
評価・検証項目
大項目
中項目
1-1-1
1-1-2
1-1-3

1-1-1

1-1-2

1-1-3

1-1-1

1-1-2

1-1-3

【協働推進のための人材育成】
・平成１３年度に市が事務局となり設立された「はだの市民活動団体
連絡協議会」(れんきょう）は、７０のボランティア団体が加盟しており、
団体の拠点となる市民活動サポートセンターを運営しながらボランティ
ア参加のきっかけづくりをしてきた。

【協働推進のための人材育成】
・「はだの市民活動団体連絡協議会」(れんきょう）には、退職者を含め
約３，０００人が会員登録し、ボランティア活動をしているが、事務局で
ある市へ退職者から今まで蓄積した能力を地域に還元したいと相談が
あった場合は、希望に沿えるボランティア団体を紹介し登録を勧めてき
た。

【広報活動の充実】
・各課等から依頼された情報を広報課でデータを作成し、随時配信し
た。

事業の目指す方
向性

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績

市民が主役のまち秦野
市民の力を生かしたまちづくり

・秦野に住もうとする人、秦野に関心を持つ人、秦野へハイキング、登
山などの観光を予定している人等のために「秦野の情報」を提供し、市
民生活の利便性の向上や市内産業の活性化を目指す。
・市民や市域の総合的な情報の発信、共有ができる情報広場を目指
す。

人材確保と人材バンク制度の創設
団塊世代の積極的な登用
市民主役のホームページシステムの構築

・「人材バンク登録制度」を立ち上げ、まちおこしのマンパワーを支援す
る。

・シニアの地域デビュー、サラリーマンＯＢの地域デビューなど地域貢
献と新しい仲間づくりをサポートする。



1-1-1

1-1-2

1-1-3

1-1-1

1-1-2

1-1-3

【職員の意識改革と職員育成の推進】
1) ～3) 同前記
4) 国土交通省関東地方整備局(1名)、内閣府(1名)への職員派遣研修
を実施
5) 早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会への参加（３
名）

【協働推進のための人材育成】
・はだの市民活動団体連絡協議会（れんきょう）が平成２４年９月で１０
周年を迎え、平成２４年２月に記念事業として講演会や加盟団体のパ
ネル展を実施することでボランティア活動の啓発をした。
・人材育成のため「ふるさとはだの案内人養成講座」の開催（Ｈ23.11
～）

【協働推進のための人材育成】
・「はだの市民活動団体連絡協議会（れんきょう）」やボランティア団体
の拠点となる市民活動サポートセンターを通じて退職者が生き生きと
活動できる場を紹介した。
・はだの市民活動団体連絡協議会（れんきょう）が平成２４年９月で１０
周年を迎え、平成２４年２月に記念事業として講演会や加盟団体のパ
ネル展を実施することでボランティア活動の啓発をした。

【広報活動の充実】
・平成24年２月に市公式ホームページを全面リニューアルした。
　①FLASH写真による市のイメージ向上（自然、街並み、特徴あるイベ
ント紹介）
　②スピード感アップ（各課で随時作成・配信可能）
　③シティセールス情報発信（「知って、来て、住んで」コンテンツ創設）
　④市公式ツイッター開設（「市政情報」「危機管理情報」２つのアカウ
ント）

平成２３年度の
実績

平成２４年度の
実績

【職員の意識改革と職員育成の推進】
1) 同前記
　再任用職員採用実績　27名

【職員の意識改革と職員育成の推進】
1) 同前記
・職員採用実績
　39名（うち、民間経験者10名）



1-1-1

1-1-2

1-1-3

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

3

評価
（小項目）

評価
(中項目）

Ｂ（中間Ｂ）

3

1-1-3

2 3 4 3 5

1-1-2

2 3 4 3 5

4

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【協働推進のための人材育成】
1) 同前記

【協働推進のための人材育成】
1) 同前記

【広報活動の充実】
1) ホームページをより見やすく内容を充実させるとともに、市の魅力や
イベントなどをシティセールスの観点から市内外に向けリアルタイムに
発信する。

1-1-1

・行政がかかえている感のある組織、市民活動に対する共通の目標や方向がみえない
・シニアの人材育成、登用は各界各所で推進する方向へ
・70団体3000人の人材活用の為市民活動の条例創設へ
・シティ情報受発信の具現化に期待
・ボランティアガイドの活動は評価できる
・ホームページは充実している
・人材育成でボランティアガイドが誕生したのは評価できる。
・具体的な成果は出ているが更なる拡充を

コメント

3 4 4 4 4



評価・検証項目
大項目
中項目
1-2-1
1-2-2
1-2-3

1-2-1

1-2-2

1-2-3

1-2-1

1-2-2

1-2-3

・市民活動団体や、ボランティアなど、すでに活動している人たちや、こ
れから活動しようとしている人たちを応援するため、市民活動の機会と
場の提供の充実を図る。
・公共施設適正配置の観点から、市民活動拠点施設の設置場所(こど
も館から適地へ)の検討を行います。

・各種市民活動や新しいコミュニティーの支援を充実する。

・地域を支える担い手である自治会、ＮＰＯ・ボランティア団体等の自主
性を尊重し、必要な支援を行う。

【地域コミュニティ活性化の検討】
・平成23年３月に地域から出された「秦野市地域コミュニティ活性化に
関する提言」の中で、地域自治組織がいつでも自由に使用できる事務
所機能と集会機能を備えた施設の要望があったことを踏まえ、活動拠
点の場を検討してきた。
・暫定的に「はだのこども館」内に設置されている市民活動サポートセ
ンターの移転先について検討した。

【市民活動団体等への支援】
・公益的な活動を積極的に行っている団体に対し資金的支援をするこ
とで、市民活動の活性化を図るとともに各団体の活動を通じて市民力
を生かしたまちづくりを推進した。
・平成21年5月に設立した県人会連合会に対し交付金を支給すること
で、郷土の踊りや唄などの披露、特産物の販売をする「県人会のつど
い」を開催し、県人会と秦野市民が新しい形での文化交流を生み出
し、地域の活性化へとつながった。

【地域コミュニティ事業への支援】
・８地区まちづくり委員会の活動に対して「まちづくり事業通常交付金」
を、地域の特色あるまちづくり事業に対しては、申請のあった地区まち
づくり委員会に対して「まちづくり事業特別事業交付金」を交付した。
・コミュニティ助成事業交付金(財団法人自治総合センター）、まちづくり
事業特別交付金（市財産区）を該当地区まちづくり委員会へ交付した。
・各地域のまちづくり運営上の相談に、行政の立場から応じた。

事業の目指す方
向性

市民が主役のまち秦野
市民活動や地域特性を生かしたまちづくりの支援

市民活動拠点施設の整備
NPO、ボランティア、県人会活動の支援強化
地域コミュニティの活性化の促進

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績



1-2-1

1-2-2

1-2-3

1-2-1

1-2-2

1-2-3

1-2-1

1-2-2

1-2-3

【地域コミュニティ活性化の検討】
1) 活動拠点の整備
・自治会役員会等で活動拠点について検討
・西中学校・公民館複合施設の中に自治会等の活動スペースを求め
る要望書を公共施設再配置推進課へ提出
2) 市民活動サポートセンター
・移転先が保健福祉センターになることを踏まえ、移転後の保健福祉
センター内の配置について関係課と検討

【市民活動団体等への支援】
1)・2) 同前記

【地域コミュニティ事業への支援】
1)～4) 同前記

【地域コミュニティ活性化の検討】
1) 同前記
2) 市民活動サポートセンター（完了）
　保健福祉センター内へ移転（平成25年6月）

【市民活動団体等への支援】
1)・2) 同前記

【地域コミュニティ事業への支援】
1)～4) 同前記

平成２４年度の
実績

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【地域コミュニティ活性化の検討】
・地域コミュニティ活性化に関する活動拠点の整備等について関係各
課と調整した。
・市民活動サポートセンターの移転先について関係各課と調整した。

【市民活動団体等への支援】
・はだの市民活動団体連絡協議会が「市民の日バザー」の収益金等を
積み立てた「はだの市民活動いきいき基金」及び市交付金を活用し、
市民活動団体に対し資金的支援を実施した(８団体に総額４０万円）。
・故郷を同じくする市民の連携により、新たなコミュニティの形成を図る
ことを目的に、秦野市県人会連合会に市交付金を支給した。

【地域コミュニティ事業への支援】
・まちづくり事業通常交付金を交付した。
・まちづくり事業特別事業交付金を交付した。
・コミュニティ助成事業交付金を交付した。
・まちづくり事業特別交付金(財産区）を交付した。

平成２３年度の
実績



委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

評価
(中項目）

Ｂ（中間Ｂ）

3

3 4 3 4

3

評価
（小項目）

1-2-1

2 4 4 2 4

1-2-2

3

3 3 4

3
1-2-3

3 4

・市民活動拠点施設の役割昨日が見えてこない
・県人会活動を支持する世代交代をどうするか
・個性あるまちづくり活動をすいしんしてほしい
・保健福祉センター移転後の活動状況は？
・支援強化、活性化の促進は評価する
・市民活動サポートセンターが保健福祉センターに移転したのでわかりやすいコメント



評価・検証項目
大項目
中項目
1-3-1
1-3-2
1-3-3
1-3-4

1-3-1

1-3-2

1-3-3

1-3-4

1-3-1

1-3-2

1-3-3

1-3-4

市民が主役のまち秦野
広域行政の推進

近隣市町との公共施設相互利用の推進
駅前連絡所を活用した隣接市町の住民サービスの検討
近隣市町間の連携による農産物、加工品などの販売の推進
近隣市町との観光資源の共有

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績

事業の目指す方
向性

・近隣市町村との協定により、利用施設の拡充を行い、スポーツや文
化活動などで市外の公共施設を施設のある住民と同じ条件で利用する
ことができるようにする。

・東海大学前駅は平塚市民の利用も多く、鶴巻温泉駅は伊勢原市民も
多く利用しているため、両市民の住民サービスの向上も考慮し、行政境
を越えた広域連携を図る。

・農産物や加工品について、近隣市町と連携した販売促進事業や直売
施設の充実による販路の拡大を図る。

・『丹沢の山や水』の資源を活用し、市民が誇りと愛着の持てる「ふるさ
と秦野づくり」を推進する。
・近隣市町と連携し、観光資源の共有、観光資源のネットワーク化を図
り、本市はもとより圏域のブランド力を高める。

・実績なし

【事務の共同処理等の推進】
・平成２１年２月の東海大学前駅連絡所開設にあたり、広域連携を推
進する立場から、平塚市の連絡所機能を併設することについて平塚市
に意向打診した結果、平塚市は当面そうした考えはないとの回答を得
たため実現には至っていない。しかし、平塚市真田地区の区画整理事
業の進展により、東海大学前駅を利用する平塚市民の増加が見込ま
れるため、改めて平塚市に打診したい。

【特産農産物生産振興事業の推進】
特産振興作物の育成
・市内産竹の子(孟宗竹・真竹)の水煮加工品の消費宣伝への支援
・菩提地区での干し柿生産グループが行う百目柿植栽への支援
・落花生生産への支援(秦野落花生生産支援事業）
【他自治体との広域連携・協力の推進】
・平成２３年３月に秦野・中井・二宮・大磯町広域行政推進協議会（愛
称：花匂いネット）で、ふるさと情報プラザ（有楽町）に出展し、各市町村
の野菜・菓子類等の展示・販売、見どころ紹介などを実施
・3/22～25の４日間　来場者：2500人　販売額：約22万円

【頭高山周辺整備事業】
・頭高山の八重桜の里付近に公衆トイレを建設するため、建設用地の
取得を行った。（2,715㎡）
・1市3町広域行政連絡会において、広域ハイキングマップを作成し、富
士見塚・八重桜コースの中に、頭高山ハイキングコースを取り込む。





1-3-1

1-3-2

1-3-3

1-3-4

1-3-1

1-3-2

1-3-3

1-3-4

平成２３年度の
実績

【公共施設相互利用の推進】
・他市町村の公共施設を当該住民と同等条件により利用できる施設、
市町村枠の拡大。
・１市３町（中井町・大井町・松田町）地域での利用施設拡大のための
協定書締結(Ｈ24.4.1から実施。中井町は既実施済)。

【事務の共同処理等の推進】
・鶴巻温泉駅周辺への連絡所の配置については、現在、都市部まちづ
くり推進課において進めている鶴巻温泉駅南口広場整備事業の進捗
と、小田急電鉄の鶴巻温泉駅舎改修計画等にあわせて検討し、その計
画が固まった段階で伊勢原市に対して打診したい。

【特産農産物生産振興事業の推進】
特産振興作物の育成
・上地区での鳥獣被害に強い「ルバーブ、ニンニク」の特産化、菖蒲地
区での「桃」栽培、菩提地区での干し柿（百目柿）づくりへの支援
・落花生生産への支援（秦野落花生生産支援事業）
地産地消の推進による農産物の生産拡大
・「秦野市地産地消推進協議会」の設置による本市農産物の安全性や
品質向上による産地ブランド化への取組み強化

【頭高山周辺整備事業】
・水洗トイレに必要な給水管を、八重桜の里と頭高山入口を結ぶ登山
道（約910ｍ）に布設（平成24年2月～3月）

平成２４年度の
実績

【公共施設相互利用の推進】
1) 他市町村の公共施設を当該住民と同等条件により利用できる施設、
市町村枠を拡大
・平塚市、伊勢原市及び大磯町との利用施設拡大のための協議開始

【事務の共同処理等の推進】
1) 東海大学前駅連絡所について、平成24年9月に平塚市に再度打診
したが、同様の回答であった。
2) 鶴巻温泉駅連絡所の設置については。計画が固まった段階で伊勢
原市に打診したい。

【特産農産物生産振興事業の推進】
1) 特産振興作物の育成
・同前記
2) 地産地消の推進による農産物の生産拡大
・秦野優良農産物等登録認証制度（ブランド化制度）の創設
・地産地消推進プログラム」の改訂

【頭高山周辺整備事業】
1) 平成25年2月公衆トイレ新設
　貯留槽式水洗便所、洋式便器2・小便器1、ＰＣ造（8.64㎡）。公衆トイ
レ維持管理を目的としたチップ塔を設置
2) 広域的なハイキングコース（富士見塚・八重桜コース）の設定に伴う
道標設置（1市3町広域行政連絡会）



1-3-1

1-3-2

1-3-3

1-3-4

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

3
評価

(中項目）
Ｂ（中間Ｂ）

1-3-2

2 3 2 2 2

2

4 3 4 4 2

評価
（小項目）

【頭高山周辺整備事業】
1) 八重桜の里広場整備（平成25年10月～12月予定）
・休憩施設、階段等の設置

4

1-3-3

3 4 4 3 3

1-3-1

3 4 3 4 4

・近隣市町村との提携・交流は時代の要請だ
・住民サービス機能の拡充を歓迎する
・農産物の認定制度・ブランド化・ビジネス化は現代的課題
・資源の産業化・観光課は6次産業へのビジネス起こし
・農産物販売の推進や観光資源共有は評価する
・公共施設相互利用の拡大は着実に進展している
・近隣市町との連携はさらなる目標設定が必要

コメント

3

1-3-4

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【公共施設相互利用の推進】
1) 他市町村の公共施設を当該住民と同等条件により利用できる施設、
市町村枠を拡大
・３市３町（平塚市・伊勢原市・大磯町・二宮町・中井町）地域での利用
施設拡大のための協定締結（平成26年4月～実施）
＊24年4月 36施設→26年4月 48施設

【事務の共同処理等の推進】
2) 同前記

【特産農産物生産振興事業の推進】
1) 特産・振興作物の普及・拡大
・特産農産物づくりの奨励
・直売施設の活性化及び多様な販路の確保
・地産地消の推進による特産農産物の生産振興



評価・検証項目
大項目
中項目
1-4-1
1-4-2
1-4-3
1-4-4
1-4-5

1-4-1

1-4-2

1-4-3

1-4-4

1-4-5

市民が主役のまち秦野
都市基盤と幹線道路等の整備促進

新東名自動車道の建設促進と秦野サービスエリアへのスマートインターチェンジの設置
東名自動車道秦野・中井インターチェンジ周辺の土地利用による観光と産業振興
厚木秦野道路（国道246号バイパス）の早期事業化及び建設促進
県道７０４号線（上宿通り）の周辺整備、県道７０５号線（駅前通り）の拡幅整備の促進
鶴巻温泉駅南口周辺地区整備と温泉の活用に向けた検討

・地域経済の活性化につながる多彩な広域観光拠点づくり及び、市街
地間のアクセスの充実を図るため、新東名高速道路秦野サービスエリ
ア(仮称)へのスマートインターチェンジの設置について、国や中日本高
速道路株式会社へ要請する。

