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Ⅲ 施策体系別主要施策・新規事業の概要 

                     （職員給与費、一般事務費等を除く） 

 

１『青い海と緑の丘のある美しいまち』づくり 

 

（１） 緑豊かな居住環境をつくる          206,690千円 

〔緑の保全〕 

○緑の保全事業（緑地管理事業等統合事業名変更）（6,837千円） 

  ・緑地保全奨励金助成 

   ・いけがき設置奨励補助 

   ・枯れ松伐倒等 

○鳥獣保護管理対策事業（3,695千円） 

   ・移入鳥獣の被害対策（タイワンリス、アライグマの捕獲等） 

〔市街地の整備〕 

○まちづくり審議会運営経費（104千円） 

○地域まちづくり推進事業(ゼロ予算事業) 

○都市計画推進事業（ゼロ予算事業）  

○景観計画関連事業（42千円） 

        ・景観計画の策定を進める。 

・ 屋外広告物許認可等の事務         

    〔公園・緑地の整備〕 

○公園管理事業（14,146千円） 

・湘南国際村グリーンパーク維持管理 

・一般公園等の管理      

 ○公園用地取得事業(40,000千円) 

        ・主馬寮跡地を公園用地として取得する。(全体1,111.82㎡) 

○葉山しおさい公園管理事業（12,742千円） 

○南郷上ノ山公園管理事業（9,743千円） 

   ・テニスコート休園日使用（無休園化） 

〔道路の整備〕 

○道路管理事業（5,480千円） 

  ・道路境界査定 

   ・道路台帳整備 

○道路維持整備事業（81,100千円） 

   ・道路整備等  9件 
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○道路維持管理事業（11,228千円） 

    〔河川・橋りょうの整備〕 

     ○河川維持補修事業（15,000千円） 

 

（２）環境に配慮したまちをつくる        1,851,003千円 

〔海・海岸・川の保全〕 

○環境保全対策事業（クリーン運動・河川水質検査事業統合） 

（2,049千円）

   〔下水道の整備〕 

○下水道事業特別会計（1,235,699千円） 

  ・幹線、管渠築造工事委託 

    〔廃棄物の処理・再資源化の推進〕 

○合併処理浄化槽設置整備補助事業（2,708千円） 

○汚水処理施設維持管理事業（14,987千円） 

○ゼロ・ウェイスト推進事業（75,773千円） 

・資源回収協力奨励金（町内会・自治会） 

・家庭用生ごみ処理機購入費補助 

・＜新規＞戸別収集及び指定袋制の導入 

○ごみ収集事業（52,833千円） 

  ・ふれあいごみ収集事業 

○ごみ焼却処理事業（24,740千円） 

   ・ダイオキシン類等分析調査 

・焼却施設補修・修繕工事  

○ごみ資源化・減量化事業（7,820千円） 

・ごみの分別収集により資源化、減量化を図る。 

・容器包装プラスチック分別収集等 

○クリーンセンター維持管理運営事業（62,971千円） 

○不燃物処理事業（15,225千円） 

○焼却灰等運搬処分事業（174,276千円） 

       ・容器包装プラスチック運搬処分委託等 

○し尿収集運搬事業（57,995千円） 

○し尿運搬処分委託事業（187,508千円） 

   ・し尿処理施設の運転を休止し、し尿処理を外部委託する  

○ 下水道投入施設整備事業（0千円） 

    ・し尿、浄化槽汚泥を下水道投入するための施設整備工事 

    〔公害の防止〕 

○河川水質検査事業(1,680千円) 再掲 
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・下山川、森戸川、その他小河川 計33箇所 

○ 病害虫防除対策事業（550千円） 

○ 地球温暖化対策事業（7,620千円） 

・ 住宅用太陽光発電設備設置費補助等 

・ ＜新規＞一色台団地街路灯ＬＥＤ化改修工事 

 

２『文化をはぐくむうるおい、ふれあいのまち』づくり 

 

