 

政策目標 19 公金の管理を適正に行い、安全かつ有利な運用を図る（会計課） 

政策目標 20 住民の意思を行政に反映させる（選挙管理員会事務局） 

政策目標 21 行政執行の適法性、効率性、妥当性を維持し確保する（監査事務局） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  表彰関係事業 4,513 千円 

2 政策  市制施行７０周年記念事業 600 千円 

3 政策 ★ ホノルル市・郡との姉妹都市提携交流事業 24,765 千円 

4 政策 ★ 広報ちがさき等発行事業 145,244 千円 

5 政策  市ホームページ等管理運営事業 34,728 千円 

6 政策  ケーブルテレビ放送用市広報番組制作事業 52,623 千円 

7 政策  デジタルサイネージ運用事業 5,208 千円 

8 政策  総合案内等広報一般管理業務 45,691 千円 

9 政策  外国人への情報提供事業 1,530 千円 

10 政策  広報板管理事業 5,636 千円 

11 政策  報道機関への情報提供に関する事務 0 千円 

12 政策  公共施設等見学会 0 千円 

13 一般  市長及び副市長の秘書に関する事業 12,554 千円 

14 一般  市長会、副市長会及びその他都市関係会議に関する事務 5,747 千円 

15 一般  交際費に関する事業 8,100 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 346,939 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

ホノルル市・郡との姉妹都市提携交流事

業 

共通の文化や風土を有する両市が一層の相互理解と敬意を深め、両

市の関係を次世代に継承します。 

また、国際理解を通じたグローバル時代に対応する人材の育成を推

進するとともに、文化、スポーツ、教育など様々な分野で交流事業を

実施し、市民や民間団体による多面的な交流を促進します。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
24,765 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

広報ちがさき等発行事業 

市が発信する情報について、市民が関心を持って読んでいただける

よう、市全体の事業を見据えながら、先を読んだ紙面づくりを進め、

市民との情報共有を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
145,244 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

施策目標：59 

市の情報を広く発信し、市長・副市長の執務を円滑にする 

（秘書広報課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般 ★ 総合計画の策定及び進行管理事務 31,089 千円 

2 政策  市民意識調査等に関する事務 0 千円 

3 一般  施政方針事務 0 千円 

4 一般  業務計画事務 0 千円 

5 一般  附属機関及び懇談会等の運営に関する事務 0 千円 

6 一般  ライフタウン市境問題事務 0 千円 

7 政策  政策コンテスト開催事業 1,500 千円 

8 一般  政策的な調整に関する事務 0 千円 

9 一般 ★ まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理事務 1,358 千円 

10 政策 ★ 豊かな長寿社会に向けた民間事業創出支援事業 690 千円 

11 政策  長寿社会のまちづくりイメージワークショップ 30 千円 

12 政策  多世代共生住宅等拠点整備事業 0 千円 

13 政策 ★ 
セカンドライフのプラットフォーム（高齢期における社会参加の仕組みづく

り） 
24,600 千円 

14 政策  健康増進と虚弱化予防のための事業 1,915 千円 

15 一般  議会調整事務 0 千円 

16 一般  庁議事務 5,526 千円 

17 一般  部内共通事務 0 千円 

18 一般  庁内共通事務 105 千円 

19 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 66,813 千円 

 

  

施策目標：60 

先を見据えた政策を実現する  （企画経営課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

総合計画の策定及び進行管理事務 

自治基本条例の規定に基づき策定される「茅ヶ崎市総合計画」につ

いて、目標達成に向けた取組みを行政評価を利用した PDCA サイク

ルによって、進行管理します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
31,089 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行

管理事務 

「茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生本部」及び「茅ヶ崎市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略審議会」において茅ヶ崎市まち・ひと・しご

と創生総合戦略の進捗状況の把握・検証・評価等を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
1,358 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

豊かな長寿社会に向けた民間事業創出支

援事業 

豊かな長寿社会コンソーシアム事務局として、全体会議やワーキン

ググループを実施するとともに、超高齢社会においてシニアを対象と

した新たな事業を創出する民間事業者に支援するなど、産官学民が連

携して豊かな長寿社会を形成する体制を構築します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
690 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

セカンドライフのプラットフォーム（高

齢期における社会参加の仕組みづくり） 

高齢者のセカンドライフへの円滑な移行に向けた意識醸成を行い、

就労や市民活動への参加機会の場の充実を図り、生きがいを持った生

活を続けることができるよう、セカンドライフセミナーの開催、生涯

現役応援窓口の設置、生きがい就労の発掘等を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
24,600 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  経営改善方針の策定及び進行管理 3,134 千円 

2 一般 ★ ＰＰＰ（公民連携手法）の推進 1,050 千円 

3 一般  受益者負担の適正化事務 25,620 千円 

4 一般  指定管理者制度に係る検討・調整 2,309 千円 

5 一般  外郭団体の経営改善 0 千円 

6 一般  事務の効率化の推進及びサービスの向上 0 千円 

7 一般  ネーミングライツ等新たな財源確保事務 0 千円 

8 一般  次世代経営マネジメント推進事業 15,000 千円 

9 一般 ★ 組織・機構の見直し 0 千円 

10 一般  事務分掌の調整及び改正 0 千円 

11 一般  定数管理事務 0 千円 

12 一般  業務棚卸評価事務 0 千円 

13 一般  庁内共通事務 60 千円 

14 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 47,173 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

PPP（公民連携手法）の推進 

「公民連携推進のための基本的考え方」に基づき、提案型民間活用

制度の運用等により、事業実施主体の最適化を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
1,050 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

組織・機構の見直し 

本市を取り巻く環境の変化や、複雑化・多様化する市民ニーズに対

して迅速かつ的確に対応することのできる、効率的な業務執行体制を

検討・構築します。 

また、次期総合計画期間における新たな組織体制を平成 32 年 4 月

に構築するにあたり、全庁的な議論及び検討を実施します。 
会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