・将来展望に立ったインターチェンジ等の要衝を核とした市域のバラン
スある発展と活性化を示す土地利用構想を新総合計画と連携し策定
する。
・震生湖周辺整備計画を定め、本市の代表的な観光地である震生湖
を周辺農地などと連携した魅力ある観光拠点とする。

・国道２４６号バイパスの当市区間（１０．６キロメートル）の早期事業化
と着実な事業推進について、近隣市町と連携し引き続き国等に要望す
る。
・広域的な整備効果の早期実現のため、伊勢原西インターチェンジ
（仮称）から西側方面へ順次整備を図ることを基本とし、計画の具体化
に向けた要望を行う。

・秦野駅北口の県道７０５号(堀山下秦野停車場)のまほろば大橋から
片町通り交差点までの間は、幅員も狭く歩車道が分離されていないた
め、歩行者の安全性、交通利便性を図るとともに、商店街をはじめとし
た地域の活性化のため、県と調整、連携して拡幅整備の促進を図る。
・県道704号線（上宿通り）の周辺整備は、上宿まちづくり協議会との連
携を図りながら、バリアフリー、都市景観などの住環境と商業環境との
調和を踏まえた整備促進を図る。

・地元商業者を中心に商業集積施設の整備を目指している賑わいの
拠点づくり事業、駅前広場整備、県道６１２号歩道整備事業等におい
て県と調整、連携して前進させる。駅前南口広場は平成27年度の完
成を目指す。
・弘法の里湯の源泉の確保・充実と鶴巻温泉街の再生・活性化に向
け、新たな源泉を確保することで、観光資源としての価値を引き出す。

事業の目指す方
向性



1-4-1

1-4-2

1-4-3

1-4-4

1-4-5

【新東名高速道路建設に伴うインターチェンジ等周辺土地利用の検
討】
・「新東名高速道路秦野サービスエリア(仮称)へのスマートインター
チェンジの設置及びアクセス道路の整備促進」について、県の施策・
制度・予算に関する要望を行った。

【花のある観光地づくりの推進】
・震生湖周辺の遊休農地に菜の花を播種し、誘客を図った。
栽培面積：6,787㎡
・震生湖周辺整備計画の策定を進め、観光農園など農業にふれあえ
るゾーンニングと景観創出を目的とした花のある観光地づくりに取り組
んだ。

【産業用地の確保に向けた検討】
・インターチェンジ等周辺土地利用構想検討委員会により、土地利用
構想の協議・検討を行った。

【国道・県道の整備促進】
・秦野市域における未整備区間（Ａ区間）の事業化に向けた要望活動

【国道・県道の整備促進】
・県による地元自治会、商店会、関係地権者への説明会開催
・用地測量の実施

【本町四ツ角周辺まちづくりの支援】
・「本町四ツ角周辺地区まちづくり全体構想に基づく土地利用方針」に
基づく壁面後退等の指導・補助
・本町上宿地区以外の個別地区での協議会等の組織化を支援

【秦野駅前通り拡幅整備に伴う沿道まちづくりの支援】
・秦野駅前通り整備検討協議会の支援

【鶴巻温泉駅南口周辺まちづくりの支援】
・鶴巻温泉駅南口まちづくり協議会の開催を支援した。

【源泉を活用した魅力ある新たな観光資源の創出】
・鶴巻温泉街の再活性化を図るため、鶴巻温泉駅北口広場に大深度
の新源泉「つるまき千の湯」を確保した。（湯量：毎分350ℓ、湯温：38.8
度）
・新源泉の活用策について協議するため、地元関係者で組織する鶴
巻温泉源泉活用検討会を設置し、源泉の活用方法について協議を
行った。

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績



1-4-1

1-4-2

1-4-3

1-4-4

1-4-5

【花のある観光地づくりの推進】
・震生湖周辺の遊休農地に菜の花を播種し、誘客を図った。
栽培面積：8,098㎡
・震生湖周辺整備計画の策定を進め、観光農園など農業にふれあえ
るゾーンニングと景観創出を目的とした花のある観光地づくりに取り組
んだ。

【産業用地の確保に向けた検討】
・インターチェンジ等周辺土地利用構想検討委員会により、勉強会・視
察等を実施し、土地利用構想の協議・検討を行った。

【国道・県道の整備促進】
・秦野市域における未整備区間（Ａ区間）の事業化に向けた要望活動

【国道・県道の整備促進】
・県道７０５号の拡幅整備及び歩道整備における事業用地の取得

【本町四ツ角周辺まちづくりの支援】
・　「本町四ツ角周辺地区まちづくり全体構想に基づく土地利用方針」
に基づく壁面後退等の指導・補助
・本町上宿地区以外の個別地区での協議会等の組織化を支援

【秦野駅前通り拡幅整備に伴う沿道まちづくりの支援】
・土地所有者等の意向調査の実施

【鶴巻温泉駅南口周辺まちづくりの支援】
・鶴巻温泉駅南口まちづくり協議会の開催を支援する。

【源泉を活用した魅力ある新たな観光資源の創出】
・弘法の里湯に新源泉を引き込む改修工事を行い、11月1日にリ
ニューアルオープン。
Ｈ23.11～Ｈ24.3入館者数⇒62,694人　前年度同期55,652人（12.7%増）
・鶴巻温泉源泉活用検討会で新源泉の活用策について検討し、報告
書をまとめる。

平成２３年度の
実績

【新東名高速道路建設に伴うインターチェンジ等周辺土地利用の検
討】
・県の施策・制度・予算に関する要望を実施
・新総合計画はだの2020プラン、都市マスタープラン等関連諸計画へ
位置づけた。
・スマートICに関わる検討体制の設置(スマートIC検討専門部会の設
置)
・有識者ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ等の活用にわよる土地利用構想の検討
・スマートIC先進事例調査(市、商工会議所、JAとの連携)の実施



1-4-1

1-4-2

1-4-3

1-4-4

1-4-5

【花のある観光地づくりの推進】
1) 同前記
　　栽培面積：8,098㎡
2) 同前記

【産業用地の確保に向けた検討】
1) 同前記
2) 企業立地及び施設再整備条例による固定資産税の課税免除 ２社

【国道・県道の整備促進】
1) 同前記
・神奈川県知事に対しても本市域の事業化に向けた支援要請活動を
行った。

【国道・県道の整備促進】
1) 同前記

【本町四ツ角周辺まちづくりの支援】
1) 同前記

【秦野駅前通り拡幅整備に伴う沿道まちづくりの支援】
1) 県道沿い土地所有者等の市有地への移転等の意向を調査
2) 県道７０５号周辺における道路を中心とした基盤整備に関する庁内
案を検討

【鶴巻温泉駅南口周辺まちづくりの支援】
1) 同前記
2) 鶴巻温泉駅南口周辺整備方針を策定
3) 小田急電鉄との基本協定を締結

【源泉を活用した魅力ある新たな観光資源の創出】
1) 秦野市温泉供給条例の制定
2) 弘法の里湯第２駐車場用地の取得
3) 弘法の里湯リニューアルに伴う費用対効果の検証を踏まえ、高齢
者向け平日入館入浴料の割引サービスを実施（平成25年1月～）
4) 鶴巻温泉源泉活用検討会（観光資源活用部会）の開催

平成２４年度の
実績

【新東名高速道路建設に伴うインターチェンジ等周辺土地利用の検
討】
1) ｽﾏｰﾄICを活かした周辺土地利用構想(概要)の策定
2) ｽﾏｰﾄIC設置促進に向けた調整
・秦野ＳＡ(仮称)ｽﾏｰﾄＩＣ交通需要予測等調査(交通量推計調査、費用
便益試算)の実施
・実務協議を進めるｽﾏｰﾄＩＣ実現化検討準備会の設置：11月（市、県、
国土交通省、中日本の関係機関による勉強会）
・整備効果及び必要性を踏まえた「秦野ＳＡ(仮称)ｽﾏｰﾄIC実現化推進
冊子」の策定



1-4-1

1-4-2

1-4-3

1-4-4

1-4-5

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【新東名高速道路建設に伴うインターチェンジ等周辺土地利用の検
討】
1) 平成２４年度計画内容の継続
2) 秦野ＳＡ（仮称）ｽﾏｰﾄＩＣ概略設計及びアクセス道路予備設計の実
施
3) ｽﾏｰﾄＩＣ交通需要予測等調査を踏まえた、はだの交通計画の改定
に向けた調査

【花のある観光地づくりの推進】
1) ハイキングコースの景観創出を図るため、震生湖周辺の遊休農地
を活用し、黄花コスモスと菜の花を栽培する。
2) 震生湖湖畔の観光振興のあり方について基本方針をまとめ、観光
農園など農業にふれあえるゾーンニングと景観創出を目的とした花の
ある観光地づくりにつなげる。

【産業用地の確保に向けた検討】
1) 新総合計画及び都市計画マスタープランの施策の具現化に向けた
検討
2) 都市計画の決定・変更を含む、地域関係者の合意形成を図る。

【国道・県道の整備促進】
1) 同前記
・国土交通省（横浜国道事務所）において、平成26年度当初予算の概
算要求に関し、秦野市域における未整備区間（Ａ区間）の事業化に向
けた要求を行った。

【国道・県道の整備促進】
1) 同前記

【本町四ツ角周辺まちづくりの支援】
1) 同前記
2) 秦野駅前通り周辺地区まちづくり検討会（H25.8発足）を支援

【秦野駅前通り拡幅整備に伴う沿道まちづくりの支援】
1) 県道７０５号周辺の道路を中心とした基盤整備（庁内案）策定
2) 地元まちづくり検討会の組織化、会議開催を支援（２回）
3) 本町二丁目の狭隘道路拡幅に関する意向調査を実施
4) 地域の意向を踏まえつつ、県道７０５号拡幅整備を契機とした具体
的な道路計画を順次検討

【鶴巻温泉駅南口周辺まちづくりの支援】
1) 同前記
2) 駅前広場等事業用地の取得、ペデストリアンデッキの実施設計

【源泉を活用した魅力ある新たな観光資源の創出】
1) 旅館向け温泉配管布設工事の実施（平成25年10月～12月）
2) 新たな温泉施設の設計
3) 鶴巻温泉源泉活用検討会（観光資源活用部会）の開催



委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５
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3
評価

(中項目）
Ｂ（中間Ｂ）

1-4-3

2 3 2 3 2

2

3

1-4-5

2 3 3 3 3

2 3 3 2 3

評価
（小項目）

1-4-1

3 3 2 2 2

2

1-4-2

3 3 3 3 3

3

1-4-4

コメント

・スマートインターチェンジは秦野の未来を拓くが八沢のIC構想は？
・震生湖の景観創出エリアのまちづくりに賛同する
・246秦野街道の渋滞問題を早期に解決してほしい
・道路整備によるまちづくりへの期待
・マニフェストに加えても進捗は難しい
・鶴巻温泉周辺整備は評価できる
・道路整備は進行しているが立ち遅れている。市だけではなく先を見据えた動きを期待
・



評価・検証項目
大項目
中項目
2-1-1
2-1-2
2-1-3
2-1-4
2-1-5

2-1-1

2-1-2

2-1-3

2-1-4

2-1-5

保育園の待機児童の解消
幼保一元化（認定子ども園の充実）の推進

・乳幼児の受診漏れを防ぐために、保育所等との連携を密にして、更な
る周知を図る。

事業の目指す方
向性

健康で安心して暮らせるまち秦野
少子化対策

乳幼児健診の充実
子育て支援サービスの充実
小児医療費の助成の拡充

・子育てや家庭に関する不安や悩みなどを気軽に相談でき、安心して
子育てが出来るよう子育て相談体制の充実、地域育児センターとの連
携を強化する。
・子育てに関する悩みの相談、遊びの紹介、仲間づくりなどの支援を進
める。
・今後の子育て支援は、ニーズ対応型から課題発見型へ転換した子育
て支援を充実する。

・小児等の健全な育成を支援するため、小児医療費の助成の拡充を
視野に入れ検討する。
・子育て支援は、社会全体で取り組むべき課題であるため、少子化対
策が求められている中、子育ての軽減支援策として、国による平等な
創設制度を要望する。

・希望する全ての人が子どもを預けて働くことができるよう、民間保育
所と連携して「待機児童ゼロ」を目指す。
・子育て環境を支援するため、待機児童の解消対策の取組みとして、
企業内保育の実施など、仕事と子育ての両立しやすい職場環境づくり
に取組む企業を支援する。
・今後、需要が高まると予想される保育園は、既存施設の有効活用、
増・改築による定員増や認定こども園の整備などを検討し、受入れ枠
を拡大し、待機児童の解消を目指す。

・公立で４園を設置した認定こども園について、その教育・保育のあり
方等を検証し、必要に応じて他の市立幼稚園を認定こども園として整
備するなど、より一層、教育・保育の質を向上させるとともに、幼保一
元化を推進する。
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平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績

【地域における子育て支援サービスの充実】
・次世代育成支援計画後期計画を策定。
　平成２６年度までに３箇所増設し、計６箇所の子育て支援センターを
設置することを目標とする。

【小児医療費助成事業】
・保険適用を受ける医療費の自己負担分の助成を実施した。
　通院助成は０歳児から６歳児まで、入院助成は０歳児から中学３年生
まで

【多様な保育サービスの推進】
・保育所の施設整備
　待機児童解消に向けて、山辺保育園の新設、にこにこ保育園の分園
及びなでしこ保育園の増改築を行った。
・一時預かり
　民間７園、公立４園で実施し、延べ8,929人が利用した。
・家庭保育福祉員の養成研修
　平成23年度事業開始に向けて、家庭保育福祉員・補助者の研修実
施。

【就学前児童の教育・保育の充実】
・予算関連事務等について、教育委員会との連携を図った。

【幼児教育の充実】
・小中学校や地域だけでなく、様々な団体等と積極的な交流を実施し
た。（Ｈ22年度 14園合計　667回）
・必要な加配教諭を設置するなど全園で障害児等を受入れ、園児一人
ひとりの発達を促した。（加配教諭数３９人　統合園児数５６人）

【健診の場を活用した子育て支援の充実】
・相談や交流の場ともなる乳幼児健康診査の実施
 
　月齢：4か月…受診率99.1％　7か月…97.0％　1歳…94.8％
　　　　 1歳6か月…95.4％　　　  2歳…89.9％　  3歳6か月…90.2％
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【健診の場を活用した子育て支援の充実】
・相談や交流の場ともなる乳幼児健康診査の実施
 
　月齢：4か月…受診率97.2％　7か月…96.6％　1歳…95.0％
　　　　 1歳6か月…98.2％　　　  2歳…91.5％　  3歳6か月…91.1％

【安心して妊娠・出産ができる保健体制の充実】
・平成２３年１０月から「こんにちは赤ちゃん訪問事業」を開始し、生後４
カ月までの赤ちゃんがいる全ての家庭を対象に訪問。訪問時に、子育
て応援マップなどを配布する中で、乳幼児健康診査を案内

【地域における子育て支援サービスの充実】
・平成２３年１１月に、はだのこども館に「ぽけっと２１こども館」を増設。
　既設のぽけっと２１すえひろ・おおね・しぶさわと合わせ、計４か所とな
る。

平成２３年度の
実績

【多様な保育サービスの推進】
・認可保育所の定員を111人拡大
　民間保育所３箇所の新設・分園・増改築により、定員を111人増員し
た。
・一時預かり
　民間７園、公立４園で実施し、延べ7,874人が利用した。
・家庭的保育事業の実施
　家庭保育福祉員２名、補助員４名の体制で、７名の児童の保育を実
施。

【小児医療費助成事業】
・医療費助成を実施するとともに、対象年齢や助成要件について検討
し、平成２４年１０月１日から通院助成について現在の６歳児までを小
学４年生まで拡大し、１歳児以上については所得制限を実施する旨の
条例改正を行った。
　通院助成は０歳児から６歳児まで、入院助成は０歳児から中学３年生
まで

【就学前児童の教育・保育の充実】
・予算関連事務等について、教育委員会との連携を図った。

【幼児教育の充実】
・小中学校や地域だけでなく、様々な団体等と積極的な交流を実施し
た。（Ｈ23年度　14園合計　681回）
・必要な加配教諭を設置するなど全園で障害児等を受入れ、園児一人
ひとりの発達を促した。（加配教諭数３４人　統合園児数５１人）
・学識経験者による検討組織を設置し、公立幼稚園のあり方を検討（5
回開催）
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平成２４年度の
実績

【健診の場を活用した子育て支援の充実】
1) 同前記
＜受診率＞
4か月…99.1％　7か月…97.0％
1歳…94.8％　1歳6か月…95.4％
2歳…89.9％　3歳6か月…90.2％

【安心して妊娠・出産ができる保健体制の充実】
1) 同前記

【地域における子育て支援サービスの充実】
1) 今後の増設（５箇所目）計画の策定。

【小児医療費助成事業】
1) １０月１日から通院助成年齢を小学４年生まで拡大し、１歳児以上に
所得制限を実施
・通院助成は０歳児から小学４年生まで、入院助成は０歳児から中学３
年生まで

