令和３年度 6つの基本目標

重点事業

将来像の実現に向けて６つの基本目標を定め、まちづくりを推進します。
この６つの基本目標のもとに３０の施策を展開し、将来像であります「やすらぎとおもてなし
のあふれる町－箱根」を目指してまいります。

将来像：やすらぎとおもてなしのあふれる町－箱根
重点事業総額（30事業、6億6,107万円）

1

皆が支えあう、誰もが元気なまちづくり

5事業

1,432 万円

町民が年齢や性別、障がいのあるなしにかかわらず住み慣れた地域で安心して生活できるよう、
福祉や医療のサービス提供とともに地域住民による支えあいの活動を支援することを目指します。
【新規】事業内容／事業拡充内容
長寿健診結果を集約した国民健康保険データ
ベースシステムにより対象者を抽出し、必要
【新規】
に応じて口腔ケアや低栄養状態の改善に向け
保健と介護予防の一体化事業
1
た専門職による個別指導を実施するととも
に、健康増進と介護予防に関する教室を開催
保険健康課・福祉課 する。

№

2

事業名（所管課）

高齢者サポート事業
福祉課

3

子育て家庭応援事業
子育て支援課

4

5

事業総額

614 万円

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心し
て暮らせるように、ツアー型買い物支援サー
ビス（試行実施）及び高齢者バス回数券の購
入費用を助成する。

549 万円

子育てに関する講座や保護者同士が交流でき
るプログラムを組み合わせて実施する「子育
てスクール(仮称)」を開催し、育児の負担感や
孤立感等を和らげ適切な養育につなげる。

168 万円

母子保健や子育てに関する相談支援を行う
「子育て世代包括支援センター」において、
子育て世代包括支援事業
コロナ禍における各種相談補完のため、タブ
レット端末を活用したオンライン相談を実施
子育て支援課 する。

20 万円

児童の生活の安定、見守りを含む子育て支援
策「こども宅食サービス」の負担軽減（料金
引下げ）・対象者の拡大を行い、サービスの
さらなる向上・充実を図る。

81 万円

こども宅食サービス事業
子育て支援課

２

未来を拓く人材が育ち、町民相互に高めあうまちづくり

5事業

1億1,544 万円

箱根に愛着を持ち、未来を拓く人材を育てるとともに、学んだことを地域で生かし、自己の能力
を最大限発揮することができる社会づくり、人権を尊重し、交流によってお互いに高めあう社会づ
くりを進めることを目指します。
№

事業名（所管課）

【新規】事業内容／事業拡充内容
子育て支援策として小中学校の児童生徒の給
食費を一律無償化し、子育て世代の家計負担
を軽減し、子育てされている方を積極的に支
援する。

2,879 万円

小中学校に整備したタブレット端末を授業で
使用するほか、夏休み期間中の宿題など家庭
ICT活用教育推進事業
学習にも活用する。また、各家庭でオンライ
ン学習できるように通信環境の整備費用を助
学校教育課 成する。

4,515 万円

【新規】
学校給食無償化事業
1
学校教育課

2

3

箱根土曜塾運営事業
学校教育課

4

5

小学校校舎等整備事業

高校受験対策として町内在住の中学3年生を対
象に開講している公営塾の受講者(率)は年々増
加し成果も上がってきているので、さらに開
講期間・回数を増やし充実を図る。

458 万円

良好な学校教育環境の充実を図るため、箱根
の森小学校と仙石原小学校の普通教室にエア
コンを設置する。また、湯本小学校の長寿命
化工事に向け校舎等の耐力度調査を実施す
学校教育課 る。

2,957 万円

史跡を適切に保存管理、活用していく箱根旧
街道保存活用計画に基づき、石畳等文化的資
産を観光資源とする箱根旧街道整備基本計画
を令和３・４年度の２カ年で策定する。

735 万円

箱根旧街道杉並木保護対策事業
生涯学習課

３

事業総額

誰もが住みたくなる、より良い生活環境のまちづくり

4事業

9,769 万円

道路や住宅環境の整備、環境衛生の推進などにより、箱根に住みたいと思える環境づくりを目指
します。
№

1

事業名（所管課）

【新規】事業内容／事業拡充内容

【新規】
仙石原湯沢川整備事業

事業総額

令和元年台風第19号で被災した仙石原湯沢川
の安全を確保するため護岸復旧工事を実施す
る。

1,700 万円

町道箱１号線の歩道未設置区間の道路線形修
正及び歩道設置に伴う道路拡幅工事を実施す
る。

4,850 万円

道路法の規定に基づき、町道にかかる５６橋
について５年に一度の橋梁点検を実施し、橋
の安全確保・維持管理に努める。

2,300 万円

町民生活の安全を確保するためイノシシやシ
カ等の有害鳥獣を、町や猟友会以外の方が捕
獲した際に報償金を交付する有害鳥獣捕獲実
施報償金制度を創設する。

919 万円

都市整備課

2

町道箱１号線道路改良整備事業
都市整備課

3

橋りょう長寿命化改修事業
都市整備課

4

有害鳥獣対策事業
環境課

４

環境にやさしく、安全・安心なまちづくり

8事業

6,792 万円

町の財産である自然環境を大切にし、環境負荷の少ない循環型社会の形成、事故や災害に迅速に
対応できる安全なまちづくりを目指します。
№

事業名（所管課）

【新規】事業内容／事業拡充内容

【新規】
電気自動車普及促進事業
1
企画課
【新規】
くらしの安全推進事業
2

犯罪のない安心・安全なまちづくりを推進す
るため、自治会等が防犯カメラを設置する費
用、また70歳以上の住民が迷惑電話防止機能
付き電話機を購入する費用をそれぞれ助成す
総務防災課 る。