  

施策目標：60 

先を見据えた政策を実現する  （行政改革推進室） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 中核市移行推進事業 0 千円 

2 政策  （仮称）河童徳利ひろば整備事業 95,654 千円 

3 政策 ★ 広域連携推進事業（寒川連携） 0 千円 

4 政策  県立茅ケ崎里山公園外周道路整備事業 408 千円 

5 政策  国・県の施策・制度・予算に関する要望 234 千円 

6 政策 ★ 広域連携推進事業（湘南広域都市行政協議会） 300 千円 

7 政策  広域連携推進事業（平塚連携） 0 千円 

8 政策  （仮称）高架下公園再整備事業 0 千円 

9 政策  権限移譲促進事業 0 千円 

10 政策  厚木基地騒音対策事業 240 千円 

11 政策  広域連携推進事業 420 千円 

12 一般  県道整備促進事業 0 千円 

13 一般  県道適正管理促進事業 0 千円 

14 一般  国道整備促進事業 0 千円 

15 一般  国道適正管理促進事業 0 千円 

16 一般  小出川・千ノ川適正管理促進事業 0 千円 

17 一般  小出川整備促進事業 0 千円 

18 一般  さがみ縦貫道路・新湘南バイパス利用促進事業 0 千円 

19 一般 ★ 相模川整備促進事業 330 千円 

20 一般  相模川適正管理促進事業 0 千円 

21 一般  道路ネットワーク整備促進事業 498 千円 

22 一般  北部地区活性化事業 218 千円 

23 一般  災害応急対策活動 0 千円 

24 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 98,302 千円 

 

  

施策目標：61 

国・県・他の自治体と連携し施策の効果を上げる （広域事業政策課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

中核市移行推進事業 

市の自主性や自立性を高め、自らの判断と責任による行政運営を推

進するため、中核市移行を目指し、関係課かい及び国県との調整、市

議会及び市民への周知・説明、組織の体制づくり、職員の確保及び育

成、条例の整備及び審議会等の設置等、移行に向けた手続を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

広域連携推進事業（寒川連携） 

近隣自治体との広域連携による住民福祉の増進を図るため、茅ヶ崎

市・寒川町広域連携施策推進計画書（平成 29 年 3 月改定）に基づき、

連携事業を実施するとともに、新規事業の研究結果を踏まえた次期推

進計画書に関する検討を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

広域連携推進事業（湘南広域都市行政協

議会） 

藤沢市・寒川町との２市１町の広域連携による住民福祉の増進を図

るため、住民サービスの向上、地域活性化、行政の合理化・効率化を

めざし７つの専門部会を設置し、課題解決に向けて藤沢市及び寒川町

と連絡調整等を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
300 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

相模川整備促進事業 

河川管理者である国土交通省に対して、相模川整備促進協議会の事

務局として早期の整備を要望するとともに事務局を適切に運営しま

す。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
330 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  情報セキュリティ対策 18,935 千円 

2 一般 ★ 情報化の管理 238,287 千円 

3 一般 ★ 情報化の推進 784,945 千円 

4 一般  基幹系システムの運用管理 1,559,195 千円 

5 一般  施設予約管理 110,542 千円 

6 一般  神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会 4,782 千円 

7 一般  ＩＣＴ利活用の検討 0 千円 

8 一般  社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）推進事業 30 千円 

9 一般  災害応急対策活動 0 千円 

10 一般  庁内共通事務 24,950 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 2,741,666 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

情報化の管理 

庁内で稼働している基幹系システム及び情報系機器の保守を行いま

す。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
238,287 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

情報化の推進 

「電子市役所推進本部会議」、「情報化推進会議」を開催するととも

に、庁内ＬＡＮ、サーバ、一人一台パソコン等の運用管理を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
784,945 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

  

施策目標：62 

情報セキュリティを確保しながら利便性を向上させる （情報推進課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  公共施設等再編整備基金事業 30,144 千円 

2 政策  本庁舎跡地周辺整備事業 0 千円 

3 政策  本庁舎跡地周辺整備事業（道路事業） 85,046 千円 

4 一般 ★ 公共施設整備・再編計画推進事業 0 千円 

5 一般 ★ 公共建築物中長期保全計画推進事業 300,000 千円 

6 義務  建築基準法第１２条に基づく法定点検の実施 21,445 千円 

7 一般  公共施設等包括管理業務（提案型民間活用制度事業） 9,669 千円 

8 一般  「建物維持管理の手引き」に基づく管理及び指導 0 千円 

9 一般  管理支援システム等の運用 7,899 千円 

10 一般  庁内共通事務 570 千円 

11 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 454,773 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

公共施設整備・再編計画推進事業 

「公共施設整備・再編計画（改訂版）」に従い、耐震性や施設の老朽

化に課題のある施設の再整備や未利用の公有地の有効活用を計画的に

行うことで、本市の公共施設の総合的なマネジメントを推進します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

公共建築物中長期保全計画推進事業 

将来にわたる財政推計を勘案した中で、計画的な維持保全を行うこ

とで建築物の長寿命化を図るとともに財政負担の平準化を図ります。 

また、既存建築物を良好な状態で維持し建築ストックマネジメント

を行い、公共建築物の長寿命化を推進するため、「事後保全的な維持管

理」から「予防保全の維持管理」へ転換を図ります。 
会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
300,000 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

  

施策目標：63 

公共施設の再編整備と適正な維持管理を進める（施設再編整備課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 市民活動団体との協働事業の推進 55,399 千円 