【多様な保育サービスの推進】
1) 一時預かり
　民間７園、公立４園で実施し、延べ7,976人が利用した。
2) 家庭的保育の充実
　家庭保育福祉員２名、補助員６名の体制で、７名の児童の保育を実
施。
3) 病児・病後児保育
　実施について検討を始める。
4) 待機児童数
　24年4月1日現在…７人

【就学前児童の教育・保育の充実】
1) 同前記

【幼児教育の充実】
1) 同前記
　・24年度　14園合計　695回
2) 同前記
　・加配教諭数49人　統合園児数60人
3) 同前記
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平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【健診の場を活用した子育て支援の充実】
1) 同前記
＜受診率＞
4か月…97.2％　　7か月…96.6％
1歳…95.0％　1歳6か月…98.2％
2歳…91.5％　3歳6か月…91.1％

【安心して妊娠・出産ができる保健体制の充実】
1) 同前記

【地域における子育て支援サービスの充実】
1) 平成25年10月に、保健福祉センターに「ぽけっと21保健福祉セン
ター」を増設。既設の４箇所と合わせ、計５箇所となる。

2) 来年度の増設（6箇所目）計画を検討中

【小児医療費助成事業】
1) 保険適用を受ける医療費の自己負担分の助成を実施

【多様な保育サービスの推進】
1) 認可保育所の定員拡大
　待機児童解消に向け、保育所２園において施設改築を計画し、年度
末までに定員増を図る。
2) 一時預かりの拡充
　公民連携しての一時預かりの実施（民間１園が新たに実施）
3) 家庭的保育の拡充
　増設のため福祉員を募集中
4) 病児・病後児保育
　実施に向けて検討中
5) 待機児童数
　25年4月1日現在…6人

【就学前児童の教育・保育の充実】
1) 国の動向を注視するとともに、平成27年度に渋沢保育園と近隣公立
幼稚園の認定こども園化に向け検討中

【幼児教育の充実】
1)・2) 同左
3) 学識経験者による検討組織で、国の新たな子ども子育て制度に対
応した幼児教育の方向性などを検討しており、今年度中に教育委員会
に提言する。



委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

コメント

・受診率が高い赤ちゃん訪問はホット事業だ
・後期次世代育成支援計画に基き事業が拡充している
・医療費補助は0～10歳まで延長。県下では中間
・待機児童減少への多様な保育サービスに賛成
・こども園の設立は先進的
・進捗を評価する
・他市町村との差が明確に出るので都度見直しが必要

3
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3
評価

(中項目）
Ａ（中間Ｂ）

4
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評価
（小項目）

2-1-1

3 4 4 3



評価・検証項目
大項目
中項目
2-2-1
2-2-2
2-2-3
2-2-4

2-2-1

2-2-2

2-2-3

2-2-4

事業の目指す方
向性

健康で安心して暮らせるまち秦野
生きがい対策

障害者のための福祉農園への支援
高齢者の健康保持等の推進
高齢者の社会活動の充実
介護者の支援や育成、介護予防の充実

・障がい者の自立支援の方策として、農地所有者の協力を得て、屋外
で自然と触れ合いながら農産物を育て、収穫し、農協等と連携し流通
市場に流通させることができる支援を検討する。

・さまざまな交流会や各種イベントを通じて、健康及び福祉に関する積
極的な普及啓発活動を展開し、高齢者の健康の保持増進、社会参
加、生きがいの高揚を図り、お年寄りが元気で、いきいきと暮らせる、
秦野の活力ある長寿社会の形成を推進する。

・地域やさまざまな活動に貢献したいというボランティア精神を有する
高齢者の社会活動を促進する。

・高齢化の進行に伴い、老老介護の増大、要介護者の増加や悪化を
防ぐため、介護予防の充実及び支える介護者の支援の充実を図る。
・うつ状態になりやすい高齢者や在宅介護者への精神的な支援や、事
業に係る専門スタッフ等の養成等、高齢者への総合的なメンタルヘル
スに関する事業を実施する。
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【自分らしい自立に向けた生きがいづくり】
・H22年3月に秦野市障害者事業推進センターにおいて「ともしびショッ
プゆめ散歩」の運営を開始し、障害者の雇用、就労体験事業等を実
施。また、障害者福祉的就労協力事業所に対して奨励補助金を交付
し福祉的就労を推進した。

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績

【メタボリックシンドロームなどの生活習慣予防】
・各種セミナーの開催、相談・・・集団健康教育（253回）、個別健康教
育（17回）
・すっきり健康体サポートプログラム（初回面接31回）、継続支援、評価
・特定保健指導でのセミナー等の情報提供、イベント等の啓発の実施
・いきがい型デイサービス：登録者153人、延べ利用者4786人
・ミニデイサービス：実施157回、延べ利用者4604人

【地域ぐるみで取り組む健康づくり運動の推進】
丹沢あおぞら体操会の開催・拡大、健康づくりサポーターの拡大、さわ
やか体操ボランティア登録者20人
・認知症予防教室（認知症２次予防教室：12回、208人）、一般高齢者
予防教室：4回、60人）、認知症予防講演会（8回、142人）

【協働推進のための人材育成】
・市がはだの市民活動団体連絡協議会(れんきょう）に委託して運営し
ている市民活動サポートセンタ-において、幅広い年齢層を対象とした
講座等を実施することで、高齢者の社会活動の促進を図ってきた。

【デイサービス等の充実による介護予防の強化】
・いきがい型デイサービス：登録者153人、延べ利用者 4,786人
・ミニデイサービス：実施回数 157回、延べ利用者 4,604人

【関係機関との連携による認知症の予防・早期発見】
・認知症二次予防教室12回208人　・一般高齢者予防教室4回 60人　・
認知症予防講演会（地域からの依頼）8 回142人

【地域高齢者支援センターを中心とした地域ケアシステムの充実】
・高齢者の総合相談や継続的な介護予防ケアマネジメントと実態把
握、ケアマネジャー支援、高齢者虐待への対応、権利擁護支援を行っ
た。

【高齢者の安全・安心の確保】
・緊急通報システム利用者数82人　・介護者のつどい年12 回146人　・
介護者セミナー年6回40名　・介護者ほっとラインの開設10件　・市民
ボランティアの育成及び養成後のフォローアップ
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【自分らしい自立に向けた生きがいづくり】
・秦野市障害者事業推進センターが運営する「ともしびショップゆめ散
歩」において障害者の雇用、就労体験事業等を実施。また、障害者福
祉的就労協力事業所に対して奨励補助金を交付し福祉的就労を推進
した。
・農園芸作業を通じて、いきがいづくりなどの効用をもつ福祉農園への
支援を行った。

【メタボリックシンドロームなどの生活習慣予防】
・各種セミナーの開催、相談・・・集団健康教育（231回）、個別健康教
育（4回）
・すっきり健康体サポートプログラム（初回面接34回）、継続支援、評価
・特定保健指導でのセミナー等の情報提供、イベント等の啓発の実施
・いきがい型　デイサービス：登録者144人、延べ利用者3894人
・ミニデイサービス：実施143回、延べ利用者3787人

【地域ぐるみで取り組む健康づくり運動の推進】
・ご近所体操会の開催
・丹沢あおぞら体操会の開催、健康づくりサポーターの拡大、さわやか
体操ボランティア養成講習会（隔年開催）実施し、23人が新たに登録
し、合計者43人
・認知症予防教室（認知症２次予防教室：6回、52人）、一般高齢者予
防教室：6回、74人）、認知症予防講演会（5回、53人）、認知症スクリー
ニング検査34件

【協働推進のための人材育成】
・市民活動サポートセンターの自主事業として、高齢者も参加できる初
心者向けパソコン講座を実施した。（実施月：４月、６月、９月、１２月）

【デイサービス等の充実による介護予防の強化】
・いきがい型デイサービス：登録者144人、延べ利用者 3,894人
・ミニデイサービス：実施回数143回、延べ利用者3,787人

【関係機関との連携による認知症の予防・早期発見】
・認知症二次予防教室6回52人　・一般高齢者予防教室6回74人　・認
知症予防講演会（地域からの依頼）5回53人　・認知症スクリーニング
検査34件

【地域高齢者支援センターを中心とした地域ケアシステムの充実】
高齢者の総合相談や継続的な介護予防ケアマネジメントと実態把握、
ケアマネジャー支援、高齢者虐待への対応、権利擁護支援を行った。

【高齢者の安全・安心の確保】
・緊急通報システム利用者数：70人　・介護者のつどい年12回87名　・
介護者セミナー年6回95名　・介護者ほっとラインの開設16件　・市民
ボランティアの育成及び養成後のフォローアップ

平成２３年度の
実績
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平成２４年度の
実績

【自分らしい自立に向けた生きがいづくり】
1)・2) 同前記

【メタボリックシンドロームなどの生活習慣予防】
1) 集団健康教育(178回)、個別健康教育(1回)
2) 初回面接39回
3) 同前記
4) 登録者数１22人、延べ利用者4,032人
5) 実施153回、延べ利用者3,900人

【地域ぐるみで取り組む健康づくり運動の推進】
1) ご近所体操会や丹沢あおぞら体操会の開催、さわやか体操ボラン
ティア登録者42人
2) 認知症予防教室（認知症２次予防教室：8回、78人）、認知症予防講
演会(1回287人)、認知症スクリーニング検査(16件)

【協働推進のための人材育成】
1) ・2) 同前記

【デイサービス等の充実による介護予防の強化】
1) 登録者 128人、延べ利用者 4,032人
2) 実施回数153回、延べ利用者 1,963人

【関係機関との連携による認知症の予防・早期発見】
1) 同前記

【地域高齢者支援センターを中心とした地域ケアシステムの充実】
1) 同前記

【高齢者の安全・安心の確保】
1) 緊急通報システム利用者数６５人　・介護者のつどい年１２回７９人
・介護者セミナー６回９２人　・介護者ほっとラインの開設３５件　・市民
ボランティアのフォローアップ　・ひとり暮らし高齢者登録者数2,421人、
高齢者世帯登録世帯数1,902世帯
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2-2-4

【協働推進のための人材育成】
1) ・2) 同前記

【デイサービス等の充実による介護予防の強化】
1)・2) 同前記

【関係機関との連携による認知症の予防・早期発見】
1) 同前記

【地域高齢者支援センターを中心とした地域ケアシステムの充実】
1) 同前記
2) 担当区域の対象者数の適正化を図るため、事業所の増設を検討
（予定）

【高齢者の安全・安心の確保】
1) 緊急通報システム利用者数７０人　・介護者のつどい　介護者セミ
ナーの開催　・介護者ほっとラインの開設　・市民ボランティアのフォ
ローアップ　・ひとり暮らし高齢者登録者数：2,500人　・高齢者世帯登
録世帯数：1,900世帯

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【自分らしい自立に向けた生きがいづくり】
1)・2) 同左
・福祉関連寄付金を活用し、10月12日に「秦野市障害者スポーツフェ
スティバル」を開催し、障害者の社会参加を図る。（予定）

【メタボリックシンドロームなどの生活習慣予防】
1) 集団健康教育9月末時点42回実施
2) 初回面接9月末時点11回実施。その他、訪問等初回面接指定日以
外で20回実施
3)～5) 同前記

【地域ぐるみで取り組む健康づくり運動の推進】
1) ご近所体操会や丹沢あおぞら体操会の開催
・さわやか体操ボランティア養成講習会（隔年開催）を実施し、28人が
新たに登録し、合計登録者70人
2) 認知症予防教室（一次予防教室：3日間コースを市内4か所）、認知
症予防講演会(1回)



委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

3
2-2-3

コメント

・福祉農業・文化・スポーツ等の臨床体験を支援し、普及することは重要
・地域独自のミニデイサービスを普及してほしい
・高齢者支援センターはあらゆる機関との連携システムが必要
・行政担当課を評価する
・事業内容が的確に進捗
・すべての対象者に同等のサービス行き渡るか？

4

4
2-2-2

3 4 3 3 4

2 3 3 2 4

3
評価

(中項目）
Ｂ（中間Ｂ）

3
2-2-4

4 3 3 3 4

評価
（小項目）

2-2-1

4 3 4 3



評価・検証項目
大項目
中項目
2-3-1
2-3-2
2-3-3

2-3-1

2-3-2

2-3-3

2-3-1

2-3-2

2-3-3

健康で安心して暮らせるまち秦野
安心できる医療対策

地域医療体制の充実と救急医療体制の強化
病院、診療所における医師、看護師不足対策の推進
感染症への備えの充実、関係機関等の連携強化

・市民の医療需要に適切に対応し、市民がいつでも安心して適切な医
療を受けることができるようにするため、医師会や医療機関との連携
を強化して、医療のサービスや体制の充実を図る。
・近年の救急需要による出動件数の増加に対応するため、救急体制
の強化を図る。

・医師(産科、小児科、麻酔科)や看護師不足への対応が課題であり、
国への適切な対応を要請するとともに、医師会と連携し、看護学生に
対する奨学金の制度等を充実し、秦野出身の看護師が地域の中核病
院で安定して働けるよう支援する。

【小児から成人までの救急医療体制の充実】
・医師会・医療機関等との連携強化、輪番制による体制維持
・医師会・医療機関等との連携強化、輪番制や近隣市との連携による
体制維持

平成２２年度二次救急取扱患者数　１０，２９４人
二次救急参加病院　秦野赤十字病院・八木病院・神奈川病院
小児二次救急参加病院　秦野赤十字病院・伊勢原協同病院

【看護師確保の支援】
・医師会が平成22年度に実施した看護師修学等資金貸与に対し、そ
の財源として事業費の半額を医師会に補助
　・入学資金：対象5名（250,000円）　・修学資金：対象14名（3,021,000
円）
・分娩手当支給している産科医療機関に対し、分娩件数に応じて分娩
手当を補助。　須藤産婦人科医院：475件

【感染症に対する正しい知識の普及啓発】
・広報・ＨＰ・お知らせ等による予防接種に関する正しい知識の普及、
啓発を実施した。
・新型インフルエンザについて、予防接種を医療機関で実施し、低所
得者層に対し自己負担額を免除した（H21、H22年度限り。）。

・新型インフルエンザなどの感染症の発生が周囲へまん延、拡大する
ことをできる限り防止するため、国、県、医師会などの関係機関と相互
に連携を図り、正確な情報の収集を行い、市民の健康を守るための健
康危機管理の観点に立った迅速かつ的確に対応できる管理体制の構
築を進める。
・本市独自の備えとして、市内医療機関の危機管理(薬剤、ワクチンの
ストックなど)の充実を図る。

事業の目指す方
向性

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績





2-3-1

2-3-2

2-3-3

2-3-1

2-3-2

2-3-3

【小児から成人までの救急医療体制の充実】
・医師会・医療機関等との連携強化、輪番制による体制維持
・医師会・医療機関等との連携強化、輪番制や近隣市との連携による
体制維持

平成２３年度二次救急取扱患者数　７，４０４人
二次救急参加病院　秦野赤十字病院・八木病院・神奈川病院
小児二次救急参加病院　秦野赤十字病院・伊勢原協同病院
神奈川病院（小児二次救急補完事業として実施）

【看護師確保の支援】
・医師会が平成23年度に実施した看護師修学等資金貸与に対し、そ
の財源として事業費の半額を医師会に補助
　・入学資金：対象4名（140,000円）　・修学資金：対象18名（3,881,000
円）
　※成果：看護師6名が市内医療機関に新規就労
・分娩手当を支給している産科医療機関に対し、分娩件数に応じて分
娩手当を補助。　須藤産婦人科医院：500件

【感染症に対する正しい知識の普及啓発】
・広報・ＨＰ・お知らせ等による予防接種に関する正しい知識の普及

平成２３年度の
実績

平成２４年度の
実績

【小児から成人までの救急医療体制の充実】
1)・2) 同前記

・平成23年度二次救急取扱患者数7,357人
・二次救急参加病院…同左

・小児二次救急参加病院…同左

【看護師確保の支援】
1) 同前記
・入学資金：対象1名（50,000円）
・修学資金：対象13名（2,781,000円）
※看護師5名が市内医療機関に新規就労

2) 同前記
　須藤産婦人科医院：475件

【感染症に対する正しい知識の普及啓発】
1) 同前記
2) 秦野市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定
 3) 平成24年5月11日公布の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」
に基づき、本市の新型インフルエンザ等対策本部の組織などを定める
同条例を制定し、法施行日(平成25年4月13日)から施行



2-3-1

2-3-2

2-3-3

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

コメント

・休日診療センターの役割、存在感は大きい
・医師会との協定事項か、地元への就業奨励か
・全て法廷計画に基いて執行されている
・進捗は明確で評価できる
・達成に近いが拡充が必要

3
2-3-3

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【小児から成人までの救急医療体制の充実】
1)・2) 同前記

