また︑土砂災害や洪水などの
さらに︑住民や観光客らの更
なる救命率の向上を図るため︑
老朽化した高規格救急自動車を
更新するとともに︑引き続き︑

動時の安全性の確保と確実な消

ジョン2020﹂を踏まえ︑東
危険区域とともに︑避難所など
の周辺の状況を明示した新たな
ハザードマップを作成し︑住民
や観光客に避難情報を提供して
いきます︒

オパーク認定へのステップアッ

さらに︑平成 年度に策定し

また︑畑宿地区において︑畑

さらに︑昨年 月に施行され
た耐震改修促進法の一部改正に
伴い︑昭和 年 月 日以前に
建てられた不特定多数が利用す

を発信し︑町民の利便性の向上
に努めます︒

消防・救急関連施策について
は︑火災のない町づくりを推進
するため︑住民や宿泊施設など
に対して積極的な防火指導を行
うとともに︑幼稚園児らに対す
る防火教育や︑少年少女消防体
験を通じて︑幼少期からの防火
思想の啓発に努めていきます︒
また︑通信の高度化および効
率的な電波利用の観点から︑消
防救急無線のデジタル化を積極
的に推進するため︑引き続き︑
共通波および活動波の整備を進
め︑気象観測機器を更新して庁
内ＬＡＮを利用した気象情報の
共有化を図り︑災害の発生に備
えた事前体制を確立し︑消防活

また︑芦之湯地区について︑
歴史資源などを生かした芦之湯
のさらなる魅力を高めるため︑
地域の方々と協働により﹁芦刈
の里﹂づくりの一つとして︑ま
た︑県の施策である﹁未病を治
すかながわ宣言﹂と連携を図り︑
国民保養温泉地指定を目指すと
ともに︑阿字ヶ池周辺の環境整
備を進めていきます︒

地方分権の推進と

高度救命処置用資機材などを整
備し︑安全で迅速な救命体制の
維持・強化に努めていきます︒

住まいづくりの支援について
は︑持ち家促進事業として︑住
宅取得の利子補給︑融資保証料
の補助を実施するとともに︑木
造住宅の耐震診断や耐震改修︑
一部屋耐震化工事の補助を行い︑
快適で安全安心な住まいづくり
を支援していきます︒

しん ちょく

状況も参考にしながら︑受け入
れ強化を検討するとともに︑財
政健全化プランの取り組み内容
や目標を再確認し︑併せてその
進捗状況も検証していきます︒
公共施設の管理運営について
は︑建設された施設の老朽化に
よる建て替えや大規模修繕など
が必要になってきていますが︑
厳しい財政状況の中で全てに対
応することは困難なため︑公共
施設の在り方について︑再編成
計画の骨子となる基本方針を策
定していきます︒
広域行政については︑環境︑
防災︑情報︑交通などの高度化 ・
多様化する広域課題解決に向け
た調査・研究を︑県西部広域行
政協議会を中心に進めるととも
に︑﹁南足柄市との連絡道路﹂
の早期完成へ向け︑協力してい
きます︒
事務処理の効率化関連施策に
ついては︑電子自治体の実現に
向け︑住民基本台帳︑町税︑保
険年金といった基幹系システム

は︑第１号公共下水道において
は富士見ヶ丘分譲地内︑第2号

るコミュニティ助成事業を活用

町民活動支援関連施策につい
ては︑㈶自治総合センターによ

策については︑行政改革大綱や

行財政改革・広域行政関連施

会保障・税番号制度﹂に向け︑
遺漏のないよう準備を進めます︒

れる地方公共団体における﹁社

の共同化の運用開始を︑本年度

公共下水道においては湖尻地内

財政健全化プランの一層の推進
を図るため︑改めて︑行政大綱

から本格的に開始します︒
また︑平成 年度から開始さ

国県道については︑狭隘箇所

し︑引き続き地域団体の活動備
品などの整備に係る費用を助成

と納税﹂について︑他市町村の

推進計画に掲げている﹁ふるさ

の下水を取り込むための管路を
整備し︑引き続き第3号公共下

着手できるよう︑引き続き協力

の改善が求められている県道7
23号関本小涌谷線の強羅〜宮

行財政改革推進プロジェクト

防通信体制の充実を推進します︒

今後さらに訪日客の増加が期待
されるタイ・インドネシア・ベ
トナムなど東南アジア地域にも
目を向けていきます︒
る大規模建築物は︑耐震診断お
よびその結果公表が義務付けら
れました︒その対象となるホテ
ル・旅館で︑避難生活者の受け

プにしたいと思っています︒

その他︑本町が名実ともに国
際観光地として飛躍をするため
に︑スイス・サンモリッツ市と
の友好都市の提携を行っていき
入れ施設として防災拠点に位置
付け可能な施設には︑耐震診断
の補助を行っていきます︒