2 政策 ★ 地域コミュニティ事業 94,685 千円 

3 政策  市民活動サポートセンター施設拡充事業 0 千円 

4 政策  地域集会施設管理運営業務 491,421 千円 

5 政策  市民活動サポートセンター管理運営業務 77,239 千円 

6 政策  コミュニティ助成事業 22,500 千円 

7 政策  自治会館建設費等補助事業 7,650 千円 

8 政策  地域集会施設整備事業（松林地区） 0 千円 

9 政策  地域集会施設整備事業（湘北地区） 0 千円 

10 政策 ★ 自治会活動支援業務 49,037 千円 

11 政策  市民活動推進補助事業 12,825 千円 

12 政策  春の市民まつり等開催事業 12,005 千円 

13 政策  自治会館賃借料補助事業 6,116 千円 

14 政策 ★ 市民参加推進・啓発事業 4,426 千円 

15 一般  市民活動推進委員会関係事務 6,328 千円 

16 一般  市民活動等災害補償制度 11,178 千円 

17 一般  地域集会施設等修繕に係る事務 9,208 千円 

18 一般  災害応急対策活動 0 千円 

19 一般  庁内共通事務 144 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 860,161 千円 

 

  

施策目標：64 

市民と行政が協力して自治の進展を図る  （市民自治推進課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

市民活動団体との協働事業の推進 

社会経済情勢の変化により複雑化する地域課題や、多様な市民ニー

ズに対して効果的効率的に対応できる協働型まちづくりを推進するた

め、市民活動団体の支援を行い、市民活動の活性化を進めるとともに、

積極的な協働推進事業の活用を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
55,399 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

地域コミュニティ事業 

地域の誰もが当事者としてまちづくりに関わり、地域が一体となっ

て地域課題に取り組むことができる地域社会を形成するため、認定コ

ミュニティ等が継続的に活動できるよう、後方支援を行うとともに、

まちぢから協議会連絡会と連携し、地区協議会間での連携・連動を促

進することで、地域力の向上を図り、住民主体のまちづくりを推進し

ます。 会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
94,685 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

自治会活動支援業務 

地域におけるコミュニティ形成の基盤である自治会に対して、担い

手の創出や住民相互の親睦を図ることにより、安定した自治会運営を

維持していけるよう、各種補助金交付による支援を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
49,037 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

市民参加推進・啓発事業 

平成 28 年度に行った、「茅ヶ崎市市民参加条例の施行状況の検証」

結果に基づき位置づけた、情報発信や意識向上、運用の充実などの改

善施策を実施し、市政への市民参加を推進します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
4,426 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策  臨時職員、非常勤嘱託職員の任用に関する事務 249,333 千円 

2 政策 ★ 人材育成基本方針の推進に関する事務 0 千円 

3 一般  職員研修に関する事務 28,467 千円 

4 一般  職員の採用、退職、配置替に関する事務 12,925 千円 

5 政策 ★ 

 

次世代育成支援対策及び女性職員の活躍の推進に関する事務 0 千円 

6 一般  昇給、昇格、給与の決定に関する事務 0 千円 

7 一般  労務管理事務 0 千円 

8 一般  職員の交流、派遣、広域行政事務への従事に関する事務 0 千円 

9 一般 ★ 人事評価制度の運用事務 0 千円 

10 一般  インターンシップの受入れに関する事務 0 千円 

11 一般  特別職の人事手続事務 0 千円 

12 一般  特別職員報酬等審議会に関する事務 99 千円 

13 一般  職員の賞罰に関する事務 0 千円 

14 一般  勤務時間や休暇など職員の勤務に関する事務 0 千円 

15 一般  財形貯蓄事務 0 千円 

16 一般  人事給与制度の調査研究並びに例規の整備及び改廃事務 0 千円 

17 一般  職員給与の支給及び各種引去金及び年末調整事務 66,871 千円 

18 一般  公務災害補償事業 3,930 千円 

19 一般  給与実態調査に関する事務 0 千円 

20 一般  職員の被服等の管理事務 17,500 千円 

21 一般  職員安全衛生管理事業 15,456 千円 

22 一般  市町村職員共済組合との連絡、調整等に関する事務 2,835 千円 

23 一般 ★ 職員の健康管理に関する事務 63,316 千円 

24 一般  旅費の支給事務 36,000 千円 

25 一般  職員の福利厚生と服務の向上に関する事務 71,697 千円 

26 一般  災害応急対策活動 0 千円 

27 政策  備蓄食料品等の整備に関する事務 7,273 千円 

28 一般  庁内共通事務 234 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 575,936 千円 

 

  

施策目標：65 

職員がやる気を持ち、成果を出せる体制をつくる  （職員課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

人材育成基本方針の推進に関する事務 

職員を育成しつつ、職員一人一人の能力を活用することで、多様化・

複雑化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応できる組織体制をつくる

ため、積極的な採用活動の実施、職員研修制度の充実、人事評価シス

テムの運用、複線型人事システムの運用など、職員の人材育成に関す

る取り組みの推進を図ります。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

次世代育成支援対策及び女性職員の活躍

の推進に関する事務 

職員のワークライフバランスの推進、男性職員の子育てに関する支

援、職員に対するキャリア形成等の支援を行うとともに、第 2 次茅ヶ

崎市職員の子育て支援行動計画及び茅ヶ崎市における女性職員の活躍

の推進に関する特定事業主行動計画に沿って事業を進めます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

人事評価制度の運用事務 

人事評価制度の運用を通して職員の人材育成を図るとともに、評価

結果を全職員の人事・給与等の処遇に反映させることにより、「がんば

った職員が報われる」ことを職員が実感できるよう、制度の適切な運

用を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

職員の健康管理に関する事務 

職員の健康確保のため、健康診断や各種予防接種、特定業務従事者

を対象とした健康診断等を実施します。 

また、メンタルヘルスに関する職員研修や EAP（職員健康支援プロ

グラム）、ストレスチェックを実施するとともに、産業医面談、なんで

もカウンセリング等相談窓口を設け、メンタル不調の未然予防や、休

職者に対する職場復帰を支援します。 会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
63,316 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  行政不服審査会事務 1,541 千円 