・二次救急参加病院…同前記

・小児二次救急参加病院…同前記

【看護師確保の支援】
1) 同前記
・入学資金：対象7名（350,000円）
・修学資金：対象13名（3,060,000円）

2) 同前記
　須藤産婦人科医院：見込件数500件

【感染症に対する正しい知識の普及啓発】
1) 同前記
2) 秦野市新型インフルエンザ等行動計画の作成
   「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に定める法定計画として、
同計画を作成する。

2-3-2

3 3 4 2 4

3
評価

(中項目）
Ｂ（中間Ｂ）

3 3 4 3 3

評価
（小項目）

2-3-1

3 3 4 2 5

3



評価・検証項目
大項目
中項目
3-1-1
3-1-2
3-1-3
3-1-4
3-1-5
3-1-6
3-1-7

3-1-1

3-1-2

3-1-3

3-1-4

3-1-5

3-1-6

3-1-7

環境と安全を大切にするまち秦野
みどり豊かな暮らしよい都市（まち）の一層の推進

一世紀の森林づくりの推進、市街地のみどりの再生と森林セラピーの取組
水無川風の道構想の具現化
里地・里山の保全再生
地下水の涵養と保全
地元住民と協調したクリーンセンターの建設促進と安全稼働
ごみゼロを目指した減量の推進と散乱ゴミの一掃
太陽光発電などの新エネルギーやバイオマスエネルギーの活用と普及

・平成22年5月23日に開催決定した全国植樹祭開催に向けて、広報宣
伝、環境整備を行うとともに、市民総ぐるみにより必要な事業に取組
む。
・里山を含めた森林の持つ多面的機能を生かして、自然と共生するふ
るさとづくりを目指す。

・水無川の魅力を生かし、両岸の空間や緑地、樹木等の資源を最大限
に活かした整備や、歩行者・自転車の安全な通行を確保した快適な交
通環境を創出することにより、カルチャーパークを含めたみずなし川緑
地及び水無川が、多くの人が集い自然と触れ合える憩いの場にする。

・はだの１世紀の森づくり構想に基づき、水源環境保全税の交付金を
財源として、市民、ボランティア、地元関係団体と協働し、ふるさと里山
整備事業、里山ふれあい森づくり事業などを一層推進する。

・秦野盆地という「天然の水瓶」に育まれる「市民共有の有限な資産で
ある地下水」を、人工かん養事業などにより積極的に増やす努力を続
け、地下水総合管理保全計画に基づき、その量と質を保全する。

・秦野市伊勢原市環境衛生組合のクリーンセンター（ごみ焼却処理施
設）の建設は、引き続き市民、地元自治会と理解を深め、協調を図りな
がら整備促進を図り、安全・安心できる施設の早期稼動(平成24年度
中)を推進する。

・ごみゼロを目指す資源循環型社会の構築に向けて、市民や事業者
への働きかけを行い、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を市民総
ぐるみで推進する。
・剪定枝や生ごみの堆肥化などの資源化を推進し、ごみの排出量の抑
制、減少を図る。
・ごみの減量化及び資源化に取り組む店舗を応援するため、「ごみ減
量化・資源化協力店制度(仮称)」を検討する。

・地球温暖化対策を始めとした環境対策を推進するため、省エネル
ギー機器や自然エネルギー機器の導入が進む低炭素型のまちづくり
を推進する。
・公共施設においても、太陽光発電に加え、間伐材等のバイオマス利
用など秦野の地域特性を生かした再生可能なエネルギーの導入を図
る。

事業の目指す方
向性





3-1-1

3-1-2

3-1-3

3-1-4

【ふるさと里山整備事業】
・枝打ち、間伐等による里山林の整備を実施　新規整備面積44.2ｈａ

【里地里山保全再生事業】
・環境省里地里山保全再生モデル事業の「地域戦略」を引き継ぎ、市
内４地区（北・西地区、東地区、渋沢丘陵地区、上地区）ごとに地元協
力者、ボランティア団体等と連携し里地里山の整備、田植え、里山めぐ
り、竹林整備等の事業を実施した。

【安心のための水源確保】
・新たな水源として菩提取水場の整備
・金井場配水場内水源調査ボーリング工事
・水田かん養事業（30,126㎡）、注水井事業（１基）、家庭用雨水浸透ま
す設置事業（２７基）

【里山林の保全・活用】
・平成２２年５月に天皇・皇后両陛下のご臨席の下、第６１回全国植樹祭を開
催

【多様な生物をはぐくむ自然環境の保全と再生】
・生き物の里指定４箇所（柳川・渋沢・峠・名古木）の管理、運営の促進を図る。
・平成27年度までに新規の生き物の里12箇所指定することを目標。

【水源の森林づくり事業】
・新たに森林所有者と協力協約を締結：森林面積150ha・協約者数40人
・協力協約等を締結した森林所有者が行う適正管理への助成を実施

【ふるさと里山整備事業】
・枝打ち、間伐等による里山林の整備を実施　新規整備面積：44.2ha

【里地里山保全再生事業】
・環境省里地里山保全再生モデル事業の「地域戦略」を引き継ぎ、市内４地区
（北・西地区、東地区、渋沢丘陵地区、上地区）ごとに地元協力者、ボランティ
ア団体等と連携し里地里山の整備、田植え、里山めぐり、竹林整備等の各種
事業を実施した。

【身近な森林浴によって健康増進に役立つ森林散策路の整備】
・市内の里地里山で活動しているボランティア団体と連携して散策路整備等を
実施
　（東公民館付近の金目川沿い、渋沢須賀神社から頭高山への散策路）

【地域の景観資源を生かしたまちづくりの推進】
・市民会議委員のまち歩きによる景観資源の発掘

【公園美化推進活動の支援】
・公園美化ボランティア（里親制度）団体への活動支援
・公園美化ボランティア（里親制度）団体の登録促進
・34団体登録
・花の苗の支給、清掃用具等の支給

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績



3-1-5
【クリーンセンター建設事業】.
・クリーンセンター建設工事

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績



3-1-6

3-1-7

3-1-1

3-1-2

【多様な生物をはぐくむ自然環境の保全と再生】
・24年4月に生き物の里を2箇所（千村・名古木深沢）指定（計6箇所）
・環境省から地域生物多様性保全活動支援事業の３ヶ年に渡る委託を
受け、秦野市地域連携保全活動計画を策定

【水源の森林づくり事業】
・新たに森林所有者と協力協約を締結：森林面積39ha・協約者数11人
・協力協約を締結した森林所有者が行う適正管理への助成

【ふるさと里山整備事業】
・枝打ち、間伐等による里山林の整備を実施　新規整備面積66ｈａ

【里地里山保全再生事業】
・市内４地区ごとに地元協力者、ボランティア団体等と連携し里地里山
の整備、田植え、里山めぐり、竹林整備等の各種事業を実施した。

【身近な森林浴によって健康増進に役立つ森林散策路の整備】
・ボランティア団体と連携した散策路等整備
（東公民館付近の金目川沿い、渋沢須賀神社から頭高山への散策路）
・3月に森林浴事業を企画（雨天中止で実施できず）

【ごみの分別、資源化の促進及び減量化の強化】
・生ごみ分別収集モデル事業協力世帯数　６００世帯
・剪定枝のステーションにおける分別収集を実施

【再生可能エネルギーの活用】
・住宅用太陽光発電システム設置費補助金を１２７件交付し、平成２１
年度の交付件数９１件と合わせ２１８件となった。
・木質バイオマスストーブ設置費補助金を１件交付し、平成２１年度の
交付件数３件と合わせ４件となった。
・西庁舎屋上に太陽光発電システム（最大出力１５ｋＷ）を設置

平成２３年度の
実績

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績

【市街地における緑地の確保】
・公共施設と連携した緑地空間の創出（県立西部総合職業技術校）

【みずなし川緑地の整備】
・散策路整備（左岸） 常盤橋～新常盤橋262m,ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装=274
㎡

【地域の景観資源を生かしたまちづくりの推進】
・市民会議委員のまち歩きによる景観資源の発掘

【公園美化推進活動の支援】
・公園美化ボランティア（里親制度）団体への活動支援・登録促進（36
団体登録）
・花の苗の支給、清掃用具等の支給



3-1-3

3-1-4

3-1-5

3-1-6

3-1-7

平成２３年度の
実績

【安心のための水源確保】
・自家発電設備整備配水場１箇所（千村）・水道局、集中監視施設整備
（金井場外）
・水田かん養事業（30,126㎡）、注水井事業（１基）、家庭用雨水浸透ま
す設置事業（３０基）

【クリーンセンター建設事業】.
・クリーンセンター建設工事
・市道６３号線道路改良事業の用地買収

【ごみの分別、資源化の促進及び減量化の強化】
・生ごみ分別収集モデル事業協力世帯数　９００世帯
・平成２３年９月から全ステーションで分別収集開始、飼料等に資源化
を開始　8.09トンを収集
・平成２３年１２月～２月、環境省モデル事業により、民間業者の協力
を得て粗大ごみのリユースを実施（再使用可能な物品を売却。リユー
ス数量は42個、8,300円）

【再生可能エネルギーの活用】
・住宅用太陽光発電システム設置費補助金を２２９件交付し、平成２１・
２２年度の交付件数と合わせ４４７件となった。
・木質バイオマスストーブ設置費補助金を４件交付し、平成２１・２２年
度の交付件数と合わせ８件となった。
・本町中学校校舎屋上に太陽光発電システム（最大出力２０ｋＷ）を設
置
・小水力発電導入に向けた調査研究のため、先進地である山梨県都
留市を視察。

【ふるさと里山整備事業】
・枝打ち、間伐等による里山林の整備を実施　新規整備面積66ｈａ

【里地里山保全再生事業】
・環境省里地里山保全再生モデル事業の「地域戦略」を引き継ぎ、市
内４地区（北・西地区、東地区、渋沢丘陵地区、上地区）ごとに地元協
力者、ボランティア団体等と連携し里地里山の整備、田植え、里山めぐ
り、竹林整備等の事業を実施した。



3-1-1

3-1-2

3-1-3

3-1-4

平成２４年度の
実績

【多様な生物をはぐくむ自然環境の保全と再生】
1) 生き物の里の管理運営

【水源の森林づくり事業】
1) 同前記
　協約締結面積　27.43ha

【ふるさと里山整備事業】【荒廃山林再生事業】
1) 同前記
　新規整備面積３３．８ｈａ

【里地里山保全再生事業】
1) 同前記

【身近な森林浴によって健康増進に役立つ森林散策路の整備】
1) 同前記
2) 弘法山～鶴巻間の森林浴イベントの開催

【地場産木材の普及、活用】
1) 「秦野市森林整備計画」及び「秦野市公共施設における秦野産材の
利用の促進に関する基本方針」を策定
2) 秦野産木材の産地認証制度の運用を担う秦野産材活用推進協議
会の設立を支援し、市内流通システムの確立に向けた取組みを実施

【市街地における緑地の確保】
1) 同前記

【みずなし川緑地の整備】（完了）
1) 散策路整備（右岸）　常盤橋～新常盤橋292m,インターロッキング舗
装=309㎡、木製座板設置15箇所

【地域の景観資源を生かしたまちづくりの推進】
1) 同前記

【公園美化推進活動の支援】
1) 同前記

【交通安全施設整備事業】
1) 市道３４２号線ほか７路線の歩道設置

【ふるさと里山整備事業】
1) 同前記
　新規整備面積33.8ｈａ

【里地里山保全再生事業】
1) 同前記

【安心のための水源確保】
1) 自家発電設備整備取水場３箇所（沢の下、久保、菩提）、集中監視
施設整備（金井場外）
2) 羽根取水場整備工事、神明開戸水源調査ボーリング工事
3) 水田かん養事業（29,172㎡）、注水井事業（１基）、家庭用雨水浸透
ます設置事業（30基）



3-1-5

3-1-6

3-1-7

3-1-1

3-1-2
平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【多様な生物をはぐくむ自然環境の保全と再生】
1) 同前記

【水源の森林づくり事業】
1) 同前記
　協約締結面積 37.11ha

【ふるさと里山整備事業】【荒廃山林再生事業】
1) 同前記
　新規整備面積４０ｈａ（予定）

【里地里山保全再生事業】
1) 同前記

【身近な森林浴によって健康増進に役立つ森林散策路の整備】
1) 同前記

【地場産木材の普及、活用】
1) 秦野市森林整備計画を踏まえて、地場産木材の流通と活用を進め
る。
2) 秦野産材活用推進協議会と連携し、秦野産木材の需要拡大に向け
た取組みを行う。
3) 秦野産木材の活用を促進する「快適な住まいづくり補助制度」を創
設

【市街地における緑地の確保】
1) 同前記

【公園美化推進活動の支援】
1) 同前記

【地域の景観資源を生かしたまちづくりの推進】
1) 同前記
2) 地域景観拠点の提案募集・登録と公表
3) 展望ポイント、景観重要公共施設、景観重要建造物、景観重要樹木
等指定の検討

【交通安全施設整備事業】
1) 市道２６号線ほか４路線の歩道設置
2) 市道６号線（西部方面職業技術校）の歩道整備

平成２４年度の
実績

【クリーンセンター建設事業】.
1) クリーンセンター建設工事完成（平成２５年１月末）

【ごみの分別、資源化の促進及び減量化の強化】
1)～3)　同前記

【再生可能エネルギーの活用】
1) 補助金４３０件交付(計８７７件）
2) 補助金５件交付（計１１件）
3) バイオマスストーブ設置費補助制度を見直し、補助金の上限額を３
万円から１０万円に引き上げた。



3-1-3

3-1-4

3-1-5

3-1-6

3-1-7

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【ふるさと里山整備事業】
1) 同前記
　新規整備面積40ｈａ

【里地里山保全再生事業】
1) 同前記

【安心のための水源確保】
1) 自家発電設備整備（取水場2箇所（下河原、政ヶ谷戸）、送水ポンプ
場1箇所（渋沢））、集中監視施設整備（八幡山外）
2) 神明開戸取水場さく井工事、柳川・芹沢取水場電気探査
3) 水田かん養事業（29,172㎡）、注水井事業（１基）、家庭用雨水浸透
ます設置事業（70基）

－

【ごみの分別、資源化の促進及び減量化の強化】
1)～3)　同前記

【再生可能エネルギーの活用】
1) 住宅用太陽光発電システム及び木質バイオマスストーブ設置費の
一部補助
2) 木質ペレットストーブを公共施設に導入し、実証実験を実施
3) 小水力発電装置を浄水管理センター敷地内に今年度中に設置（予
定）
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コメント

・エコミュージアム景観づくりに配慮する必要がある
・進捗は明確で評価できる
・新エネルギーの定義の再確認を
・秦野産木材の活用に期待
・事業の拡大が必要。市民が積極的に関われるように



評価・検証項目
大項目
中項目
3-2-1
3-2-2
3-2-3
3-2-4
3-2-5

3-2-1

3-2-2

3-2-3

3-2-4

3-2-5

環境と安全を大切にするまち秦野
災害に強いまちづくり

あらゆる事態に対応できる危機管理体制の構築
発災対応型訓練の充実と地域の関係強化
消防救急業務の広域化対策の推進
ライフラインの点検と老朽橋の安全対策の推進
大根川ポンプ場(鶴巻地区浸水対策)の完成と運転開始

・懸念される大規模災害、重大かつ予測困難な事故や危機等の発
生、新型インフルエンザ等の世界的流行の発生など、あらゆる事態に
対応できる危機管理体制の構築や訓練の充実を図る。
・大規模災害発生時に職員を現地に派遣し、被災地の復旧・復興作業
を学ばせる。

事業の目指す方
向性

・総合防災訓練は、目の前で起こった災害の事象に対して、自分たち
で考え、互いに協力して、臨機応変に対応する「発災対応型の訓練」と
して試行する。
・外国人市民や最近転入してきた市民に対する特別の情報提供や訓
練の実施が必要である。
・独居老人など他者の助けを必要とする市民や世帯を調査し、現状を
把握することで、有事の際の役割分担などの対応を確立する必要が
ある。

・電波法の改正により、消防救急無線のアナログ通信方式から情報通
信技術を取り入れたデジタル化への移行を踏まえ、国、県及び関係市
町と協議しながら、消防の広域化及び消防救急無線の広域共同整備
を推進する。

・施設の長寿命化を図るため、ライフラインの点検、老朽橋の安全対
策を計画的に推進する。

・地域住民の安心した暮らしの確保と、鶴巻地区の早期浸水被害の解
消を図るため、大根川ポンプ場の平成２４年度の完成と運転開始を目
指す。



3-2-1

3-2-2

3-2-3

3-2-4

3-2-5

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績

【地域防災体制の整備・強化】
・総合防災訓練（１回）　・防災指導員等研修会（１回）　・自治会等の団
体単位の講習会（35回）　・市民向け防災講演会（2回）　・避難所運営
委員会及び訓練（31回)