（１）資源を生かし地域の活性化を図る        8,715千円 

    〔地域資源を生かした生活文化の継承と創造〕 

○くれ竹の郷葉山推進事業（6,984千円） 

        ・町民まちづくり活動の支援 

〔国際交流の推進〕 

○国際交流事業（100千円）  

・国際交流協会への支援 

○ホールドファストベイ市親善交流事業（交流休止） 

    〔姉妹都市交流〕 

○草津町親善交流事業（149千円） 

○スポーツ親善振興事業（1,092千円） 

○姉妹都市宿泊費助成事業（390千円） 

 

（２）豊かな心を創造する             392,900千円 

    〔生涯学習を支援する基盤の整備〕 

○生涯学習事業（162千円） 

・町づくり参画セミナーの開催 

・町民大学講座の開催等 

○社会教育関係団体助成事業（1,663千円） 

○公民館教室等管理運営事業（余裕教室管理事業統合） 

（1,249千円） 

・公民館教室、初心者の料理教室等 

○資料収集保存事業(しおさい博物館)（608千円） 

○教育活動及び調査研究事業（芝崎ナチュラル・リザーブ事業

統合）（しおさい博物館）（653千円） 

        ・「潮騒だより№22」の発行、ガイドブックの作成等 

○管理運営事業（しおさい博物館）（3,434千円） 

○図書館運営費（20,012千円） 
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○電算業務事業（図書館）（8,773千円） 

・インターネット蔵書検索・予約システム 

○資料整備事業（図書館）（1,568千円） 

   ・図書資料、視聴覚資料等の購入（光をそそぐ交付金前倒し対応） 

    〔豊かな自己実現力（生きる力）をはぐくむ学校教育の推進〕 

○各種団体助成事業（1,415千円） 

   ・町立学校研究会等補助 

○学校評議員運営事業（ゼロ予算事業） 

     ○教育センター維持管理事業（11,820千円） 

○教育総合プラン推進懇談会運営事業（ゼロ予算事業） 

・教育総合プランの推進を図るための懇談会 

        ・学区検討委員会の開催 

○学校経営・研究推進事業（12,403千円） 

・町費教員の増員配置（インテリジェント・ティーチャー） 

       きめ細やかな学習指導による基礎学力の向上と安定した情緒

の下での成長を図る。 

・特色ある学校づくり、中学校運動部活動外部指導等 

○国際教育推進事業（7,808千円） 

        ・日本語指導講師の配置（英語等） 

        ・小中学校外国人等英語指導講師の配置 

○「まごころ」教育推進事業（1,008千円） 

・人権教育研修会、創意くふう展、小中学校作品展、情操教育推進

事業助成等 

・中学校に心の教室相談員の配置 

○教育研究・研修事業（345千円） 

①教育研究・調査・研修事業（90千円） 

        ②教育情報整備事業（174千円） 

③副読本等発刊事業（81千円） 

○教育相談事業（496千円） 

        ・スクールカウンセラーによる定期的な教育相談 

        ・不登校児童・生徒の原籍校への復帰を目的としたカウンセリング、

適応指導を行う教育支援センター(相談教室)の運営支援 

        ・児童・生徒の心理的諸問題に対する教育相談 

○教育研究所維持管理事業（11,906千円） 

○小学校運営事業（23,472千円） 

  ①葉山小学校(8,108千円) 

  ②上山口小学校(3,725千円) 
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  ③長柄小学校(5,584千円) 

  ④一色小学校(6,062千円) 

○小学校管理事業（施設整備事業統合）（44,373千円） 

○児童健康管理事業（8,080千円） 

○学校教育課小学校運営事業（936千円） 

○小学校教育振興運営事業（2,767千円） 

        ・教師用教科書の購入 

        ・クラブ活動補助 

        ・理科教育教材等購入 

○小学校特別支援学級振興事業（5,942千円） 

○小学校情報教育推進事業（12,109千円） 

        ・ＰＣ教室運営 

○小学校児童就学援助事業（17,355千円） 

        ・要保護、準要保護児童援助 

        ・特別支援教育就学奨励 

○給食施設運営事業（13,906千円） 

○学校給食推進事業（3,314千円） 

○中学校運営事業（9,404千円） 

  ①葉山中学校(5,285千円) 

  ②南郷中学校(4,119千円) 