2 一般  部長会議等事務 4,516 千円 

3 一般  議会運営事務 0 千円 

4 一般  職員通報事務 1,080 千円 

5 一般  庁内共通事務 120 千円 

6 一般  各行政委員会等との連絡調整事務 0 千円 

7 一般  藤沢市、平塚市及び寒川町との境界確認事務 0 千円 

8 一般  災害応急対策活動 0 千円 

9 一般  部内調整事務 0 千円 

10 一般 ★ 自治基本条例推進事務 7,782 千円 

11 一般 ★ 情報公開事務 1,511 千円 

12 一般  個人情報保護事務 1,510 千円 

13 一般  市政情報コーナー事務 1,039 千円 

14 一般  
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）推進事業（個人情報保護に関す

る事業） 
0 千円 

15 義務 ★ 基幹統計調査事務 147,073 千円 

16 一般  統計調査の円滑な実施及び提供事務 354 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 166,526 千円 

  

施策目標：66 

市が保有する情報を総括的に管理するとともに、自治に関する基本的な 

制度の整備を推進する                      （行政総務課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

自治基本条例推進事務 

自治基本条例の趣旨に基づいた自治を推進するため、自治基本条例

アクションプランの進行管理を行うとともに、自治基本条例に関する

職員研修を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
7,782 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

情報公開事務 

市の保有する行政情報を適正に管理し、提供するとともに、情報公

開請求に関して、適切に対応します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
1,511 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

基幹統計調査事務 

国勢調査、学校基本調査、工業統計調査、経済センサス基礎調査、

農林業センサス等の法定受託事務を正確かつ迅速に実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
354 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 連携型窓口・証明発行窓口の一元化 68,247 千円 

2 一般  辻堂駅前出張所の運営 45,617 千円 

3 一般  香川駅前出張所の運営 26,468 千円 

4 一般  ハマミーナ出張所の運営 35,219 千円 

5 義務 ★ マイナンバーカード（個人番号カード）の交付等に係る事務 129,230 千円 

6 一般  コンビニエンスストアでの住民票の写し等証明書交付 78,414 千円 

7 義務 ★ 戸籍法・住民基本台帳法に基づく各種届出に係る事務 149,038 千円 

8 義務 ★ 戸籍謄本等の証明書の交付に係る事務 65,221 千円 

9 一般  印鑑条例に基づく印鑑の登録に係る事務 3,817 千円 

10 一般  市民窓口センターの運営 20,448 千円 

11 義務  住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の一部の閲覧に係る事務 0 千円 

12 一般  住民基本台帳ネットワークシステム業務管理等に係る事務 13,392 千円 

13 義務  在留管理制度等に係る事務 0 千円 

14 一般  住居表示に係る事務 6,917 千円 

15 義務  埋火葬許可証の発行等に係る事務 344 千円 

16 義務  戸籍届出に伴う税務署・保健所への報告等に係る事務 0 千円 

17 義務  民事処分・刑事処分登録関連事務 0 千円 

18 義務  湘南パスポートセンター（藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町）の運営に係る事務 52,918 千円 

19 一般  災害応急対策活動 0 千円 

20 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 695,290 千円 

 

  

施策目標：67 

戸籍・住民基本台帳事務を迅速・正確に行う  （市民課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

連携型窓口・証明発行窓口の一元化 

市民がわかりやすく効率的に手続きを行える窓口サービスを提供す

るため、連携型窓口システムを活用し、待ち時間の短縮や丁寧な案内

につなげ、窓口の利用者が効率的に手続きを行えるようにします。 

また、フロアマネージャーによる的確な案内を行うとともに、総合

案内と連携した窓口サービスを提供します。 
会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
68,247 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

マイナンバーカード（個人番号カード）

の交付等に係る事務 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）による市民サービスの

向上や行政の効率化の実現に向けて、マイナンバーカード（個人番号

カード）の適切な交付事務を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
129,230 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

戸籍法・住民基本台帳法に基づく各種届

出に係る事務 

戸籍届書、住民異動届に関し適正かつ迅速な窓口手続き及び審査事

務を行うとともに、県内各市町村との連携、情報交換及び研修等によ

る適正な法令の運用を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
149,038 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

戸籍謄本等の証明書の交付に係る事務 

戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書、市民税・県民税課税

（非課税）証明書等の受付・発行・交付及び手数料の収納を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
65,221 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般 ★ 行政文書管理事務 192,974 千円 

2 一般  郵便物等に関する事務 97,803 千円 

3 一般  執行法務・立法法務事務（一般管理費分） 11,198 千円 

4 一般  執行法務・立法法務事務（例規集管理経費分） 22,369 千円 

5 一般  争訟法務事務 9,434 千円 

6 義務  公平委員会事務 3,363 千円 

7 一般  災害応急対策活動 0 千円 

8 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 337,141 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

行政文書管理事務 

公文書管理法の趣旨にのっとった施策の策定としての条例化や「文

書事務の手引き」等による職員への周知や研修の実施、ファイリング

システムの充実など、文書管理事務がより適切に行われるよう取り組

みます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
192,974 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

  

施策目標：68 

自立的に、適正な法的判断を行うことのできる体制を構築する 

（文書法務課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 政策 ★ 施設改修工事 65,000 千円 

2 政策 ★ 茅ヶ崎市斎場火葬炉設備等修繕 79,002 千円 

3 政策  棺台車の更新整備 1,998 千円 

4 義務 ★ 戸籍事務 1,156 千円 

5 一般  施設の維持管理業務及び集会施設の貸出（総務担当） 14,548 千円 

6 一般 ★ 斎場運営業務 192,084 千円 

7 一般  施設の維持管理業務（斎場） 111,281 千円 

8 政策  各種申請書等の取次業務（し尿・犬・小児含む） 0 千円 

9 政策  国民健康保険事務 0 千円 

10 義務  国民年金事務 0 千円 

11 政策  市税等収納事務 0 千円 

12 政策  市民の相談・要望の処理と関係機関への連絡調整 0 千円 

13 政策  住民基本台帳事務 0 千円 

14 政策  諸証明発行及び名寄帳閲覧事務 0 千円 

15 政策  母子健康手帳事務 0 千円 

16 政策  埋火葬許可及び斎場使用承認事務 0 千円 

17 政策  印鑑登録事務 0 千円 

18 政策  後期高齢者医療保険事務 0 千円 

19 義務  児童手当事務 0 千円 

20 政策  所管区域の団体活動への協力・支援 0 千円 

21 一般  庁内共通事務（斎場） 0 千円 

22 一般  災害応急対策活動 0 千円 

23 一般  庁内共通事務（総務担当） 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 465,069 千円 