【災害応急対策の充実】
・業務継続計画の内容の検討
・井戸水マップの更新、講習会等での配付

・実績なし

【橋りょう長寿命化】
・八沢土橋ほか２橋の架替　・橋りょう点検の実施

【道路維持管理】
・道路台帳４路線を実施　・舗装修繕計画に基づく老朽化した舗装の
打換えを実施

【水の安定供給のための施設整備】
・水道管の布設替え延長L=3.9ｋｍ　・内久根配水池の築造に着手　・
堀山下浄水場のろ過池サイホン・流量計設備更新

【鶴巻地区浸水対策事業】
・大根川ポンプ場建設（土木）

【地域防災体制の整備・強化】
・総合防災訓練（１回）　・防災指導員等研修会（１回）　・自治会等の団
体単位の講習会（35回）　・市民向け防災講演会（2回）　・避難所運営
委員会及び訓練（31回)

【災害応急対策の充実】
・業務継続計画の内容の検討
・井戸水マップの更新、講習会等での配付



3-2-1

3-2-2

3-2-3

3-2-4

3-2-5

【地域防災体制の整備・強化】
・防災指導員等研修会（１回）　・自治会等の団体単位の講習会（34
回）　・市民向け防災講演会（１回）　・避難所運営委員会及び訓練（37
回)
・東日本大震災発災以降、市職員61名を現地に派遣し、避難所、消
防、行政事務等に従事した。

【災害応急対策の充実】
・業務継続計画の内容の検討
・井戸水マップの更新、講習会等での配付

【地域防災体制の整備・強化】
・防災指導員等研修会（１回）　・自治会等の団体単位の講習会（34
回）　・市民向け防災講演会（１回）　・避難所運営委員会及び訓練（37
回)

【災害応急対策の充実】
・業務継続計画の内容の検討
・井戸水マップの更新、講習会等での配付

平成２３年度の
実績

【消防広域化の検討】
・県央西部地区消防広域化（厚木市、伊勢原市、愛川町、清川村及び
本市の３市１町１村）については、平成２３年６月３０日、広域行政連絡
会首長交換会において、「神奈川県消防広域化推進計画に示された
平成２５年４月からの広域化は行わない。」ことで合意された。
・消防救急無線共通波実施設計（共同整備）

【橋りょう長寿命化】
・測量、実施設計（田頭橋）　・橋りょう長寿命化修繕計画（素案）の作
成

【道路維持管理】
・道路台帳４路線を実施　・舗装修繕計画に基づく老朽化した舗装の
打換えを実施

【水の安定供給のための施設整備】
・水道管の布設替え延長L=6.1km、耐震化診断調査1箇所（金井場）、
補強実施設計1箇所（広畑）　・内久根配水池配水池築造（土木）、電
気・機械設備１箇所　・取水ポンプ更新2基（尾尻端、小羽根）、送水ポ
ンプ更新1基（向山）

【鶴巻地区浸水対策事業】
・大根川ポンプ場建設（土木・電気・機械）



3-2-1

3-2-2

3-2-3

3-2-4

3-2-5

【地域防災体制の整備・強化】
1) 同前記
2) 自治会等の団体単位の講習会の拡充（31回⇒51回）

【災害応急対策の充実】
1)・2)  同前記

上記３－２－１と同様

【消防広域化の検討】
1) 消防救急デジタル無線の広域共同整備工事に着手し、県下全22基
地局のうち１基を消防本部庁舎に設置

【橋りょう整備事業】
1) 修正設計及び測量（田頭橋）
2) 実施設計（棚入橋・県負担金）

【橋りょう長寿命化事業】
1) 橋りょう長寿命化修繕計画の策定（24年8月）
2) 橋りょう長寿命化修繕工事の実施

【道路維持管理】
1) 道路台帳３路線を実施及び地籍調査０．５㎢を実施
2) 同前記

【水の安定供給のための施設整備】
1) 水道管の布設替え延長L=5.3km、耐震化診断調査2箇所（堀山下中
区・低区）、耐震補強工事1箇所（広畑）　・内久根配水池場内整備工
事1箇所　・取水ポンプ1基（菩提）

【鶴巻地区浸水対策事業】
1) 大根川ポンプ場の完成（供用開始：24年10月）
2) 大根第10-1雨水幹線（代々木水路）の実施設計

平成２４年度の
実績



3-2-1

3-2-2

3-2-3

3-2-4

3-2-5

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【地域防災体制の整備・強化】
1) 同前記
2) 避難所運営委員会向け避難所マニュアル説明会の実施（予定）

【災害応急対策の充実】
1)・2)  同前記
3) 業務継続計画を策定（予定）

上記３－２－１と同様

【消防広域化の検討】
1) 消防救急デジタル無線の広域共同整備継続中
2) 消防本部に遠隔制御器を設置（予定）

【橋りょう整備事業】
1) 架け替え工事の実施（田頭橋、棚入橋）

【橋りょう長寿命化事業】
1) 橋りょう長寿命化修繕工事の実施
2) 耐震化事業の着手（富士見大橋）

【道路維持管理事業の充実】
1)・2) 同前記

【水の安定供給のための施設整備】
1) 水道管の布設替え延長L=5.7km、耐震化診断調査1箇所（羽根）、
耐震補強工事1箇所（広畑）　・堀山下高区配水池地質調査　・取水ポ
ンプ更新（本町第10外2基）

【鶴巻地区浸水対策事業】
1) 大根第10雨水枝線整備基礎調査
2) 大根第10雨水枝線の実施設計
3) 大根第10-1雨水幹線（代々木水路）の下流部の整備工事
4) 大根第10雨水幹線の実施設計（予定）



委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

3
評価

(中項目）
Ｂ（中間Ｂ）

3

3-2-5

4 3 4 4 5

評価
（小項目）

3-2-1

2 3 3 3

3

3-2-4

2 3 4 4 3

2 3 3 3 3

3

3-2-3

5

3

3-2-2

2 3 3 3 4

コメント

・テーマ対応型の危機管理体制は策定されているか
・全て概ね評価する
・経験したことのない災害が起こっているが更なる想定訓練を市主導で進める必要あり
・外国人市民が参加しやすい訓練体制を
・災害規模の予想見直しを



評価・検証項目
大項目
中項目
3-3-1
3-3-2
3-3-3

3-3-1

3-3-2

3-3-3

3-3-1

3-3-2

3-3-3

環境と安全を大切にするまち秦野
安全・安心の地域づくり

幹線道路、中心市街地への防犯カメラの設置
おとなりさんとの連携による地域の安全対策の強化
地域住民の協力による、幼・小・中学生の安全確認への支援

・防犯協会や警察などと協力し、防犯活動を進めるとともに、地域の防
犯活動への住民の積極的な参加を促し、パトロール活動の拡大の促進
を図る。
・防犯カメラについては各駅に順次設置しているが、犯罪抑止のため、
幹線道路や中心市街地における危険が危惧される箇所についても検
討する。

・市民の日常生活に身近なところで窃盗などの犯罪が多発している中
で、安全で安心して暮らせる市民生活を実現するため、市民、防犯活動
団体、事業者等と連携し、協働した防犯対策を推進する。
・防犯対策は、隣近所の連帯が不可欠なため、地域ぐるみでの安全対
策の強化を促進する。

【迅速な防犯パトロール体制の整備】
・青色回転灯装備車両8台を新規登録（計１６台）
・防犯カメラの設置
　・県警：主要幹線道路２ヶ所（当課の国・県要望による）
　・防犯協会：東海大学前駅１台（固定式）、可搬式防犯カメラ２台

【防犯活動の推進】
・警察、市民、防犯関係団体との連携、協働による防犯活動の推進
　・わんわんパトロール隊発足（Ｈ22.2～）登録頭数535頭　・街頭緊急
情報装置運用開始　・車内カラッポ宣言車カード作成・配布　・可搬式防
犯カメラ2台導入
・キャンペーン等を通じての防犯意識の高揚、防犯パトロール体制の強
化
　・防犯協会８支部での研修会　・西地区安心パトロール隊発足

【迅速な防犯パトロール体制の整備】
・青色回転灯装備車両8台を新規登録（計１６台）
・防犯カメラの設置
　・県警：主要幹線道路２ヶ所（当課の国・県要望による）
　・防犯協会：東海大学前駅１台（固定式）、可搬式防犯カメラ２台

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績

事業の目指す方
向性

【防犯活動の推進】、【迅速な防犯パトロール体制の整備】
　３－３－２と同様

【家庭・地域との連携による学校の安全管理に関する取組み】
・「子どもを育む中学校区懇談会」に事業委託をし、「地域の子どもたち
を見守る活動」を実施
・スクールガードリーダーによる地域ボランティアの育成、巡回パトロー
ルを実施

・下校時の園児･児童･生徒の安全を確保するため、地域の元気なお年
寄や住民による見守りボランティアの協力による安全対策を一層促進
する。





3-3-1

3-3-2

3-3-3

3-3-1

3-3-2

3-3-3

平成２４年度の
実績

【迅速な防犯パトロール体制の整備】
1) 青色回転灯装備車３４台（新規登録17台）
・青色回転灯装備車自主防犯パトロール実施者の増加
2) 防犯カメラの設置（防犯協会：市内商店街２台）

【防犯活動の推進】
1) 同前記

【迅速な防犯パトロール体制の整備】
1) 青色回転灯装備車３４台（新規登録17台）
　・青色回転灯装備車自主防犯パトロール実施者の増加
2) 防犯カメラの設置（防犯協会：市内商店街2台）

【防犯活動の推進】、【迅速な防犯パトロール体制の整備】
　３－３－２と同様

【防犯情報の提供の充実】
1) 同前記
2) 自治会連合会役員会等の場において、市内犯罪発生状況について
の報告

【家庭・地域との連携による学校の安全管理に関する取組み】
1)・2) 同前記

【防犯活動の推進】、【迅速な防犯パトロール体制の整備】
　３－３－２と同様

【家庭・地域との連携による学校の安全管理に関する取組み】
・「子どもを育む中学校区懇談会」で「地域の子どもたちを見守る活動」
を実施
・スクールガードリーダーによる地域ボランティアの育成、巡回パトロー
ルを継続実施した。

平成２３年度の
実績

【迅速な防犯パトロール体制の整備】
・青色回転灯装備車両1台を新規登録（計１７台）
・防犯カメラの設置（防犯協会：可搬式防犯カメラ２台）

【防犯活動の推進】
・警察、市民、防犯関係団体との連携、協働による防犯活動の推進
　・わんわんパトロール運動の新規登録頭数170頭　・可搬式防犯カメラ
2台導入
・キャンペーン等を通じての防犯意識の高揚、防犯パトロール体制の強
化
　・防犯協会８支部で研修会を実施　・山谷防犯パトロール隊、下大槻
団地長寿会防犯パトロール隊の２隊発足

【迅速な防犯パトロール体制の整備】
・青色回転灯装備車両1台を新規登録（計１７台）
・防犯カメラの設置（防犯協会：可搬式防犯カメラ２台）



3-3-1

3-3-2

3-3-3
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3
評価

(中項目）
Ａ（中間Ｂ）

3 3 4 3 3

評価
（小項目）

3-3-1

4 3 4 4 4

4

4
3-3-3

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【迅速な防犯パトロール体制の整備】
1) 青色回転灯装備車４５台（新規登録11台）
2) 防犯カメラの設置
　・防犯協会：市内２台増設（予定）
　・商店街等への設置モデル事業の創設（予定）

【防犯活動の推進】
1) 同前記

【迅速な防犯パトロール体制の整備】
1) 青色回転灯装備車４５台（新規登録１１台）
2) 防犯カメラの設置
　・防犯協会：市内２台増設（予定）

【防犯活動の推進】、【迅速な防犯パトロール体制の整備】
　３－３－２と同様

【防犯情報の提供の充実】
1)・2) 同前記

【家庭・地域との連携による学校の安全管理に関する取組み】
1)・2) 同前記

3-3-2

3 3 4 4 4

・市民の多様な活動が防犯の公益化につながっている。認知し呼びかける仕組みが必要
・市民の協力参加で進捗、評価する
・地域ぐるみの防犯対策の拡充が必要

コメント



評価・検証項目
大項目
中項目
4-1-1
4-1-2
4-1-3
4-1-4
4-1-5
4-1-6
4-1-7
4-1-8
4-1-9

4-1-1

4-1-2

4-1-3

4-1-4

4-1-5

4-1-6

4-1-7

4-1-8

4-1-9

・産業として成り立つ都市農業を目指し、収益性の高い農業を目指す
意欲ある農業者や、秦野の農業をリードする担い手を確保・育成する
ため、地域ブランドの創出など自ら経営改善に積極的、意欲的に取り
組む農業者を支援する。

・若い経営感覚に優れた農業経営者の育成を支援するとともに、都市
近郊の利点を生かし、生活できる農業経営改善への取り組みを支援
する。

活力ある産業と魅力ある観光のまち秦野
産業の振興

企業誘致の促進、既存企業の近代化に対する支援
産業技術の承継とモノづくりイノベーションへの支援
西部方面職業技術校（仮称）の早期建設の促進と人材確保
新技術、新製品の研究開発の促進
空き店舗の多様な有効活用に対する支援
駅周辺商業環境の形成と促進
商店会主体の各種イベントの支援及び連携強化の促進
都市農業振興計画の推進と地域農業活性化への支援
若い世代の農の担い手づくりの推進と新規就農者への支援

・地域経済の活性化、税財源の涵養、産業基盤の強化を図るため、県
の産業集積方策と連携を図りながら、企業誘致を促進する。
・中小企業の新製品開発や新分野への進出を促進するため、技術集
約及び知識集約化による質的転換を促進するとともに、地域に根ざし
た産業の育成、支援を行う。

・産学官の支援機関のネットワークづくりを行い、ものづくりが盛な秦
野の地域ポテンシャルを高めるため、ものづくりイノベーションへの支
援を行う。

事業の目指す方
向性

・西部方面職業技術校（仮称）の整備促進を県に要望するとともに、多
くの人がここで高度な職業技術を身につけ、秦野で働く人材の確保や
就業機会の連携、強化を図る。

・中小企業の技術研究開発を促進し、中小企業の技術力の向上を図
るため、中小企業者が自ら行う新製品、新技術等に関する研究開発
に要する助成制度の充実を図る。

・商店街づくりの強化を図るため、開業しやすい空き店舗の有効活用
の取り組みを促進し、積極的な空き店舗情報の提供を行う。

・経営者自らが消費者ニーズに応えるための経営改善や環境整備に
努めるとともに、活気と魅力ある商店街づくりのための環境整備の改
善など、市民に親しみの持たれる利便性が高く地域に根ざしたやさし
い商店街活動を支援する。

・商店会主体で行われる市民に親しみの持たれる各種買物フェア、継
続的なイベント事業の実施等について支援する。



4-1-1

4-1-2

4-1-3

4-1-4

4-1-5

4-1-6

4-1-7

4-1-8

4-1-9

【工業系未利用地への企業誘致及び企業の施設再整備への支援】
・東名秦野テクノパークに研究開発型企業１社の工場を誘致した。
・平成２０年中に工場を増築した企業１社に対し、条例による固定資産
税の減免措置（課税免除）を適用した。

【新技術、新製品の研究開発の促進】
・新製品・新技術の研究開発により企業体質の強化を促進するため、
商工会議所工業部会・東海大学・秦野市で産学公の連携を推進し、企
業と大学の人的・技術的交流を支援した。

【西部方面職業技術校（仮称）と市内企業等との連携促進】
・技術校が求職者と求人企業を結びつける効果的な能力開発を実施
するためには、市内企業の技術校運営への積極的な参画が重要であ
ることから、市内企業との連携・交流を密にした技術校づくりを推進す
るよう県に要望した。

【「農」の担い手育成・確保対策の推進】
・農業後継者が通う研修費用の一部を補助する。（2名に補助）
・農業参画の形態に応じて３コースの「はだの市民農業塾」を開催
（新規就農コース7名、農業参画コース１6名、基礎セミナーコース25
名、農産加工起業セミナー8名）
・新規就農者に対し「かながわ農業サポーター事業」の活用

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績

【新技術、新製品の研究開発の促進】
・新製品・新技術の研究開発により企業体質の強化を促進するため、
商工会議所工業部会・東海大学・秦野市で産学公の連携を推進し、企
業と大学の人的・技術的交流を支援した。

【商店街空き店舗活用への支援】
・消費の低迷、経営者の高齢化や後継者不足により、商店街に空き店
舗が増え、商店街の衰退が進んでいるため、商店街区域に新たに出
店するやる気のある経営者を支援する。
・空き店舗開業希望者への支援
　・改装費３０％(限度額150万円)　・賃借料３０％(年100万円以内・補
助期間2年）
　＊新規補助件数１件、継続補助件数8件

【４駅周辺の商業環境の形成】
・４駅周辺の特性を生かした商店街づくりへに向けた勉強会や研修会
等の情報提供
・秦野駅前通り整備の進捗に併せた商店街の活性化に向けた研修会
等の情報提供