○中学校管理事業（施設整備事業統合）（29,806千円） 

○生徒健康管理事業（3,855千円） 

○学校教育課中学校運営事業（392千円） 

○中学校教育振興運営事業（3,168千円） 

        ・教師用教科書の購入 

        ・クラブ活動補助、理科教材等の整備 

        ・逗葉中学体育大会・体育連盟負担金 

○中学校情報教育推進事業（11,530千円） 

        ・ＰＣ教室運営 

○中学校生徒就学援助事業（8,505千円） 

        ・要保護、準要保護生徒援助 

        ・特別支援教育就学奨励 

        ・中学校生徒バス通学費助成 

○中学校特別支援学級振興事業（1,704千円） 

〔幼児教育、青少年健全育成の推進〕 

○就園援助事業（44,144千円） 

①幼稚園就園奨励事業（42,106千円） 
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・町単独分（国の就園奨励補助対象者）3,339千円   

②幼稚園補助事業（町単独：私立幼稚園運営費補助）(2,038千円) 

      ○青少年育成事業（1,449千円） 

青少年健全育成のため、ジュニアキャンプ、あいさつ運動推進、

成人式等を実施する。 

〔芸術・地域文化の振興〕 

○文化行政推進事業（ゼロ予算事業） 

○文化公演事業（515千円）  

○会館維持管理事業（福祉文化会館）（37,417千円）  

○文化財啓発事業（1,285千円） 

○美術品展示事業（ゼロ予算事業） 

○長柄桜山古墳群調査整備事業（3,685千円） 

長柄桜山古墳群第１号・第２号墳の国指定(平成14年12月19日)を

受け、保存管理、調査、普及啓発等を行う。 

        ・整備実施設計業務委託 

・長柄桜山古墳群第１号墳発掘調査報告書刊行等 

○埋蔵文化財対策事業（75千円） 

    〔生涯スポーツ・レクリェーション活動の推進〕 

○スポーツ振興事業（2,931千円） 

   ・楽しく歩こう!ウォーキングはやま 

  ・少年少女スポーツ体験講座等 

○ヨットスクール事業（2,309千円） 

○体育指導委員経費（979千円） 

○学校体育施設開放事業（1,379千円） 

・プール開放 ８月実施 

・体育館、校庭開放（小中学校６校） 

    〔人権意識の高揚、男女共同参画社会の実現〕 

○男女共同参画推進事業（404千円） 

・啓発事業（講演会）の開催等 

○人権・同和啓発事業（605千円） 

・人権啓発活動 

○社会人権・同和啓発事業（117千円） 

  ・人権を考える集いの開催 

 

（３）活力ある産業をつくる           92,144千円 

    〔農業の振興〕 

○町民農園促進事業（941千円） 
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        ・上山口地区77区画・木古庭地区30区画 

○地場産業・地場農産物振興対策事業（478千円） 

       ・よこすか葉山農業協同組合補助等 

○地産地消対策事業（313千円） 

        地元で生産される農産物等を地元で消費する活動を推進する。 

○畜産振興対策事業（281千円） 

〔漁業の振興〕 

○水産振興対策事業（4,956千円） 

○漁港管理事業（673千円） 

 

    〔観光資源の発掘とネットワーク化〕 

○観光振興対策事業（137千円） 

○観光支援事業（9,400千円） 

・葉山ふるさとひろば補助 

・葉山海岸花火大会補助他 

○観光施設維持管理事業（20,737千円） 

   ・公衆トイレ維持管理 

     ・かながわ海岸美化財団清掃事業負担金 

   ・真名瀬駐車場管理機器賃貸借料 

○海水浴場開設事業（15,801千円） 

             ・森戸海岸、一色海岸、長者ヶ崎・大浜海岸の３箇所 

     ○葉山海岸創出・整備事業（ゼロ予算事業） 

葉山海岸の美化・保全を推進し、安全で快適な海岸の創出を図る。 

    〔商業の振興〕 

○永年勤続者等表彰事業（40千円） 

○商工活動等支援事業（10,098千円） 

・商工会補助等 

 

 

３『安全で安心して暮らせるまち』づくり 

 