 

  

施策目標：69 

北部の行政拠点を充実する  （小出支所） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

施設改修工事 

施設の老朽化対策として、耐震及び施設改修工事を行い、利用者の

安全の確保と利便性の向上を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
65,000 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  ■小出   

 

事業名 事業概要 

茅ヶ崎市斎場火葬炉設備等修繕 

斎場火葬炉、施設の老朽化に伴い、老朽化した各種施設設備の修繕

を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
79,002 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

戸籍事務 

戸籍法に基づき戸籍届出書の受理及び戸籍の謄抄本等の証明発行を

正確かつ迅速に行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
1,156 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

斎場運営業務 

斎場の運営業務を適正に行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
192,084 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  公債費（元金償還）関連事務 12,614,508 千円 

2 一般  公債費（利子償還）関連事務 2,085,171 千円 

3 一般  一時借入金関連事務 30,000 千円 

4 政策 ★ 寄附の採納事務 76,679 千円 

5 一般  予備費充用、予算流用事務 150,000 千円 

6 一般  各特別会計への繰出金等に関する事務 5,449,353 千円 

7 一般 ★ 予算編成事務 300 千円 

8 一般  財政施策の総合的な企画と統合調整事務 0 千円 

9 一般  財政健全化法に係る財政指標の算出事務 0 千円 

10 一般  財政制度関連事務 0 千円 

11 一般 ★ 財政推計事務 0 千円 

12 一般  資金計画作成事務 0 千円 

13 一般  地方交付税関連事務 0 千円 

14 一般  市債借入事務 0 千円 

15 一般  補助金の見直し事務 0 千円 

16 一般  予算の配当及び執行管理事務 0 千円 

17 一般  決算認定に付する資料作成事務 0 千円 

18 一般  決算統計事務 0 千円 

19 一般  財政状況の公表事務 1,500 千円 

20 一般 ★ 統一的な基準による財務書類の作成及び公表 0 千円 

21 政策  内部情報系システム最適化（財務会計システム） 0 千円 

22 一般  災害応急対策活動 0 千円 

23 一般  庁内共通事務 0 千円 

24 一般  部内調整事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 20,407,511 千円 

 

  

施策目標：70 

政策の実現を支える健全な財政運営を維持する  （財政課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

寄附の採納事務 

市民、市外在住者、法人等からの寄附を採納します。頂いた寄附に

ついては、寄附者の意向に沿った事業に充当します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
76,679 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

予算編成事務 

行政目的を効果的に達成するため、限られた財源で最大の効果が得

られるよう、予算編成を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
300 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

財政推計事務 

地方財政計画、国等が公表する経済財政の試算及び税制改正等に基

づき、予算編成及び実施計画の基礎となる財政推計を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

統一的な基準による財務書類の作成及び

公表 

全国的な基準である、統一的な基準による財務書類の作成及び公表

を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  税務協議会に係る事務 927 千円 

2 義務  過年度の市税還付金及び還付加算金に係る事務 288,126 千円 

3 義務  市税の収納消込事務 17,319 千円 

4 一般  ペイジー収納事務（委託料） 3,448 千円 

5 一般  ペイジー収納事務（手数料） 17,205 千円 

6 政策 ★ 納税推進センター事業 42,759 千円 

7 一般  租税教育推進協議会に係る事務 510 千円 

8 義務  税証明発行に関する業務 35,506 千円 

9 義務  自動車臨時運行許可業務 197 千円 

10 一般  市税条例の整備 2,864 千円 

11 義務  固定資産評価審査委員会に係る事務 609 千円 

12 一般  （社）地方税電子化協議会に係る事務 14,016 千円 

13 義務  軽自動車税の賦課に関する業務 20,628 千円 

14 一般  口座振替事務・郵便振替事務・市県民税特徴データの消込事務 5,662 千円 

15 一般  口座振替・コンビニ収納事務（手数料） 44,603 千円 

16 義務  現年度分の徴収に関する事務 37,264 千円 

17 義務 ★ 滞納繰越分の徴収に関する事務 27,936 千円 

18 義務  滞納処分に関する事務 3,554 千円 

19 義務  不動産公売に関する事務 477 千円 

20 義務  捜索・インターネット公売に関する事務 614 千円 

21 一般  庁内共通事務 3 千円 

22 一般  市税の統計事務 0 千円 

23 一般  納税意識の啓発事業 0 千円 

24 義務  市たばこ税及び入湯税の賦課及び徴収事務 0 千円 

25 義務  市税の減免に関する業務 0 千円 

26 一般  被災者生活再建支援業務 0 千円 

27 一般  神奈川県地方税収対策推進協議会に係る事務 0 千円 

28 一般  藤沢・茅ヶ崎・寒川地区税務協議会に係る事務 0 千円 

29 政策  全庁的な徴収率向上への取組 0 千円 

30 一般  災害応急対策活動 0 千円 

31 政策 ★ クレジットカード収納の導入 1,913 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 566,140 千円 

 

  

施策目標：71 

徴収率を向上させる  （収納課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

納税推進センター事業 

現年度分未納の新規滞納者を中心に、民間事業者委託による電話に

よる呼びかけ及び催告書の送付を実施します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
42,759 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

滞納繰越分の徴収に関する事務 

休日・夜間の電話催告、財産差押を前提とした文書催告、納税約束

不履行者や催告に応じない滞納者に対する調査財産の差押等滞納処分

を実施します。 

また、換価容易な預金・給与等債権の早期かつ積極的な差押を実施

します。 
会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
27,936 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