【秦野駅北口広場周辺まちづくりの支援及び広場再整備の検討】
・秦野駅北口広場周辺まちづくり協議会の発足、開催の支援

【販売促進事業への支援】
・商業活性化のため、商店街等が実施する販売促進のためのイベント
事業に対し支援
＊補助申請団体　　 １７団体
   補助対象事業　　 ７５事業
   補助対象経費　　２５，２９２，７４３円
   補助額　　　　　     ４，９３４，０００円

【中核的農業者の育成支援】
・認定農業者協議会の開催(5月）
・農業経営・技術向上のための研修会2回、個別相談会３回開催
・経営改善に向けた資本整備(機械）へ支援



4-1-1

4-1-2

4-1-3

4-1-4

4-1-5

4-1-6

4-1-7

4-1-8

4-1-9

【新技術、新製品の研究開発の促進】
・新製品・新技術の研究開発により企業体質の強化を促進するため、
商工会議所工業部会・東海大学・秦野市で産学公の連携を推進し、企
業と大学の人的・技術的交流を支援した。

【西部方面職業技術校（仮称）と市内企業等との連携促進】
・技術校は能力開発の拠点だけではなく、経済の活性化につながる重
要な施設であることから、市内企業の要望に沿った従業員に対する技
術・技能訓練の受け入れや、求人・インターンシップを通じての企業交
流を推進するよう県に要望した。

【工業系未利用地への企業誘致及び企業の施設再整備への支援】
・東名秦野テクノパークに研究開発型企業１社の工場を誘致した。
・平成２０年中に工場を増築した企業１社及び平成２２年中に市内で工
場を移転した企業１社に対し、条例による固定資産税の減免措置（課
税免除）を適用した。

平成２３年度の
実績

【新技術、新製品の研究開発の促進】
・新製品・新技術の研究開発により企業体質の強化を促進するため、
商工会議所工業部会・東海大学・秦野市で産学公の連携を推進し、企
業と大学の人的・技術的交流を支援した。

【商店街空き店舗活用への支援】
＊新規補助件数　　０件(審査会出席　３件）
　 継続補助件数　　５件

【４駅周辺の商業環境の形成】
・４駅周辺の特性を生かした商店街づくりへに向けた勉強会や研修会
等の情報提供
・秦野駅前通り整備の進捗に併せた商店街の活性化に向けた研修会
等の情報提供
・表丹沢の玄関口としてふさわしい渋沢駅周辺商店街の活性化に向
け、地域との意見交換会を開催。

【秦野駅北口広場周辺まちづくりの支援及び広場再整備の検討】
・秦野駅北口広場周辺まちづくり協議会の開催を支援
・大秦ショッピングセンターの耐震診断への補助

【販売促進事業への支援】
＊補助申請団体　　 １８団体
   補助対象事業　　 ６３事業
   補助対象経費　　２１，５６４，８４１円
    補助額　　　　　     ４，７４０，０００円

【中核的農業者の育成支援】
・秦野市農業再生協議会の設立（H24.01.18)
・秦野市農業再生協議会による国の助成事業を活用した新規就農者
への早期経営安定化の支援事業及び将来に向けて持続性のある経
営体の育成を図るため集落営農の法人化に対する助成を行った。

【「農」の担い手育成・確保対策の推進】
・農業後継者が通う研修費用の一部を補助する。（2名に補助）
・農業参画の形態に応じて３コースの「はだの市民農業塾」を開催
（新規就農コース11名、基礎セミナーコース２３名、農産加工起業セミ
ナー8名）
・新規就農者に対し「かながわ農業サポーター事業」の活用（５名）
・新規就農者の相互の情報交換や技術向上を目的として、「はだの市
民農業塾就農連絡協議会」の設置（Ｈ24.3設置）





4-1-1

4-1-2

4-1-3

4-1-4

4-1-5

4-1-6

4-1-7

4-1-8

4-1-9

【工業系未利用地への企業誘致及び企業の施設再整備への支援】
1) 平成２４年中の工場増築企業２社に対し、固定資産税の減免措置
を適用

【新技術、新製品の研究開発の促進】
1) 同前記

【西部方面職業技術校（仮称）と市内企業等との連携促進】
1) 同前記

【新技術、新製品の研究開発の促進】
・４－１－２と同様

【商店街空き店舗活用への支援】
・新規補助件１件(審査会出席　３件）
・継続補助件数１件

【４駅周辺の商業環境の形成】
1)～3) 同前記

【秦野駅北口広場周辺まちづくりの支援及び広場再整備の検討】
1) 同前記

【販売促進事業への支援】
1) 同前記
・補助申請団体　　 １６団体
・補助対象事業　　 ６０事業
・補助対象経費　　１８，８８２，２６９円
・補助額　　　　　     　４，２６６，０００円

【中核的農業者の育成支援】
1)・2) 同前記
3) 「人・農地プラン」を策定し、国庫補助制度を活用した担い手育成支
援事業を実施

【「農」の担い手育成・確保対策の推進】
1) 農業後継者の研修費用を助成(1名）
2) 「はだの市民農業塾」を開催
・新規就農9名、基礎セミナー20名、農産加工起業セミナー12名
3) 「人・農地プラン」を策定し、国庫補助を活用した新規就農総合支援
事業の実施

平成２４年度の
実績



4-1-1

4-1-2

4-1-3

4-1-4

4-1-5

4-1-6

4-1-7

4-1-8

4-1-9

【商店街空き店舗活用への支援】
・審査会の実施(年２回)
　・新規補助件数　１件(審査会出席　１件)
　・継続補助件数　１件
・１０月１日から２回目の募集を開始

【工業系未利用地への企業誘致及び企業の施設再整備への支援】
1) 工業系未利用地への積極的な工場誘致と条例適用による固定資
産税の減免措置、条例改正の検討

【新技術、新製品の研究開発の促進】
1) 同前記

【西部方面職業技術校（仮称）と市内企業等との連携促進】
1) 西部職業能力開発推進協議会設立(4月5日)
2) 西部総合職業技術校開校(４月８日)
・技術校は市内企業の要望に沿って、従業員に対する技術・技能訓練
（スキルアップセミナー）を実施
・市は生徒の募集やイベント協力により連携を図っている。

【新技術、新製品の研究開発の促進】
・４－１－２と同様

【４駅周辺の商業環境の形成】
1)～3) 同前記

【秦野駅北口広場周辺まちづくりの支援及び広場再整備の検討】
1) 同前記
2) 大秦ショッピングセンターの耐震診断への補助

【販売促進事業への支援】
1) 同前記
・補助申請団体　１１団体
・補助対象事業　 ２４事業
・補助対象経費　４，２４３，４２０円
・補助額　　　　　　    ８００，０００円

【中核的農業者の育成支援】
1)・2)同前記

【「農」の担い手育成・確保対策の推進】
1)～3)　同前記

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績
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（小項目）
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3
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2 2 2 3 2

コメント

・県事業の上乗せ、申請もなく研究開発も低調
・成果が出るには時間が必要。任期中に達成できる項目は少ない。
・空き店舗対策を一層強化すべき
・駅周辺の商業環境の更なる対策を

2 4 2 4



評価・検証項目
大項目
中項目
4-2-1
4-2-2
4-2-3
4-2-4

4-2-1

4-2-2

4-2-3

4-2-4

活力ある産業と魅力ある観光のまち秦野
観光の振興

観光協会による各種団体との連携と効率的な観光施策の推進
地域の農林業との連携によるグリーンツーリズム、表丹沢野外活動センターを活用したエコツーリズムの推進
丹沢、水、緑、温泉をキーワードとした観光振興の推進
震生湖周辺整備計画と花のある観光地づくりの推進

・観光協会による各種団体との連携と効率的な観光施策の推進を図
り、市外からお客様をお迎えできる新たな観光資源の発掘を推進す
る。

・自然環境を活用し、観光農園、農業体験によるグリーンツーリズム、
アグリーツーリズムを推進し、都市住民との交流の促進により、地域振
興を図る。
・表丹沢野外活動センターを活用したエコツーリズムの推進を図る。事業の目指す方

向性

・秦野の魅力的な観光資源である『丹沢の山・水・緑』、『温泉』を活用
し、市民、事業者、行政は、これらの観光資源に磨きをかけるとともに、
新たな資源を創り出し、集客力の高い観光振興に取り組む。

・震生湖周辺の営農環境の保全と震生湖周辺と一体となった魅力ある観光地づくりを推進するため、震生湖周辺整備計画の具体化と花のある観光地づくりを推進する。



4-2-1

4-2-2

4-2-3

4-2-4

【水・緑・人が織り成す震生湖周辺整備事業】
・震生湖周辺整備計画素案を作成、関係課を対象とした連絡会議を実
施。
【花のある観光地づくりの推進】
・震生湖周辺の遊休農地に菜の花を播種し、誘客を図った。（栽培面積
6,787㎡）
・震生湖周辺整備計画の策定を進め、観光農園など農業にふれあえる
ゾーンニングと景観創出を目的とした花のある観光地づくりに取り組ん
だ。
【環境観光の検討】
・ボランティア団体と連携して散策路整備等を実施（東公民館付近の金
目川沿い、渋沢須賀神社から頭高山への散策路）

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績

【観光協会との連携強化】
・全国植樹祭に合わせ、丹沢はだの三兄弟を応援団に位置付け、広報
啓発活動に取り組んだ。
・全国有数の生産量を誇る食用八重桜を活用したコンテストを開催し、
桜の里「はだの」の発信に努め、新たな食による観光振興を行った。
・丹沢湘南観光連携会議による広域連携ツアーを企画立案「海選山選
～地元の名産・逸品を食し自然を満喫ツアー」し、ニューツーリズムの
実践に努めた。

【観光協会との連携強化】
・広域連携ツアーを企画立案し、「海選山選～地元の名産・逸品を食し
自然を満喫ツアー（表丹沢野外活動センターを活用したナイトハイク）を
23年2月に催行

【表丹沢野外活動センター事業の充実】
・親子キャンプ　・燻製づくり教室　・丹沢の自然素材を利用した野外工
作教室　・一市四町（松田・大井・中井・二宮町）及び茅ヶ崎・秦野青少
年交流キャンプの開催
・里地・里山関係団体と連携したセンターフェスティバルの開催

【環境観光の検討】
・ボランティア団体と連携して散策路整備等を実施（東公民館付近の金
目川沿い、渋沢須賀神社から頭高山への散策路）

【源泉を活用した魅力ある新たな観光資源の創出】
・鶴巻温泉街の再活性化を図るため、鶴巻温泉駅北口広場に大深度
の新源泉「つるまき千の湯」を確保（湯量：毎分350ℓ、湯温：38.8度）
・新源泉の活用策について協議するため、地元関係者で組織する鶴巻
温泉源泉活用検討会を設置し、源泉の活用方法について協議を行っ
た。

【環境観光の検討】
・ボランティア団体と連携して散策路整備等を実施（東公民館付近の金
目川沿い、渋沢須賀神社から頭高山への散策路）



4-2-1

4-2-2

4-2-3

平成２３年度の
実績

【源泉を活用した魅力ある新たな観光資源の創出】
・弘法の里湯に源泉引込工事を行い11月ニューアル（Ｈ23.11～Ｈ24.3
入館者数⇒62,694人　前年度同期55,652人・12.7%増）
・鶴巻温泉源泉活用検討会で新源泉の活用策について検討し、報告
書をまとめる。

【秦野戸川公園周辺の観光資源を活用したハイキングコースの設定】
・老朽化した大倉高原山の家（市所有財産）を解体し、新たな山岳休憩
施設として再整備し、山岳ハイキングコースに組み入れることを検討。
整備主体については、再整備検討組織を設置し、協議していくこととす
る。

【環境観光の検討】
・ボランティア団体と連携して散策路整備等を実施（東公民館付近の金
目川沿い、渋沢須賀神社から頭高山への散策路）

【観光協会との連携強化】
・広域連携による観光振興として、「丹沢湘南ロコ婚活ツアー」を実施
（24年2月）
・観光ボランティアによるアグリ―ツーリズム（七福神めぐりツアーで観
光農業体験）等の実践

【表丹沢野外活動センター事業の充実】
・上智大学との連携により、チャレンジ・イングリッシュ・キャンプを開催
し、こどもたちが英語に親しむとともに、都市に住む学生等との交流を
図った。
・表丹沢野外活動センター写真・絵画コンクールを開催

【環境観光の検討】
・ボランティア団体と連携して散策路整備等を実施（東公民館付近の金
目川沿い、渋沢須賀神社から頭高山への散策路）

【観光協会との連携強化】
・新規観光プログラムの開発
　県観光協会の地域連携型観光資源開発支援事業として、「南はだの
村七福神と鶴亀めぐり」が採択される。
　広域連携による観光振興として、「丹沢湘南ロコ婚活ツアー」を実施
する。（平成24年2月5日）
・観光案内宣伝の充実・強化



4-2-4

4-2-1

4-2-2

4-2-3

【水・緑・人が織り成す震生湖周辺整備事業】
・東京農業大学（農山村支援センター）の協力を得て、里地里山の視点
で震生湖周辺整備計画素案を見直すため、現地踏査とヒアリング、計
画の指針づくりを行う。
・震生湖湖畔遊歩道の改修工事、遊具広場の修繕

【花のある観光地づくりの推進】
・震生湖周辺の遊休農地に菜の花を播種し、誘客を図った。（栽培面積
8,098㎡）
・震生湖周辺整備計画の策定を進め、観光農園など農業にふれあえる
ゾーンニングと景観創出を目的とした花のある観光地づくりに取り組ん
だ。

【環境観光の検討】
・ボランティア団体と連携して散策路整備等を実施（東公民館付近の金
目川沿い、渋沢須賀神社から頭高山への散策路）

平成２３年度の
実績

平成２４年度の
実績

【観光協会との連携強化】
1) 新規観光プログラムの開発
・湘南地域県政総合センターの地域づくり活動促進事業として、「丹沢
大山やまなみスタンプラリー」を展開する。
・広域連携による観光振興として、「丹沢湘南ロコ婚活ツアー」を実施
（年4回）
2) 観光案内宣伝の充実・強化

【観光協会との連携強化】
1) 新規観光プログラムの開発
・「丹沢大山やまなみスタンプラリー」を展開
・「丹沢湘南ロコ婚活ツアー」を実施

【表丹沢野外活動センター事業の充実】
1) 同前記
2) 野外リーダー養成研修の開催

【環境観光の検討】
1) 里地里山を観光資源として、保全再生活動を通じてその活用を図っ
た。
　里山めぐりの開催（東地区、渋沢丘陵地区）

【源泉を活用した魅力ある新たな観光資源の創出】
1) 市温泉供給条例の制定（25年4月施行）
2) 弘法の里湯第２駐車場用地の取得
3) 高齢者向け平日入館入浴料の割引サービスを実施（平成25年1月
～）
4) 鶴巻温泉源泉活用検討会の開催

【秦野戸川公園周辺の観光資源を活用したハイキングコースの設定】
1) 同前記
 
【環境観光の検討】
1) 里地里山を観光資源として、保全再生活動を通じてその活用を図っ
た。
・里山めぐりの開催（東地区、渋沢丘陵地区）



4-2-4

平成２４年度の
実績

【水・緑・人が織り成す震生湖周辺整備事業】
1) 震生湖周辺の観光振興に必要となる土地の先行取得（進入路及び
水源地付近）
2) 震生湖周辺整備計画素案の作成

【花のある観光地づくりの推進】
1) 同前記　栽培面積8,098㎡
2) 同前記

【環境観光の検討】
1) 里地里山を観光資源として、保全再生活動を通じてその活用を図っ
た。
・里山めぐりの開催（東地区、渋沢丘陵地区）



4-2-1

4-2-2

4-2-3

4-2-4

【水・緑・人が織り成す震生湖周辺整備事業】
1) 震生湖湖畔の環境改善（四阿の撤去等）を行い、観光客が安全か
つ安心して滞在できる空間づくりに取り組む。
2) 震生湖湖畔の観光振興のあり方について基本方針をまとめる。

【花のある観光地づくりの推進】
1)　菜の花に加え、黄花コスモスを栽培する。
2) 同前記

【環境観光の検討】
1) 同前記

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【観光協会との連携強化】
1) 新規観光プログラムの開発
　軽トラックの荷台を店舗に見立てた市「丹沢はだの軽トラ市開催事
業」を本格展開する。
2) 観光案内宣伝の充実・強化
3) 食による観光振興

【観光協会との連携強化】
1) 新規観光プログラムの開発
　軽トラックの荷台を店舗に見立てた市「丹沢はだの軽トラ市開催事
業」を本格展開

【表丹沢野外活動センター事業の充実】
1)・2) 同前記

【環境観光の検討】
1) 同前記

【源泉を活用した魅力ある新たな観光資源の創出】
1) 旅館向け温泉配管布設工事の実施（25年10月～12月）
2) 新たな温泉施設の設計
3) 鶴巻温泉源泉活用検討会の開催