（１）うるおいのある生活と安心して子育てができるまちをつくる

                          3,889,670千円 

    〔地域福祉の充実〕 

○民生委員（児童委員）活動事業（4,134千円） 

○各種福祉団体等補助金（72,118千円） 



 - 8 - 

・社会福祉協議会、生きがい事業団、遺族会、はやまボランティア

センター活動事業、葉山あんしんセンター事業等補助 

○町民いこいの家等維持管理事業（1,261千円） 

○障害者施設指定管理業務推進事業（5,084千円） 

指定管理者による知的障害者授産施設の円滑な管理運営を図る。 

        ○成年後見制度利用支援委託事業（150千円） 

         高齢者や障害者に対し、成年後見制度の利用を支援する。 

        ○災害見舞金支給事業(30千円) 

    〔高齢者福祉の充実〕 

○在宅老人への生活支援事業（5,739千円） 

介護保険の適用を受けない要援護高齢者を対象に、高齢者福祉の

向上を図る。 

①生活支援サービス事業（1,210千円） 

・生活支援型デイサービス事業（指定管理者） 

②在宅高齢者福祉サービス事業（4,029千円） 

・緊急通報システム等 

③在宅高齢者住宅改修費助成事業（500千円） 

在宅高齢者が居住する住宅を改修する場合、費用の一部を

助成する（10万円限度）。 

○入所措置事業（高齢者）（7,369千円） 

○生きがい対策推進事業（1,685円） 

①生きがい対策交流事業（665千円） 

②老人クラブ補助金交付事業（1,020千円） 

○各種福祉団体等補助金（417千円）再掲 

            ・特別養護老人ホーム運営費補助等 

○在日外国人高齢者福祉給付金給付事業（240千円） 

○介護保険特別会計（2,341,882千円） 

〔障害者（児）福祉の充実〕 

○障害者機能訓練・社会参加支援・啓発事業（2,963千円） 

①雇用報奨金支給事業（2,160千円） 

  ・知的障害者、精神障害者の雇用促進と就労の安定 

②手話通訳者派遣等事業（803千円） 

 ・手話通訳者の配置 

○在宅障害者への生活支援事業（123,759千円） 

①送迎サービス運営事業（3,570千円）再掲 

②補装具給付事業（4,600千円） 

③障害児者医療費助成事業（100,485千円） 
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 ・身障者手帳保持者（１～２級） 

・知的障害認定者（指数３５以下） 

・身障3級かつ指数50以下の者 

 ・精神障害者保健福祉手帳(１級) 

④在宅障害者福祉対策推進事業（6,000千円） 

・住宅設備改良費補助事業 

・日常生活用具給付事業 

⑤在宅障害者福祉サービス事業（12,674千円） 

・自動車燃料費助成事業 

・訪問入浴サービス事業 

・障害児者通所交通費支給事業 

・障害者タクシー券交付事業等 

○心身障害者手当支給事業（6,600千円） 

    ・重度（20歳未満）、中度、軽度者に給付 

○障害者自立支援事業（252,376千円） 

   ①障害者自立支援給付事業（248,862千円） 

・ 介護、訓練等給付 

・ 地域生活支援事業 

・ 障害福祉システム借上げ 

②障害認定審査会運営事業（1,414千円） 

③障害者福祉施設利用者助成事業（2,100千円） 

・グループホーム、ケアホーム入居者への家賃助成  

○重症心身障害児者助成事業（1,022千円） 

ショートステイ事業において医療機関における支援費と福祉施設

における支援費との差額分を助成する。 

○障害者スポーツ推進事業（112千円） 

     ○発達支援システム推進事業（ゼロ予算事業） 

    発達障害児及び特別な支援を必要とする児童の早期発見、早期

の発達支援を図ると共に保健・福祉・医療・教育等が連携して

一貫した相談・支援体制を整備する。 

○発達障害児等支援推進事業（旧たんぽぽ教室推進事業）

（5,809千円） 

〔児童・母子父子福祉の充実〕 

○ひとり親家庭等医療費助成事業（11,609千円） 

○小児医療助成事業（76,923千円） 

・０歳児～小学校2年生児童   入院・通院医療費 

   （未就学児所得制限なし、就学児童はあり） 
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・７歳児童～中学卒業   入院医療費（所得制限あり） 