クレジットカード収納の導入 

クレジットカード納付の導入を目指し関係各課との協議を実施する

とともに、導入後の収納消込事務を確立します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 政策的事業 

総事業費 

（予定） 
1,913 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務 ★ 個人市民税の課税事務 144,738 千円 

2 義務  個人市民税の課税台帳管理事務 1,335 千円 

3 義務  扶養控除等の見直しに関する事務 1,403 千円 

4 義務  法人市民税に係る事務 4,517 千円 

5 義務  個人市民税申告･確定申告の相談受付及び仮収受 16,602 千円 

6 義務  個人市民税未申告者への申告指導事務 2,001 千円 

7 義務  法人市民税未申告法人への申告指導事務 0 千円 

8 義務 ★ 個人・法人市民税に係わる電子申告の推進 7,961 千円 

9 義務  個人市民税の資料収集事務 41,271 千円 

10 一般  被災者再建支援システム事務 0 千円 

11 一般  庁内共通事務 0 千円 

12 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 219,828 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

個人市民税の課税事務 

課税資料に基づき、公平・適正な課税を行い、税額・納税通知書を

納税義務者に送付します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
144,738 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

個人・法人市民税に係わる電子申告の推

進 

電子申告推進による個人・法人の申告・申請手続き等の利便性向上

や課税事務の効率化を進めます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
7,961 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

  

施策目標：72 

市民税の公平・適正な課税を行う  （市民税課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務 ★ 土地評価調書作成業務 27,219 千円 

2 義務  固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の課税台帳の管理 0 千円 

3 義務  その他市税還付金及び還付加算金の事務 15,000 千円 

4 義務  納税義務者(宛名）の異動処理 10,926 千円 

5 義務 ★ 家屋課税資料調査 16,896 千円 

6 義務  固定資産鑑定評価業務 36,554 千円 

7 義務  地籍図整備業務 3,074 千円 

8 義務 ★ 課税資料整備業務 39,814 千円 

9 義務  納税通知書及び共有者告知書の封入、封緘業務 63,537 千円 

10 義務  固定資産税、都市計画税、特別土地保有税の賦課調定及び統計調査 2,438 千円 

11 義務  固定資産税・都市計画税納税通知書の発送 0 千円 

12 義務  土地課税資料調査収集業務 11,263 千円 

13 一般  被災者生活再建支援業務 2,063 千円 

14 義務  税証明及び課税台帳の閲覧事務 11,131 千円 

15 義務 ★ 償却資産課税資料調査収集業務 0 千円 

16 義務  評価及び価格の決定業務 0 千円 

17 義務  国有資産等所在市町村交付金に係る手続き（請求・調定） 0 千円 

18 義務  固定資産税（償却資産）に係わる電子申告の推進 0 千円 

19 義務  課税台帳の閲覧業務 0 千円 

20 義務  土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格縦覧帳簿の縦覧 0 千円 

21 一般  庁内共通事務 1,860 千円 

22 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 241,775 千円 

 

  

施策目標：73 

固定資産の公平・適正な課税を行う  （資産税課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

土地評価調書作成業務 

評価替えに向けた状況類似地域の区分や標準宅地の選定、価格形成

要因の調査を行い、土地評価調書を作成します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
27,219 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

家屋課税資料調査 

家屋評価システムに係るソフト及び周辺機器を活用し、課税資料を

作成します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
16,896 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

課税資料整備業務 

税務地図情報システムに係るソフト及び周辺機器を活用し、調査資

料を作成します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
39,814 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

償却資産課税資料調査収集業務 

税務署の国税資料や保健所等の調査による新規事業者の確認等によ

り未申告者の把握に努め、申告指導を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般 ★ 庁舎維持管理業務 995,162 千円 

2 一般  市民総合賠償保険及び建物損害保険事務 6,402 千円 

3 一般  庁舎使用許可事務 0 千円 

4 一般  総合防災訓練事務 0 千円 

5 一般  会議室貸出事務 0 千円 

6 一般  電話交換事務 17,919 千円 

7 一般  備品の管理事務 0 千円 

8 一般  不動産評価委員会に関する事務 720 千円 

9 一般 ★ 市有財産管理・処分事務 15,610 千円 

10 一般  行政財産の使用許可に関する事務 0 千円 

11 一般  普通財産及び行政財産の貸付に関する事務 0 千円 

12 一般  嘱託登記事務 0 千円 

13 一般  固定資産台帳に関する事務 0 千円 

14 一般  車両管理業務 147,375 千円 

15 一般  自動車事故処理及び賠償額の調整に関する事務 300 千円 

16 一般  ネスパ茅ヶ崎ビル維持管理事務 43,196 千円 

17 一般  コミュニティホール管理事務 20,465 千円 

18 一般  信託ビル維持管理事務 40,590 千円 

19 一般  財政調整基金管理事務 5,391 千円 

20 一般  公共用地先行取得事業特別会計繰出金に係る事務 99,052 千円 

21 一般  土地開発公社に関する事務 1,500,000 千円 

22 一般  農協ビル契約事務 0 千円 

23 義務  地価公示価格の閲覧に関する事務 0 千円 

24 一般  庁内の公共用地取得対策の総合調整に関する事務 0 千円 

25 義務 ★ 公共用地の取得及び取得に係る物件補償事務 0 千円 

26 一般  庁内共通事務 705 千円 

27 一般  災害応急対策活動 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 2,892,886 千円 

 

○公共用地先行取得事業特別会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  公債費元金償還に係る事務 359,632 千円 

2 一般  公債費利子償還に係る事務 21,423 千円 

3 一般  公有財産先行取得に係る事務 1,829,573 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 2,210,628 千円 

 

  

施策目標：74 

財産を適正に管理する  （用地管財課） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

庁舎維持管理業務 

各種設備の保守点検等を包括した総合管理業務委託とし適切に庁舎

の維持管理を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
15,610 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