【秦野戸川公園周辺の観光資源を活用したハイキングコースの設定】
1) 同前記

【環境観光の検討】
1) 同前記



委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５
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4
評価

(中項目）
Ａ（中間Ａ）

4

4-2-4

4 4 3 3 4

4-2-3

3 3 4 4 4

評価
（小項目）

4-2-1

4 4 4 4 4

4

4-2-2

4 4 4 4 4

4

コメント

・社団法人観光協会の設立会員400人、行際 業際 地際型の観光開発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発は異
彩
・観光協会の活動は高く評価する。特にＨＰは良い
・観光協会の事業内容取組は斬新で前向きだ
・誰もが訪れたい町を目指すにはより一層の対策を要する
・目標に対する事業化は概ね達成されている



評価・検証項目
大項目
中項目
5-1-1
5-1-2
5-1-3
5-1-4

5-1-1

5-1-2

5-1-3

5-1-4

5-1-1

5-1-2

5-1-3

5-1-4

教育の充実を目指すまち秦野
歴史、文化、芸術の保全、振興

文化的視点を考慮したカルチャーパーク再整備構想の推進
文化団体の連携強化と芸術文化活動への支援
東田原中丸遺跡復元に向けた調査の続行
生涯学習施設と教育施設の複合化の検討

・市民の誰もが「元気・健(すこ)やか・いきいき」が実感できる場として、
一年を通し花や潤いの体感できる環境の中で利用しやすい、スポーツ
と文化の視点を考慮した場を目指す。

・文化を担う人々がいきいきと活動し「発展」するまちづくりを目指し、そ
れぞれの役割分担を踏まえて文化振興計画の策定及び施策を推進
する。

・平安時代末から鎌倉時代前半における波多野氏一族の館の一部で
ある「東田原中丸遺跡復元」に向け、引き続き調査する。

・将来を見据えて、公共施設の再配置の視点から公共施設の複合化
や多機能化を検討する。

【カルチャーパーク再編整備事業】
・カルチャーパーク再編整備構想を策定。（Ｈ22.6.1策定）
・市民の生涯学習や健康づくりを促進するとともに、日常生活の中で
憩い、リフレッシュする場として、カルチャーパークが、利用者の動線に
配慮した総合的な公園となるよう、駐車場の再配置を含めた機能を再
編整備する。

【市民の自主的な創作活動に対する支援】
・文化振興基金の有効活用と財団設立の是非について検討するた
め、秦野市文化振興基金活性化検討委員会を設置(H23.3月)。

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績

事業の目指す方
向性

【文化財の管理保存・調査研究・普及啓発の推進】
・東田原中丸遺跡第四次調査全体計画を策定。
平成24年度までに発掘を行い、25年度に報告書を刊行することを目標
とする。
・東田原中丸遺跡第四次調査を実施。
平成21年度24㎡　　平成22年度92㎡　累計116㎡

【計画的な公共施設再配置の推進】
１　平成22年3月に公共施設再配置計画を策定
２　計画推進体制の確立
３　シンボル事業を中心とした計画の推進
・義務教育施設と地域施設の複合化→庁内検討の実施



5-1-1

5-1-2

5-1-3

5-1-4

5-1-1

5-1-2

5-1-3

5-1-4

【カルチャーパーク再編整備事業】
・中央運動公園：用地取得及び実施設計
・中央こども公園：遊具広場などの改修

【文化財の管理保存・調査研究・普及啓発の推進】
・東田原中丸遺跡第四次調査を実施。
・平成23年度調査面積216㎡　累計調査面積332㎡

【計画的な公共施設再配置の推進】
・シンボル事業を中心とした計画の推進

平成２３年度の
実績

平成２４年度の
実績

【カルチャーパーク再編整備事業】
1) 中央運動公園：用地取得及び駐車場などの整備
2) 中央こども公園：運動広場などの改修

【市民の自主的な創作活動に対する支援】
1) 左記提言に基づき、市文化振興基金の用途の明確化を図るため、
有識者から成る懇話会を設置し、会議を開催した。

【文化財の管理保存・調査研究・普及啓発の推進】
1) 東田原中丸遺跡第四次調査を実施
・平成24年度調査面積320㎡　累計調査652㎡

【計画的な公共施設再配置の推進】
1) 同前記
2) 公共的機関のネットワーク活用
　保健福祉センター内に郵便局に誘致し、新たな財源（賃料）の開拓と
連絡所機能の補完を開始

【西中学校屋内運動場等複合施設の整備】
1) 複合施設としての整備に関する基本的な計画の策定、事業構想の
策定を行うため、複合施設先進地の視察、民間活力導入可能性調査
を実施し、複合施設整備事業構想を検討

【市民の自主的な創作活動に対する支援】
・秦野市文化振興基金活性化検討委員会の開催し、文化振興基金の
有効活用に関する提言が示された。
　①将来の財団法人設立のための出捐金の廃止
　②基金の活用方法における方向性の転換
　③基金の用途の明確化
　④市への貸付金の早期返済



5-1-1

5-1-2

5-1-3

5-1-4

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【カルチャーパーク再編整備事業】
1) 中央運動公園
・第1駐車場を整備、トイレの建設（工事中）
・備蓄倉庫を建設（予定）
2) 中央こども公園
・運動広場の整備（芝生広場）
・親子用・幼児用トイレを新築、既存トイレを建替え（予定）

【市民の自主的な創作活動に対する支援】
1) 懇話会において、支援する文化芸術分野の範囲、支援する個人・
団体の選考基準等について検討している。

【文化財の管理保存・調査研究・普及啓発の推進】
1) 東田原中丸遺跡第四次調査の報告書を刊行
　・『秦野の遺跡6』　判型A4判　頁数50頁　部数300部

【計画的な公共施設再配置の推進】
1) シンボル事業を中心とした計画の推進
2) 利用者負担制度の見直し
　将来にわたり持続可能な施設サービスを維持するため、一層の歳出
削減と利用者負担の適正化について検討

【西中学校屋内運動場等複合施設の整備】
1) 平成24年度に実施した調査結果に基づき、さらに詳細な調査を実
施するとともに関係者等へのヒアリング等を実施し、基本構想の策定
を行う。（予定）
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評価
（小項目）
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コメント

・秦野の文化的なシンボルゾーン人と人とが出会い触れあい学びあう拠点となるカル
チャー
　整備は未来のまちづくりとなる
・各項目の進捗状況は明確である。
・概ね達成しているが更なる事業化が必要



評価・検証項目
大項目
中項目
5-2-1
5-2-2
5-2-3
5-2-4
5-2-5
5-2-6
5-2-7

5-2-1

5-2-2

5-2-3

5-2-4

5-2-5

5-2-6

5-2-7

教育の充実を目指すまち秦野
秦野らしい教育の推進

自然環境再生の手法を学ぶ教育活動の拡大
幼(保)・小・中一貫教育の推進
教育に専念できる環境の整備
子ども一人ひとりのニーズに対応した教育の充実
先進的な教育手法の検討
通学区単位での子供の居場所の充実
農業と連携した食育の推進

・平成22年春季に開催される全国植樹祭を契機に、さらに発展事業とし
た環境教育へ取り組みを推進する。

・幼稚園から小学校へ、小学校から中学校への接続を滑らかにし、一
貫した教育理念のもとで、子どもたちの人格形成や基礎学力の向上に
取り組める教育体制を整える。
・「小１プロブレム」、「中１ギャップ」など児童・生徒指導や学力向上とい
う学習指導に対応するため、子どもの発達や学年の段階を踏まえたな
めらかな接続を目指す。

・理不尽な要求や難題を学校側に突きつける「モンスターペアレント」へ
の対策として、学校の危機管理という視点から基本対応マニュアルや
教師への危機管理研修を実施する。
・教育施設の耐震化や老朽化した教育施設の計画的な改修に取り組
む。

・郷土愛の育成や道徳教育の強化など、人間としての基本的な躾や常
識を養い、強く美しい日本の心を持った誇りある元気なはだのっ子を育
てる環境づくりを目指す。
・子どもの発育、成長過程にあわせた教師の教育指導の充実を図る。
・一人ひとりのニーズに対応した教育の充実を図る。

事業の目指す方
向性

・市内小・中学校の児童、生徒の学力や学習状況をきめ細かく把握・分
析し、教育課題を検証し、学校と親の求める教育の実施について共に
考え改善を図る。

・未来の子育て世代である子どもたちに、様々な体験・交流等により
「子育ち」を促進するための場や機会を提供する。
・子供の居場所づくりとして、地域の施設や遊び場、特に、小学校の放
課後児童ホームの担う役割は大切であり、その充実を図る。

・市内の安全・安心な生産物（やさい、くだものなど）の地産地消を推進
するとともに、農業施策と連携し、食育の推進を図るため食育推進計画
を策定する。



5-2-1

5-2-2

5-2-3

5-2-4

5-2-5

5-2-6

【郷土の自然や文化・歴史を愛し、大切にしようとする子どもを育成する
ための事業の実施】
・はだのっ子アワード事業の一層の周知及びふるさと秦野検定、体験
活動部門の実施
ふるさとはだの検定実施（7月）、体験活動部門（通年）、はだのっ子ア
ワード表彰式の開催（1月）
・学校環境マネジメント研修会の実施及びPDCAサイクルを踏まえた「エ
コキッズはだの」の推進
エコキッズはだの実務担当者会の開催（5月）、各園校での取組み（通
年）

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績

【幼小中一貫教育・教育課程研究推進の充実】
・5中学校区における幼小中一貫教育についての連絡会、検討推進委
員会、相互学習参観の実施、交流活動、研修の実施
・全幼稚園、小中学校への里地里山自然環境を活用した環境教育の
研究委託
・幼小中一貫教育に関わる調査研究の推進（国語、算数・数学、理科に
おける資料の作成）

【安全・安心で快適な教育環境の整備】
・平成２１年度の耐震診断により、基準を下回った、西・末広小学校の
校舎各１棟の耐震補強工事を行うため、設計を行った。

【支援教育の推進】
・発達障害等児童生徒　小学校13校49名、中学校2校2名の教育指導
助手を派遣
・特別支援学級　小学校12校、中学校１校に32名の介助員を配置

【国際理解教育の推進】
・外国語指導助手（ＡＬＴ）６名を全小・中学校に配置（小学校527日、中
学校420日）
・上智大学生（イングリッシュフレンド）による授業支援を委託
・外国人児童生徒日本語指導推進事業で小・中学校に12名の指導協
力者派遣

【キャリア教育の推進】
・道徳、総合的な学習の時間、特別活動と関連を図りながらキャリア教
育を実施
・地域と連携した「職場体験学習」を実施

【幼児教育の充実】
・様々な団体等との積極的な交流を実施（14園・667回）
・必要な加配教諭を設置(39人)するなど全園で障害児等を受入れ

【教育ニーズに応じた研究・研修の充実】
・教育課題に即した研修会の実施及び研究成果を周知浸透させるため
の研究発表会の実施
教育研究発表会の開催（8月）
・幼小中一貫教育を踏まえた教科研究等の調査研究事業の推進

【放課後児童健全育成事業の推進】
・次世代育成支援計画後期計画を策定。平成２６年度までに２箇所増
設し、計２３箇所の児童ホームを設置することを目標とする。
・放課後子ども教室を上小学校児童を対象に実施、年間１３回開催、参
加者数平均４０名



5-2-7

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績

【地域に根ざした食育の推進】
・生産者団体代表と学校現場代表が前年度の反省と次年度の計画に
ついて話し合いをした。また、納入業者である地元青果店にできる限り
地場農産物を納品するようお願いすることにより、地場農産物の導入
拡大を図った。
・平成２２年度の学校給食における地場産物の使用割合は３０．６％と
なった。（平成２１年度は２８．４％）



5-2-1

5-2-2

5-2-3

5-2-4

5-2-5

5-2-6

5-2-7

【支援教育の推進】
・発達障害等児童生徒　小学校13校49名、中学校2校2名の教育指導
助手を派遣
・特別支援学級　小学校13校、中学校１校に37名の介助員を配置

【国際理解教育の推進】
・外国語指導助手（ＡＬＴ）を全小・中学校に配置（小学校595日、中学校
360日）
・上智大学生（イングリッシュフレンド）による授業支援を委託
・外国人児童生徒日本語指導推進事業で小・中学校に10名の指導協
力者派遣

【教育ニーズに応じた研究・研修の充実】
・教育課題に即した研修会の実施及び研究成果を周知浸透させるため
の研究発表会の実施
教育研究発表会の開催（8月）
・幼小中一貫教育を踏まえた教科研究等の調査研究事業の推進

【放課後児童健全育成事業の推進】
・平成２３年７月に、南小学校内に１児童ホームを増設（２２箇所目）。
・放課後子ども教室を上小学校児童を対象に実施、年間１３回開催、参
加者数平均３２名

【地域に根ざした食育の推進】
・学校給食における地場産物の使用割合は３０．７％。

平成２３年度の
実績

【郷土の自然や文化・歴史を愛し、大切にしようとする子どもを育成する
ための事業の実施】
・はだのっ子アワード事業の一層の周知及びふるさと秦野検定、体験
活動部門の実施
ふるさとはだの検定実施（7月）、体験活動部門（通年）、はだのっ子ア
ワード表彰式の開催（1月）
・学校環境マネジメント研修会の実施及びPDCAサイクルを踏まえた「エ
コキッズはだの」の推進
エコキッズはだの実務担当者会の開催（5月）、各園校での取組み（通
年）

【幼小中一貫教育・教育課程研究推進の充実】
・全中学校区における幼小中一貫教育についての連絡会、推進検討
委員会の実施、相互の学習参観、出張授業の実施、交流活動、研修
の実施
・全幼稚園、小中学校への里地里山自然環境を活用した環境教育の
研究委託
・幼小中一貫教育に関わる調査研究の推進（国語、算数・数学、社会、
情報教育における資料の作成）

【安全・安心で快適な教育環境の整備】
・平成２２年度の設計を基に西・末広小学校の耐震補強工事を施工
・平成２２年度に実施した耐震診断により、基準を下回った、渋沢小学
校４棟の耐震補強工事を行うため、設計を行った。
・学校建設公社への委託による学校施設の計画的な改修（空調設備設
置、外壁塗装、屋上防水、内部改修、設備改修工事等）





5-2-1

5-2-2

5-2-3

5-2-4

5-2-5

5-2-6

5-2-7

平成２４年度の
実績

【郷土の自然や文化・歴史を愛し、大切にしようとする子どもを育成する
ための事業の実施】
1)・2) 同前記

【幼小中一貫教育・教育課程研究推進の充実】
1)・2) 同前記
3) 幼小中一貫教育に関わる調査研究の推進（国語、算数・数学、保健
体育、防災教育）

【安全・安心で快適な教育環境の整備】
1) ・2)  同前記
3) 市内学校施設耐震化率１００％を達成
・渋沢小学校(４棟)の耐震補強工事を施工
・子育て支援交付金基金を活用した学校施設の改修工事（南・上・南が
丘小学校）
4) 空調設備の導入
・小中学校の教室へ空調設備を導入するための整備調査を実施

【支援教育の推進】
1) 小学校13校49名、中学校3校3名の教育指導助手を派遣
2) 同前記

【国際理解教育の推進】
1)～3) 同前記

【キャリア教育の推進】
1)・2) 同前記

【幼児教育の充実】
1) 14園・695回
2) 加配教諭を設置(49人)
3) 同左

【教育ニーズに応じた研究・研修の充実】
1)・2) 同前記

【放課後児童健全育成事業の推進】
1) 児童ホーム対象年齢を小学校３年生から４年生に拡大。持続可能性
及び費用負担の公平性を確保するため利用料を徴収
2) 同前記
3) 放課後子ども教室を他地域に拡大していく際の課題の検討

【地域に根ざした食育の推進】
1) はだの生涯元気プラン（秦野市食育推進計画）を策定
2) 学校給食における地場産物の使用割合
   ２６．９％
※計画目標は３０％以上と位置付け



5-2-1

5-2-2

5-2-3

5-2-4

5-2-5

5-2-6

5-2-7

【幼小中一貫教育・教育課程研究推進の充実】
1)・2) 同前記
3) 幼小中一貫教育に関わる調査研究の推進（外国語、算数・数学、保
健体育、キャリア教育）

【安全・安心で快適な教育環境の整備】
1) 同前記
2) 学校施設の計画的な改修
　・学校建設公社への委託から一般会計で実施
3) 空調設備の導入
・小中学校の普通教室等に対する空調設備導入のための実施設計を
実施（26年度～実施予定）

【支援教育の推進】
1) 小学校13校49名、中学校3校3名の教育指導助手を派遣　1日の勤
務時間を４時間から5.5時間に増加
2) 小学校13校、中学校２校の特別支援学級に39名の介助員を配置