○次世代育成支援対策推進事業（60千円） 

   ・次世代育成支援対策地域協議会 

   ・子育てガイドブック作成、配布 

○児童相談事業（517千円） 

○乳児誕生すこやか育児推進事業（ゼロ予算事業） 

○養育支援家庭訪問事業（226千円） 

養育困難家庭で支援の必要性がある家庭に対し、子育て経験者・保

健師等による具体的な育児支援等を行う。 

○子育て支援推進事業（19,224千円） 

        ・子育て支援センター指定管理委託 

○児童館等運営事業（21,046千円） 

○放課後児童健全育成事業（6,986千円） 

 ○子どもの放課後の居場所事業（229千円） 

○子ども手当等支給事業（695,986千円） 

・中学校修了までの児童を対象に1人つき月額13,000円（3歳未満 

2万円）を支給 

     ○入所児童委託事業（154,390千円） 

○保育園運営事業（30,894千円） 

     ・定員 100人 

 

    〔住宅の充実〕 

○町営住宅維持管理事業（551千円） 

○勤労者住宅資金利子補給及び生活資金貸付事業（6,500千円） 

○住宅リフォーム資金助成事業（2,000千円） 

・町内業者により住宅のリフォーム工事を行ったものへの補助              

                         （20件） 

 

（２）いきいきと誰もが健康に暮らすことのできるまちをつくる

                          4,358,580千円 

    〔地域保健活動の充実〕 

○保健福祉サービス調整機構運営費（72千円） 

○健康増進事業（23,524千円） 

             ・健康づくり推進のための知識の普及を目的に、健康イベント  

         や広報啓発活動を行う。 

・健康増進施設利用助成（町外プール２施設等） 

・各種がん検診の実施（集団９回、施設） 
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・ヘルスアップサポーター養成講座の開催等 

      ○地域自殺対策緊急強化事業（600千円） 

        ・地域社会全体が自殺対策に取り組むための、講演会等普及・啓発

事業を行う。 

○保健衛生関連団体等助成事業（20,441千円） 

・逗葉医師会、逗葉地域医療センター補助等 

○乳幼児等予防接種事業（55,250千円）    

   ・＜新規＞Hib・肺炎球菌ワクチン任意接種 

   ・三種混合・日本脳炎等定期接種 

○子宮頸がんワクチン接種事業（15,095千円） 

   ・対象者 中学校1年生～高校1年生  

○後期高齢者健診事業（10,832千円） 

○高齢者等予防接種事業（11,946千円） 

○感染症患者隔離対策事業（11千円） 

○狂犬病予防事業（318千円） 

○母子保健事業（19,670千円） 

・妊婦健康診査（14回） 

・健康相談、健康教育、乳幼児健康診査等 

○保健センター維持管理事業（4,118千円） 

    〔地域医療の充実〕 

     ○救急医療対策事業（35,174千円） 

    〔老人保健医療・国民健康保険の充実〕 

     ○後期高齢者医療特別会計（681,652千円） 

○国民健康保険特別会計（3,537,501千円） 

 

（３）災害に強く安全なまちをつくる  

157,892千円 

    〔消防体制の確立〕 

○常備消防事務運営事業（10,776千円）  

        ①消防管理経費（9,800千円） 

            ②消防出初式等事業費（207千円） 

        ③消防職員研修費（769千円） 

     ○常備消防活動事業（11,817千円） 

①消防活動事業（7,094千円） 

・火災予防運動、歳末火災特別警戒等 

・救助・各種訓練等 

②救急活動事業（4,723千円） 
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・救急救命士教育経費 

○消防庁舎維持管理事業（28,323千円） 

    ・高性能消防指令台部分更新リース 

    ・庁舎内電話交換機更新 

○消防署車両等維持管理事業（3,296千円） 

○消防団運営・活動事業（31,063千円） 

        ①消防団運営事業（20,519千円） 

        ②消防団活動事業（4,187千円） 

        ③消防団詰所維持管理事業（5,232千円） 

        ④消防団車両等維持管理事業（1,125千円） 

○消防用水利費（520千円） 

 