市有財産管理・処分事務 

市有財産について、固定資産台帳を活用し計画的かつ効率的な維持

管理を行うとともに、売却可能資産の処分を推進し、財源の確保を目

指します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
20,465 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

公共用地の取得及び取得に係る物件補償

事務 

権利関係の調査、適正な価格の算出等を行うとともに、税務署、法

務局等の関係機関、地権者等との協議を行います。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
147,375 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  契約規則等の見直し 0 千円 

2 一般  契約制度に係る情報収集事務 0 千円 

3 一般  工事に係る契約事務 0 千円 

4 一般 ★ 透明性等を確保する契約方法の徹底の指導 0 千円 

5 一般  制限付き一般競争入札への移行 0 千円 

6 一般  電子入札システムの運用 39,693 千円 

7 一般  本市の契約制度の信頼性向上の取組 0 千円 

8 一般  小規模修繕契約事業 0 千円 

9 一般 ★ 工事検査事務 114 千円 

10 一般  総合評価落札方式 30 千円 

11 一般  物品購入等に係る契約事務 0 千円 

12 一般  災害応急対策活動 0 千円 

13 一般  庁内共通事務 809 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 40,646 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

透明性等を確保する契約方法の徹底の指

導 

透明性・公正性・公平性・競争性を確保するため、地方自治法等に

基づく契約の基本及び本来的な契約事務の遂行方法を研修や指導によ

り全庁的に周知徹底を行うとともに、本市が執行した入札等結果を公

表します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

工事検査事務 

公共工事等における施工体制を強化するため、巡視業務の充実を図

るとともに、適正な工事検査を実施します。 

また、事業者の施工技術及び意欲向上を促進し、本市における工事

の品質向上及び適正な施工を図るため、優良建設工事表彰制度を実施

します。 
会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
114 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

  

施策目標：75 

効率的で公正に入札・契約を執行する  （契約検査課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 一般  庁内共通事務 855 千円 

2 一般 ★ 現金出納、財産の記録及び管理事務 34,749 千円 

3 一般  物品出納事務 6,171 千円 

4 一般  災害応急対策活動 0 千円 

5 一般  財務会計システムの研修事務 0 千円 

6 一般 ★ 公金の管理・運用事務（歳計現金・基金） 0 千円 

7 一般  支出負担行為及び支出命令の審査事務 0 千円 

8 一般  決算書の作成、市長への提出事務 0 千円 

9 一般  指定金融機関等に関する事務 0 千円 

10 一般  内部情報系システム最適化 (会計課) 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 41,775 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

現金出納、財産の記録及び管理事務 

適正な公金の管理を行うため、現金の出納及び保管、現金及び財産

の記録管理を実施します。 

また、口座振替受付サービスの導入について調査及び研究をすると

共に、市場の状況、他市町村の動向等を確認します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
34,749 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

公金の管理・運用事務（歳計現金・基金） 

歳計現金及び基金の資金計画及び管理を行い、効率的な資金運用を

行うため、大口定期預金等による運用を図ります。 

会計区分 一般会計 

事業区分 一般管理事務 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

  

 

公金の管理を適正に行い、安全かつ有利な運用を図る （会計課） 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務 ★ 市議会議員及び市長選挙の管理執行  121,787 千円 

2 義務 ★ 県議会議員及び県知事選挙の管理執行  97,520 千円 

3 義務 ★ 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の管理執行  81,129 千円 

4 義務 ★ 参議院議員通常選挙の管理執行  98,616 千円 

5 義務  神奈川海区漁業調整委員会委員選挙の管理執行  838 千円 

6 義務  神奈川県相模川左岸土地改良区総代選挙の管理執行  243 千円 

7 義務  直接請求に関する事務  0 千円 

8 義務  国民投票に関する事務  0 千円 

9 政策  常時啓発に関する事務 502 千円 

10 一般  各種団体との連絡調整（事務局）  354 千円 

11 一般  選挙管理委員会会議及び各種団体との連絡調整（委員会）  7,840 千円 

12 一般  選挙人名簿及び政治活動に関する事務  0 千円 

13 政策  投票環境の整備・改善及び開票事務の効率化  0 千円 

14 一般  災害応急対策活動  0 千円 

15 一般  庁内共通事務  199 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 409,028 千円 

 

  

 

住民の意思を行政に反映させる  （選挙管理員会事務局） 
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 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

市議会議員及び市長選挙の管理執行 

市議会議員及び市長選挙を適正に管理執行します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
121,787 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

県議会議員及び県知事選挙の管理執行 

県議会議員及び県知事選挙を適正に管理執行します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
97,520 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国

民審査の管理執行 

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査を適正に管理執行し

ます。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
81,129 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

事業名 事業概要 

参議院議員通常選挙の管理執行 

参議院議員通常選挙の管理執行を適正に管理執行します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
98,616 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 
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○一般会計 

No. 
事業 

区分 
事業名（★：主な第 4 次実施計画予定事業として掲載している事業） 

3 ヵ年の 

予定事業費 

1 義務 ★ 定期監査 0 千円 

2 義務 ★ 例月出納検査 0 千円 

3 義務 ★ 決算審査 0 千円 

4 義務  地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく指標の審査 0 千円 

5 義務  財政援助団体等監査 0 千円 

6 義務  行政監査 0 千円 

7 一般  寒川町との広域連携 0 千円 

8 義務  住民監査請求監査 0 千円 

9 義務  監査事務局事務 13,883 千円 

10 一般  災害応急対策活動 0 千円 

11 一般  庁内共通事務 0 千円 

    事業費合計（職員給与費除く） 13,883 千円 

 

 主な第 4次実施計画予定事業                        

事業名 事業概要 

定期監査 

定期監査の執行計画に基づき、予算の執行等の財務に関する事務事

業が、法令等に従って適正に行われているかの監査を実施し、結果を

議会及び市長等に報告するとともに公表します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出   

 