【国際理解教育の推進】
1)～3) 同前記

【キャリア教育の推進】
1)・2) 同前記

【幼児教育の充実】
1)・2) 同前記
3) 「公立幼稚園あり方検討委員会」において、国の新たな子ども子育
て制度に対応した幼児教育の方向性などを検討し、教育委員会に提言
（予定）

【教育ニーズに応じた研究・研修の充実】
1)・2) 同前記

【放課後児童健全育成事業の推進】
2)・3) 同前記

－

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【郷土の自然や文化・歴史を愛し、大切にしようとする子どもを育成する
ための事業の実施】
1)・2) 同前記



委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

3
評価

(中項目）
Ｂ（中間Ｂ）

3

5-2-7

3 3 2 3 4

5-2-6

2 3 3 3 3

5-2-5

3 3 2 3 3

4 2 4 3

3

評価
（小項目）

5-2-1

3 3 3 3 5

3

5-2-2

3 3 2 3 3

3

5-2-3

5-2-4

4

3

・ふるさと秦野検定事業は続行へ
・自然環境再生体験・歴史・文化実習体験は「授業」「事業」で学ぶのか。双方か
・何を以て一貫教育と言っているのか不明
・現状は専念できない状況なのか
・一人一人のニーズに対応できるのか
・何を以て先進的というのか？教育委員会との関連は？
・農産物が食育とどのように関連するのか？
・学校施設耐震化100%は評価
・未実施の分野の早期の着手が必要

コメント

3 4 3 4 2

3



評価・検証項目
大項目
中項目
5-3-1
5-3-2
5-3-3
5-3-4

5-3-1

5-3-2

5-3-3

5-3-4

5-3-1

5-3-2

5-3-3

5-3-4

教育の充実を目指すまち秦野
体育・スポーツレクリエーションの振興

スポーツ・レクリエーション活動の充実
中央運動公園の整備
安全で快適なウォーキングコース、サイクリングコースの整備
各種スポーツ施設の拡充とスポーツ大会の積極的誘致

・スポーツ・レクリエーション施設の整備、充実、総合中央運動公園の
活用を図るとともに、既存スポーツ施設の有効活用、学校開放等によ
り地域におけるスポーツ活動の場の整備、拡充に努める。

・中央運動公園の整備は、「カルチャーパーク再編整備構想」を踏ま
え、利用者の視点や動線に配慮し、バリアフリー新法や防災機能を備
えた公園への対応を図り、市民に親しまれ、誰もが楽しめる総合的な
公園として、再編整備を図る。

・県と連携し水無川両岸の整備促進を図るとともに、多くの市民が集
い、ふれあえ、安全で快適なウオーキングコースとして楽しめる空間を
確保する。
・市民が快適にウォーキングやサイクリングを楽しめる環境整備の検
討を行う。

・スポーツ・レクリエーション活動の推進や市民が求めるスポーツを振
興するため、体育協会等関係団体と連携を図り、各種スポーツ教室や
大会の誘致等を進める。

【スポーツ広場の充実検討】
・なでしこ広場テニスポスト修繕等、安全･安心なスポーツ広場の整備
に努めた。

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績

事業の目指す方
向性

【スポーツ施設などの改修】
・中央運動公園陸上競技場走り幅跳び走路改修工事、野球場塗装工
事、テニスコート改修工事等

・未実施

【スポーツ施設などの改修】
・中央運動公園陸上競技場走り幅跳び走路改修工事、野球場塗装工
事、テニスコート改修工事等
【スポーツ広場の充実検討】
・なでしこ広場テニスポスト修繕等、安全･安心なスポーツ広場の整備
に努めた。



5-3-1

5-3-2

5-3-3

5-3-4

5-3-1

5-3-2

5-3-3

5-3-4

5-3-1

【スポーツ広場の充実検討】
・なでしこ広場テニスコート修繕等、安全･安心なスポーツ広場の整備
に努めた。

【スポーツ施設などの改修】
・中央運動公園プール改修工事、総合体育館メインアリーナ床等改修
工事

【みずなし川緑地の整備】
・散策路整備（左岸）　L=262m,W=1.2m インターロッキング舗装A=274
㎡
・サイクリングを楽しめる環境整備については、「風の道構想」を念頭
に、水無川沿線に関する「道路の在り方」等について、道路交通体系
調査等の資料を活用しながら、事業計画を検討する。

【スポーツ施設などの改修】
・中央運動公園プール改修工事、総合体育館メインアリーナ床等改修
工事
【スポーツ広場の充実検討】
・なでしこ広場テニスコート修繕等、安全･安心なスポーツ広場の整備
に努めた。

平成２３年度の
実績

平成２４年度の
実績

【スポーツ広場の充実検討】
1) なでしこ広場トイレ・汚水枡の修繕等、安全･安心なスポーツ広場の
整備に努めた。

【スポーツ施設などの改修】
1) 中央運動公園プール更衣室等改修工事、総合体育館洋式トイレ改
修工事、総合体育館サブアリーナ床塗装工事、中央運動公園野球場
芝張り整備工事等

【みずなし川緑地の整備】（完了）
1) 散策路整備（右岸）　常盤橋～新常盤橋292m,インターロッキング舗
装=309㎡、木製座板設置15箇所

【サイクリングを楽しめる環境整備】
1) 同前記

【スポーツ施設などの改修】
５－３－２と同様

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【スポーツ広場の充実検討】
1) スポーツ広場への砂の補充や草刈り等、安全･安心なスポーツ広場
の整備に努める。



5-3-2

5-3-3

5-3-4

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

3
評価

(中項目）
Ｂ（中間Ｂ）

3

5-3-4

2 3 3 3 3

2 3 3 3 2

評価
（小項目）

5-3-1

3 3 3 3 3

3

5-3-2

3 3 4 4 3

3

5-3-3

・スポーツ施設の有効利用をめざしながら施設の修繕、整備に終始
・各項目成果が見られる
・着実に事業内容は進んでいる
・目的達成のために市民の満足度が高くなる必要があるが、それにはまだ時間がかか
る

コメント

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【スポーツ施設などの改修】
1) 中央運動公園陸上競技場トラック全天候改修工事（26年2月完成予
定）、総合体育館洋式トイレ改修工事等

【サイクリングを楽しめる環境整備】
1) 同前記

【スポーツ施設などの改修】
５－３－２と同様

【スポーツ大会の積極的誘致】
1) 宝くじスポーツフェア・はつらつママさんバレーボールｉｎはだの開催
（６月）
2) 日本女子ソフトボールリーグ１部の開催（６月）



評価・検証項目
大項目
中項目
6-1-1
6-1-2

6-1-1

6-1-2

6-1-1

6-1-2

6-1-1

6-1-2

平成２３年度の
実績

【県、商工会議所との連携による中小企業の経営革新の促進、起業家
支援】
・積極的な広報宣伝、呼びかけにより参加を促した。
　商工会議所ニュースへの掲載及び商工会議所商業部会等でのPR
・相談事業の充実と情報提供の場及び機会の工夫を図った。
・市と商工会議所との連携の中で、各種の情報を提供した。

トップ・マネジメント力を発揮した効率的な行政運営
高機能で効率的な市役所の実現

コストの低減、サービスの向上を目指した、新たな視点での民間委託の拡充
農協、商工会議所等の連携による市民サービスの拡充

・新行革プランを策定し、「民間でできる仕事は、民間で」の発想を推し
進め、段階的にできるだけ民間企業に委託する。

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績

事業の目指す方
向性

・産業間の連携、強化(農業、商業、工業)を図るため、農協、商工会議
所等と行政が連携し、市民サービスの拡充を図ります。

【行財政改革の推進】
・H23.3 新はだの行革推進プランを策定
　　効果額として４０億円を目標（民間委託等の推進では約３億円）

【行財政改革の推進】
・新行革推進プランの効果額　目標 290,114千円・実績473,204千円
（163%）
・民間委託等の効果額　　　　　目標  31,639千円・実績 56,654千円
（179%）
・民間委託等の主な改革実施項目
　・学校業務員業務（8校→10校）
　・給食調理業務（6校→7校）

【県、商工会議所との連携による中小企業の経営革新の促進、起業家
支援】
・積極的な広報宣伝、呼びかけにより参加を促した。
　商工会議所ニュースへの掲載及び商工会議所商業部会等でのPR
・相談事業の充実と情報提供の場及び機会の工夫を図った。
・市と商工会議所との連携の中で、各種の情報を提供した。



6-1-1

6-1-2

6-1-1

6-1-2

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

評価
(中項目）

Ａ（中間Ｂ）

評価
（小項目）

6-1-1

4 3 4 3 4

4
6-1-2

2 3 4 3 4

・民間委託は民間、法人のパワーアップにつながる。徹底したニュービジネスの創出を
求め
　行革を進めたい
・進捗は見られる

コメント

平成２４年度の
実績

【行財政改革の推進】
1) 新行革推進プランの効果額
　・目標591,739千円･実績1,115,193千円（188%）
2) 民間委託等の効果額
　・目標97,635千円･実績109,530千円（112%）
3) 民間委託等の主な改革実施項目
　・ごみ収集業務（拡大）
　・給食調理業務（7校→8校）
　・上下水道料金業務の包括的民間委託、地域活動支援センターひま
わりの民営化（新規）

【県、商工会議所との連携による中小企業の経営革新の促進、起業家
支援】
1)～3) 同前記

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【行財政改革の推進】
1) 新行革推進プランの効果額
　・目標 948,229千円
2) 民間委託等の効果額
　・目標 177,922千円
3) 民間委託等の主な改革実施項目
　・図書館業務（拡大）

【県、商工会議所との連携による中小企業の経営革新の促進、起業家
支援】
1)～3) 同前記
4) 若手農業後継者と若手商業後継者との連携を開始
　・トマト＆洋菓子・お茶などのコラボ商品の開発・販売、イベントの共
催

3



評価・検証項目
大項目
中項目
6-2-1
6-2-2

6-2-1

6-2-2

6-2-1

6-2-2

6-2-1

6-2-2

・行政財産の有性を検証し、必要性が低いものは、用途廃止し、普通
財産に切り替え、最善の方法で資産を活用し、又は売却する。
・既に普通財産となっている低・未利用地については、公共事業にお
ける代替地としての可能性などを模索した上で、売却、交換、移転す
ることにより財産収入の確保、財産の有効利用に努める。

・未実施

【自主財源の確保】
・未利用地の売却や貸付等の有効活用により、財源の確保を図った。

事業の目指す方
向性

トップ・マネジメント力を発揮した効率的な行政運営
健全な財政運営の確立

健全財政を維持するための未収金対策の強化と重点的、効果的予算配分
資産を活用した財源確保の推進

・市財政の健全化を図るため、財政運営の原則を確立するとともに、
国保会計をはじめとした特別会計への繰り出し金の規則化を定める。
・平成16～20年度までの「はだの行革推進プラン」では、具体の改革
に取り組み、約31億円の効果を得た。この効果額は、年々増大する社
会保障関係経費への財源として、重点的に配分することができたた
め、引き続き取り組む。

【財政推計に基づく計画的な財政運営】
・平成２４年度予算編成における要求基準として、次の額を設定し、予
算編成を実施した。
①　「義務的経費等」及び「建設事業等（総合計画に位置づけのある
ハード事業及び新規ソフト事業）」については、総合計画に係る財政推
計を上限
②　①に係る事業を除いた｢業務運営費」については、部等を単位とし
た平成２３年度当初予算額（業務運営費ベース）に対して△５％

【自主財源の確保】
・未利用地の売却や貸付等の有効活用により、財源の確保を図った。
 ・平成23年9月から旧本町保育園跡地の貸付を実施

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績

平成２３年度の
実績



6-2-1

6-2-2

6-2-1

6-2-2

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

4

6-2-2

3 3 4 3 4

6-2-1

3 4 4 3 4

・未収金回収の一元化を図った効果が出てきた
・成果が見られる
・債権回収課設置により未収金の削減4.5億は貢献度大
・より一層の充実が必要

コメント

平成２４年度の
実績

【財政推計に基づく計画的な財政運営】
1) 平成２５年度予算編成における要求基準として、次の額を設定し、
予算編成を実施
・ 「建設事業費等」は市長ヒアリング（24年8月実施）の数値、「義務的
経費等」は平成25年度～34年度における将来推計の数値を上限
・「業務運営費」… 同前記

【未収金対策の強化】
1) 未収金額は過去最大となった平成21年度末57.1億円から23年度末
52.6億円と約4.5億円を削減

【自主財源の確保】
1) 同前記
2) 保健福祉センター内の空きスペースを郵便局に貸付を実施（平成
24年10月）

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【財政推計に基づく計画的な財政運営】
1) 財政推計上の歳入及び歳出を基準とした予算編成

【自主財源の確保】
1) 同前記

3
評価

(中項目）
Ａ（中間Ｂ）

評価
（小項目）



評価・検証項目
大項目
中項目
6-3-1
6-3-2
6-3-3

6-3-1

6-3-2

6-3-3

6-3-1

6-3-2

6-3-3

トップ・マネジメント力を発揮した効率的な行政運営
職員の意識改革と能力開発の推進

・退職者のうち専門的知識を有する者や経験豊富な者は、再雇用制
度を積極的に活用する。
・高度化、専門性が求められる職種については、専門職制の導入を検
討する。

・技術職や専門性の高い技能を有する職種は、必要に応じて民間企
業経験者を採用する。

・国・県・関係機関等への派遣、被災地現場への派遣、大学・民間企
業等への研修機会を拡充し、自立した職員、先進性を備え経営感覚を
もった人材の育成を行い、職員力の強化を図る。

【職員の意識改革と職員育成の推進】
・定年退職者の内、専門的知識や豊富な経験を活用できるとする希望
者を再任用職員として採用。
・再任用職員採用実績　38名

【職員の意識改革と職員育成の推進】
・身体的能力を必要とする職種以外の職員採用試験において、年齢
制限を設けずに幅広い分野からの人材確保を実施。
・職員採用実績
　38名（うち、民間企業経験者等20名）

専門職制の導入と再雇用制度の活用
幅広い人材確保のための民間企業経験者の採用
研修制度の充実

【職員の意識改革と職員育成の推進】
・職員の専門性向上のため、各課等における専門研修への派遣
・職員の政策形成能力の向上に向けた基本研修や公募による派遣研
修
・自治大学校や国土交通大学校への派遣研修
・環境省(1名)、国土交通省(1名)、神奈川県(1名)、ＴＶＫ(1名)への職員
派遣

事業の目指す方
向性

平成２２年１月～
平成２３年３月の

実績



6-3-1

6-3-2

6-3-3

6-3-1

6-3-2

6-3-3

6-3-1

6-3-2

6-3-3

【職員の意識改革と職員育成の推進】
1) 同前記
・職員採用実績
　39名（うち、民間経験者10名）

【職員の意識改革と職員育成の推進】
1) ～3) 同前記
4) 国土交通省関東地方整備局(1名)、内閣府(1名)への職員派遣研修
を実施
5) 早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会への参加（３
名）

平成２５年度（９
月末日まで）の

実績

【職員の意識改革と職員育成の推進】
1) 同前記
　再任用職員採用実績　33名

【職員の意識改革と職員育成の推進】
1) 同前記
・職員採用実績
　36名（うち、民間経験者11名）

【職員の意識改革と職員育成の推進】
1)～5)　同前記
6) 地域における防災事務を担う人材を育成するため、内閣府安全防
災担当への職員派遣（予定）。

平成２４年度の
実績

【職員の意識改革と職員育成の推進】
1) 同前記
　再任用職員採用実績　27名

【職員の意識改革と職員育成の推進】
・定年退職者の専門的知識や豊富な経験を有効活用するため、最小
の経費で最大の効果が得られるよう、業務の必要性と人材確保のバ
ランスを関係部署と調整を図り、翌年度採用予定者の選考を実施し
た。
・再任用職員採用実績　38名

【職員の意識改革と職員育成の推進】
・職員採用実績
　56名（うち、民間企業経験者等13名）

【職員の意識改革と職員育成の推進】
・環境省(1名)、国土交通省(1名)、神奈川県(1名)、ＴＶＫ(1名)への職員
派遣研修を継続実施
・危機管理対策や政策に対する取組みや解決法を学ぶため、幹部職
員の被災地視察研修を実施

平成２３年度の
実績



委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

委員１ 委員２ 委員３ 委員４ 委員５

4
評価

(中項目）
Ａ（中間Ｂ）

3 3 4 3 5

評価
（小項目）

6-3-1

3 3 4 3 5

4

4

6-3-3

6-3-2

3 3 4 3 5

・再任雇用を是とする考え方があるが、若い職員減がどういう世代格差問題を招くか
・行政職に携わる人々の活性化が見られる
・自己啓発させるための研修参加は今後も継続必要
・方向性、対策については問題がなく達成している

コメント