京オリンピック・パラリンピッ
クの隣接県としての役割を十二
分理解し︑誘客︑宣伝にさらに
力を入れていきます︒
外国人観光客誘致については︑

ます︒
また︑富士山周辺を訪れる外

れ環境の向上に努めていきます︒
安全・安心の
まちづくりプロジェクト
防災・減災対策関連施策につ
いては︑現在運用している全国
瞬時警報システム﹁Ｊ Ａ
―ＬＥ
ＲＴ﹂に︑昨年 月 日から導
入された気象情報などの﹁特別
警報﹂にも対応できるよう必要
な措置を講じていきます︒

町民︑事業者︑行政による
協働のまちづくりプロジェクト

の井戸調査︑未給水地域解消の
ため︑継続して塔之澤地区の配

また︑町民の町政への参加機
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宿生産森林組合を中心とした里
地・里山活動団体を組織し︑匠
の森を拠点とした保全活用につ
いて支援していきます︒
た﹁地下水保全計画﹂に基づき︑
地下水観測井によるモニタリン
グ調査や︑実験用雨水浸透施設
を設置します︒
エネルギー関連施策について
は︑箱根の貴重な資源である温
泉の余熱利用による発電システ
ムの導入などについて︑産・学 ・
官の協働による検討結果を踏ま
え︑温泉資源の保護を最優先に
考えた上で︑引き続き県や事業
者等と連携しながら︑その普及
促進に取り組み︑住宅用太陽光
発電システムの設置や︑地球温
暖化防止と排出ガスによる大気
各種イベント等に協力する他︑
１月に﹁神奈川なでしこブラン

国人観光客の滞在や観光利便性
誘客宣伝については︑来町意
などを促進するために︑山梨・
欲を高めるため︑各種媒体にあ
静岡・神奈川県が連携し取り組
らゆる視点から効果的な箱根の
んでいる﹁Ｆｕｊ ｉｓａｎ Ｆ
イメージ付けや情報提供など︑
ｒｅｅ Ｗｉ Ｆ
―ｉプロジェク
幅広い宣伝を実施するとともに︑ ト﹂に積極的に参画し︑受け入

汚染防止の促進のため︑環境に
配慮した電気自動車および電気
自動車普通充電器設置に係る費
ド﹂として︑﹁箱根芸妓・きら
り妓﹂と﹁Ｆ Ｓ
―ＴＹＬＥＰＲ
ＯＪ ＥＣＴで考案した商品﹂が

上げた﹁五輪のための神奈川ビ

また︑世界文化遺産となった
富士山に訪れる観光客の宿泊の
場所として︑同時に︑県が立ち

認定されたことから︑これらを
女性の活躍を促進する視点から
も県と連携しＰＲしていきます︒

用の一部を助成します︒
観光関連施策については︑箱｢
根ジオパーク﹂の情報発信の拠
点となる﹁箱根ジオミュージア
ム﹂を4月 日にオープンし︑
月には日本ジオパーク関東大
会が開催されることから︑マス
コットキャラクターを使った普
及啓発活動を行い︑地域内外へ
の浸透を図るとともに︑世界ジ

住まう人にやさしい
まちづくりプロジェクト

きょうりょう

道路・水路等関連施策につい
ては︑安全・安心な道路などの
環境を整備するため︑町道仙１
号線をはじめとする主要な幹線
道路を計画的に整備します︒
老朽化が進む町道の橋梁につ
いては︑橋梁の長寿命化修繕計
画に基づき︑災害時の緊急輸送
路に指定されている町道湯１号
線の湯本大橋の保全工事を行い
ます︒

まちづくりの推進については︑
第5次総合計画が平成 年度を
もって終了することから︑﹁箱
根町自治基本条例﹂の基本理念
を基に︑平成 年度を初年度と
する新たな総合計画の策定に着
手していきます︒
新総合計画の策定においては︑
多くの町民が参画できる機会を
設け︑計画づくりに努めていき
ます︒
広報・広聴関連施策について
は︑広報紙や回覧といった紙媒
体︑インターネットを活用した
ホームページやメールマガジン︑
テレビ神奈川が提供する地上デ
ジタル波によるデータ放送を利
用し︑町の防災・観光情報など

水管布設工事を行い︑安定供給

会の拡充については︑各種協議
会や︑パブリックコメントの実

11

5

します︒

施により進めていきます︒

56

水道の整備を進めます︒

下水道事業関連施策について

に努めるとともに︑より安全で
安心な水の供給を図ります︒

していきます︒
環境関連施策については︑公
害防止など排出基準に適合させ
るため︑一般廃棄物の焼却処理
を行う清掃第1プラントおよび
し尿処理を行う第2プラントの
補修工事を実施します︒
有害鳥獣対策では︑サルやイ
ノシシらによる︑生活や農作物
などへの被害対策を進めていき
ますが︑特にイノシシ対策につ
いては︑県において新たに﹁イ
ノシシ集中捕獲モデル事業﹂の
実施が予定されているため︑県
と連携を図り︑対策強化に取り
組んでいきます︒
上水道事業関連施策について
は︑元箱根地内などの老朽管の
整備を推進するとともに︑老朽
化した計装設備の更新や︑運転
から 年経過している大芝水源
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城野間の道路改良工事にも早期
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