＜水道事業会計＞
【新規】
3
災害時応急給水タンク整備
上下水道温泉課

4

5

地震等災害対策事業

町内19カ所の災害時拠点箇所に組立式給水タ
ンクを順次配備し、いざという時に被災者へ
効率的に飲料水を供給できるよう町内の災害
時応急給水体制を構築する。

保存期限を迎える備蓄食糧等の更新に伴い内
容を一部見直す。また、土砂災害及び洪水の
区域の更新に伴いハザードマップを改定する
ほか、新たに町民向け防災出前講座も実施
総務防災課 し、地域防災力の強化を図る。

環境基本計画策定事業
環境課

6

環境先進観光地・箱根の一環として仙石原地
内国道138号沿いに急速充電器を新たに設置
し、町内におけるEVの利用促進を図り、CO2
の削減に寄与する。

ごみ処理広域化推進事業

環境基本条例に基づき、環境保全等に関する
基本的な事項を定める第3次環境基本計画をと
りまとめ、気候変動等に対応した施策を推進
する。

事業総額

368 万円

120 万円

285 万円

1,155 万円

270 万円

足柄下郡系統共同処理開始に向け、本町に整
備する可燃ごみ中継施設及び資源化施設の整
備運営に係る事業方式等について検討する。

1,898 万円

消防本部及び箱根分遣所のエアコン更新、第2
分団第3部詰所のエアコン設置、第５分団第1
部詰所の内外改修を行うなど、消防関連施設
の適正な維持管理に努める。

2,523 万円

環境課

7

消防施設等整備事業
消防本部

8

消防情報機器等整備事業

県内消防組織の広域連携のため県から貸与さ
れたタブレット及び町で配備するタブレッ
ト、スマートフォンを活用し、消防活動現場
において各部隊間と通信指令室が円滑に情報
消防本部 共有できる体制を構築します。

173 万円

５

癒しと文化を提供する観光産業づくり

5事業

1億4,611 万円

多くの人々に安らぎとうるおいをもたらし、伝統文化や歴史が感じられ、世界から目標とされる
国際観光地づくりを進めることにより、観光産業の更なる発展につなげることを目指します。
№

事業名（所管課）

【新規】事業内容／事業拡充内容

【新規】
町内経済活性化事業
1

事業総額

使用可能な店舗に登録を希望する町内のすべ
ての店舗で利用できる箱いこクーポンを町外
の方々に販売し町内経済の活性化を図る。

6,187 万円

創立3年が経過し、各方面で精力的に事業を展
開している箱根DMOが一層成果を上げられよ
う引き続き支援するとともに、町も連携協働
してHOT21観光プランの推進を図る。

2,500 万円

多くの方に利用されている湯本駅前公衆トイ
レの大規模改修工事を実施し、利便性・快適
性の向上を図る。

5,087 万円

温泉観光地箱根の伝統芸能である芸妓文化の
振興、保存・継承のため、幅広い層の観光客
が芸者に親しみ、裾野を広げる湯本見番の活
動に補助し、箱根のブランド力アップを図
観光課 る。

490 万円

箱根の地場産業であり伝統的工芸品に指定さ
れている箱根寄木細工の振興、保存・継承の
ため、町の公式サイトからその魅力を情報発
信し、箱根のブランド力アップを図る。

347 万円

観光課

2

箱根DMO支援事業
観光課

3

公衆トイレ整備事業
観光課

4

5

伝統文化継承事業

箱根物産振興事業
観光課

６

行政の効率的経営と官民協働体制の強化

3事業 2億1,959 万円

限られた行政資源を効率的・効果的かつ計画的に配分しながら、健全な行財政運営を行っていく
とともに、協働のまちづくりを更に進めることを目指します。
№

事業名（所管課）

【新規】事業内容／事業拡充内容

事業総額

全国のコンビニのキオスク端末を利用して住
【新規】
民票の写しや税証明などが受けられる交付
証明書コンビニ交付スタート事業
1
サービスを開始し、町民の利便性向上を図
る。
総務防災課・税務課

43 万円

第６次総合計画基本構想に基づき、令和４年
度から始まる後期５年間の基本計画をとりま
とめ、将来像「やすらぎとおもてなしあふれ
る町―箱根」の実現を目指す。

562 万円

本町へのふるさと納税を促すため、制度周知
を図るとともに、クレジットカード決済やポ
イント制返礼システムに加え、新たな決済返
礼方法について検討する。
財務課 （寄付見込額4億５千万円）

2億1,354 万円

2

総合計画後期基本計画策定事業
企画課

3

ふるさと納税促進事業