事業名 事業概要 

例月出納検査 

例月出納検査の執行計画に基づき、現金の出納、保管並びに収入及

び支出に関する事務が、法令等に従って適正に執行されているか、ま

た、現金の月末残高が指定金融機関等が発行する残高証明書等と一致

しているかを検査します。 

会計区分 一般会計 

事業区分 義務的事業 

総事業費 

（予定） 
0 千円 

対象 

地域 

■全市 □茅ヶ崎 □茅ヶ崎南 □海岸 □南湖 □湘南 

■全市 □鶴嶺東 □鶴嶺西    □松林  □小和田 

■全市 □松浪    □浜須賀    □湘北  □小出 

 

  

 

行政執行の適法性、効率性、妥当性を維持し確保する（監査事務局） 
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11 行政改革の取組み                         

 本市では、平成 24 年度の「第 2 次実施計画」策定時より、行政改革の取り組みを実

施計画と一体的に行うことで、行政改革をさらに推進し、地域経営の主体として責任あ

る経営改善を図ることを目指した「茅ヶ崎市経営改善方針」を策定しています。 

 現行の経営改善方針は、限られた財源の中で、効率的かつ効果的に事業を実施してい

くため、より一層の事務改善に努めるとともに、新しい公共の形成に向けた環境整備を

進める必要があるとの認識のもと、全ての実施計画事業を行政改革の対象としています。 

 第 4 次実施計画期間においても引き続き厳しい財政状況が予想されるとともに、本

市を取り巻く環境も大きく変化することが予測されます。 

 この変化に対応するためには、職員一人一人が本市の厳しい財政状況を認識したうえ

で、各事業のゼロベースでの見直しや業務の平準化など、これまで以上に、行政経営の

視点に基づいて事業を進める必要があります。 

 このことから、第 4 次実施計画期間においても、これまでと同様に、全ての実施計

画事業を経営改善方針の対象事業とし、次の基本コンセプトにより、「茅ヶ崎市経営改

善方針（2017 年度版）」を策定します。 

 

【茅ヶ崎市経営改善方針（2017年度版）の基本コンセプト】 

 

（基本コンセプト）                  （重点事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①事業実施主体の最適化 

⑦財源の確保・各種補助制度等の

見直し 

②総人件費の適正化 

⑧公共施設の適正管理・受益者負

担の適正化 

④業務の効率化 

③外郭団体の経営改善 

新しい公共の形成による持続的な 

基礎自治体の確立 

⑥広域連携の推進 

⑤更なる市民サービスの向上 
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【重点事項】 

 

将来にわたって持続可能な都市として、安定的に行政運営を行っていくためには、

これまで以上に徹底した行政改革の推進が必要となります。 

そのため、経費節減だけに捉われることなく、「行政の仕事の仕方を変えること」

という認識に基づき、次の事項について取り組みを進めます。 

 

「①事業実施主体の最適化」 

ライフスタイルの多様化等に伴う市民ニーズの変化に対応するために、これまで

行政が提供してきたサービスをゼロベースで見直し、また、業務プロセスの見える

化及び最適化を行い、行政が直営で実施するよりも効率的又は効果的な事業の実施

が見込めるものについては、積極的に民間活力を活用します。 

 

「②総人件費の適正化」 

構造的な人件費の増加を最小限に抑制するため、平成２８年度から開始した働き

かたの見直しを継続して実施し、行動改革コンサルティング等の活用により、より

効率的な業務の遂行に努めます。 

また、再任用職員、臨時職員、嘱託職員等について、その雇用形態の有する任用

目的、役割等と照らし合わせ、活用可能性について検討し、多様な人材を戦略的・

機動的に配置します。 

 

「③外郭団体の経営改善」 

市が主体となって設立した外郭団体について、社会経済情勢の変化等を念頭に、

その社会的役割や機能、経営状況等を改めて検証し、補助金や運営費補助などの財

政的支援について今後の方向性を定めるとともに、事業評価制度等の導入などマネ

ジメントの徹底を図り、競争を前提としたなかで、指定管理者制度の公募化など、

これまで以上に自立的・効率的な経営体制を確立できるよう見直しを進めます。 

 

 「④業務の効率化」 

組織活力の向上や人材の確保・育成、公務能率の向上に取り組むと共に、限られ

た経営資源を効率的・効果的に配分し、コストパフォーマンスの高い組織体制を確

立するとともに、事務事業そのものを見直し、優先順位を明確にしたうえで、業務

の絶対量の削減を図ります。 

 

 「⑤更なる市民サービスの向上」 

市民の視点に立った質の高い行政サービスを提供するため、これまで以上に IT を

活用するなど、前例にとらわれない手法によって、行政サービスの質の向上を図り

ます。 
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 「⑥広域連携の推進」 

   厳しい財政状況や、少子高齢化社会の中でも、持続可能な形で行政サービスを提

供するために、近隣自治体との連携を見据えて事務事業の見直しを行います。 

  

 「⑦財源の確保・各種補助制度等の見直し」 

将来にわたって、市民に最良なサービスを継続的に実施していくために、自主財

源の確保に努めるとともに、これまで国や県が補助金を出していたものの、既にそ

の補助がされていない事業であって、現在でも当該制度が存続しているものといっ

た各種補助制度等の見直しを実施し、健全で安定した財政基盤を確立し、将来にわ

たって市民が暮らしやすい安定した行政サービスを提供します。 

 

 「⑧公共施設の適正管理・受益者負担の適正化」 

   社会経済情勢の変化に伴い、公共施設に対する市民ニーズが変化している中で、

時代に合った公共施設のあり方を考えるとともに、減額免除の見直しについて公の

施設ごとに検討を進めるとともに、提供するサービスの内容や経費の内訳等を精査

した上で、適切な受益と負担に基づく使用料等を確立します。 
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12 今後の第 4 次実施計画策定スケジュール              

 

 