    〔防災体制の確立〕 

○住宅耐震推進事業（2,303千円） 

        ・耐震診断相談業務委託 

 ・補助金（耐震診断補助、改修計画書補助、耐震補強工事実施設計

補助、耐震補強工事費補助、工事監理・立会補助） 

○急傾斜地崩壊対策事業（16,000千円） 

○小学校耐震整備事業（3,749千円） 

・＜新規＞一色小学校新館耐震診断業務委託 

○防災対策事務運営事業（3,418千円） 

  ①防災対策事務経費（2,880千円） 

   ②防災会議運営事業（104千円） 

③防災訓練実施事業（434千円） 

 ・長柄小学校区対象 

○自主防災組織防災資機材購入事業（休止） 

○防災行政無線維持管理事業（9,203千円） 

      ・防災行政無線保守点検 

    ・ＭＣＡ無線リース 

    ・県防災行政無線等回線使用料  

○防災資機材備蓄食糧整備事業（2,030千円） 

○女性防火防災クラブ育成事業（834千円） 

○国民保護計画運営経費（122千円） 

〔交通安全対策の確立〕 

○交通安全・防犯対策事業（3,512千円） 

○交通安全施設整備事業（4,000千円） 
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    〔防犯体制の確立〕 

     ○街路灯設置管理事業（21,308千円） 

    〔消費生活の安全の確保〕 

     ○消費者育成対策事業（1,299千円） 

・消費生活相談の実施、消費生活展の開催 

 

４『住民が参加する自治のまち』づくり 

 

（１）コミュニティをつくる             11,398千円 

    〔地域活動の活発化と連携の促進〕 

○町民相談事業（11,279千円） 

・町内会等への補助 

・長柄下会館借上げ 

・町内回覧等配布謝礼 

・真名瀬会館空調機器更新工事 

・イトーピア会館外壁改修工事 

    〔平和の推進〕 

○非核平和推進事業（ゼロ予算事業） 

○戦没者慰霊祭経費（119千円） 

 

（２）町民と行政の協力関係をつくる         40,994千円 

    〔広報・広聴活動の充実〕 

○町民相談事業（1,068千円）再掲 

法律相談、行政相談、人権相談等 

○広報紙発行事業（9,859千円） 

・教育委員会だより「いそぎく」合併号年３回発行 

   ・保健センターだより「健康はやま」合併号年６回発行 

     ・「議会だより」合併号年４回発行 

○広報板・地域案内板管理事業（5千円） 

○町ＰＲ事業（11,396千円） 

   ・議会インターネット中継 

   ・湘南ビーチＦＭによるＰＲ等 

○ 統計調査実施事業（1,128千円） 

・経済センサス調査等 

〔情報公開の推進〕 

     ○情報公開・個人情報保護事業（133千円） 
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        町民参加によるより一層の開かれた町政を実現するため、公文

書の公開と個人情報保護制度の運営を行う。 

〔町民参加・参画の推進〕 

○町への提案事業（17千円） 

 

（３）効率的な行財政運営を図る          246,524千円 

    〔行政組織の簡素化・効率化〕 

○行政評価事業（ゼロ予算事業） 

      行政評価導入・実施 

○電算機活用運営事業（211,380千円）  

   ①電算機事業（38,285千円） 

  ②事務処理ＯＡ化事業（42,092千円） 

  ③システム開発事業（15,897千円） 

   ・住民税システム修正費 

・固定資産税システム修正費 

   ・国民健康保険システム修正費 

         ・後期高齢者医療システム修正費 

         ・介護保険システム改修費 

        ④＜新規＞県町村情報システム共同事業（115,106千円） 

○行政改革推進事業（108千円） 

○職員研修事業（797千円） 

○住民基本台帳ネットワークシステム事業（9,264千円） 

○戸籍業務電算事業（6,743千円） 

〔広域行政の推進〕 

○企画調整事業（3,831千円） 

○電子自治体基盤整備事業（5,854千円） 

①総合行政ネットワーク事業（5,402千円） 

②共同運営システム開発事業（452千円） 

神奈川県及び市町村における電子自治体構築の円滑な推進に向

けて、連携し、共同でシステムの構築と運営を行う。 

・県市町村電子自治体電子申請システム運用委託 

・共同運営協議会負担金 


