平成28年度 7つのプロジェクト

重点事業

本町のまちづくりの将来像を具現化するため、特に重点的に進めるべき取り組みをまちづくりの７
つのプロジェクトにおいて推進します。この７つのプロジェクトは、さまざまな分野にわたって相互
に関連する取り組みを一体的に組み合せ、総合的に展開することにより、大きな効果を生み出すこと
を狙っています。

人・心・自然、やさしさと出会いを創造する町－箱根
重点事業総額（31事業、16億8,932万円）
1

子育てにやさしいまちづくりプロジェクト

５事業 6億4,377 万円

次代を担う子どもたちが、豊かな人間性を兼ね備え、心身ともに健康で過ごせるような地域環境を整備
するとともに、安心して子どもを産み、ゆとりをもって子育てができるような環境を整備します。
【新規】
ＩＣＴ活用教育推進事業
1

小・中学校において、ＴＶ会議サービスを
活用した交流事業を行う。

106 万円

幼児学園や保育園に「ピースフルプログラ
ム」を導入し、子どもたちの心の発育を図
る。

56 万円

宮城野保育園新園舎を建設する。（鉄骨造
平屋建・延床面積948.29㎡）

6億556 万円

箱根中学校校舎長寿命化改良工事を進める
にあたり、基本設計を行う。

2,107 万円

学校教育課
【新規】
箱根保育教育推進事業
2
子育て支援課
【一部新規】
宮城野保育園建設事業
3
子育て支援課

4

【一部新規】
中学校校舎等整備事業
学校教育課

5

放課後、保護者等の適切な保護を受けるこ
とができない小学校6年生までの児童の健全
な育成を図るため、放課後児童クラブを運
子育て支援課 営する。

放課後児童健全育成事業

1,552 万円

２

健康で生きがいとやさしさのあるまちづくりプロジェクト

４事業

3,405 万円

町民がいきいきと地域でともに支え合い、健康で安心して暮らせるまちづくりを進めます。
【新規】
＜介護保険特別会計＞
1
在宅医療・介護連携推進事業

2

在宅医療と介護連携についての普及啓発の
ため、講演会や関係職員による共同研修を
実施し、医療と介護の相談窓口の体制強化
健康福祉課 を図る。

202 万円

町民の健康増進を図るため「はつらつ町民
健康教室」「温水プール水泳教室」「食育
事業」「健康福祉フェスティバル」「心の
健康づくり事業」等の事業を行う。

238 万円

生活習慣病の予防、早期発見、早期治療の
ための検診を行う。

1,984 万円

後期高齢者の健康診査（身体計測、脂質・
肝機能・血糖検査等）を実施し、後期高齢
者の健康保持・増進を図る。

981 万円

健康づくり推進事業
健康福祉課

3

生活習慣病予防推進事業
健康福祉課

4

後期高齢者保健事業
保険年金課

３

環境先進観光地づくりプロジェクト

５事業

9,719 万円

地球規模での環境問題や低炭素社会づくりへの貢献、恵まれた自然環境を保全・活用し、普遍的価値を
持つ持続可能な観光地として、多くの人々に安らぎと潤いをもたらし、世界から目標とされる国際観光地
づくりを進めます。
【新規】
箱根ファン創出事業
1

箱根を応援してくれた皆さまに感謝のキャ
ンペーンを実施するとともに、９月に東京
で開催されるツーリズムEXPOジャパンに
観光課 出展する。

【新規】
ジャパングルメフェスティバル招致
2 事業

一昨年に友好都市となったスイス・サンモ
リッツの協力により、ジャパン・グルメ
フェスティバルを招致するための準備を行
観光課 う。

【一部新規】
箱根関所誘客宣伝事業・箱根関所整
3 備事業
生涯学習課
【新規】
東京2020大会ホストタウン事業
4
企画課

5

箱根ジオパーク推進事業

1,220 万円

300 万円

スマートフォン用観光アプリの導入を行う
とともに、箱根関所資料館の耐震工事や屋
外柵等の補修工事を実施する。

8,037 万円

選手や関係者との交流を通じて、地域にお
けるスポーツ振興や教育文化の向上、友好
関係の構築を図る。

30 万円

平成28年の日本ジオパーク再認定に向け、
ジオツアーの開催やガイド養成、各種パン
フレットの作成等の普及啓発、野外解説板
企画課 の設置等の環境整備を行う。

132 万円

４

安全・安心のまちづくりプロジェクト

５事業

2億674 万円

平成２３年３月に未曾有の被害をもたらした東日本大震災及び原子力災害を教訓とし、総合的な危機管
理機能を強化し、町民はもとより観光客の生命・財産を迅速かつ適切に保護できるような、体制づくりを
行います。また、さまざまな犯罪や交通事故に関する不安を解消するために、地域が一体となって安全で
安心な地域づくりを進めます。
【新規】
大涌谷火山対策事業
1

火山活動の活発化に備え、観測設備の設置
や火山防災に関する啓発活動を行う。

1,603 万円

防災行政無線のデジタル化について、プロ
ポーザル方式による発注のための準備を行
う。

906 万円

消防車両（消防ポンプ自動車・小型動力ポ
ンプ付積載車）を更新し、消防活動体制の
充実および機動力の向上を図る。

5,899 万円

耐震改修促進法の改正により耐震診断義務
付けの対象となった大規模建築物につい
て、耐震改修に要する経費に対し補助金を
都市整備課 交付する。

1億1,867 万円

有害鳥獣による生活被害等の防止を図るた
め、イノシシ・シカの捕獲・駆除を行う。

399 万円

総務防災課

2

【一部新規】
防災行政無線整備事業
総務防災課

3

消防車両整備事業
消防本部

要緊急安全確認大規模建築物耐震化
4 補助事業

5

有害鳥獣対策事業
環境課

５

住まう人にやさしいまちづくりプロジェクト

５事業

５億5,167 万円

本町の地域特性を生かした快適で個性ある住環境を整備するとともに、だれもが住みたい、住み続けた
いと思えるようなまちづくりを進めます。

1

【新規】
住みたいまち箱根推進事業

第２子以降の出産に対して祝い金を支給す
るほか、若い世帯に対する住宅取得やリ
フォーム費用に対して助成を行う。

584 万円

町道仙１号線ほか、計１１路線の道路整備
を行い、安全・安心な道路環境を確保す
る。

1億4,230 万円

橋りょう点検結果を基に、片倉橋の保全補
修を行う。また、橋長２ｍ以上の橋りょう
の調査を行い、長寿命化修繕計画を策定す
都市整備課 る。

2,743 万円

老朽化したポンプ設備や、遠方監視装置の
更新を行い、安定給水を図る。

1億9,200 万円

第１号、第２号の公共下水道における処理
場及びポンプ場等の設計、工事を行い、施
設設備等の長寿命化を図る。

1億8,410 万円

企画課
【一部新規】
道路整備事業（町道仙１号線ほか、
2 計１１路線）
都市整備課
【一部新規】
橋りょう長寿命化改修事業
3

4

＜水道事業会計＞
一般建設改良事業
上下水道温泉課

5

＜下水道事業特別会計＞
公共下水道長寿命化事業
上下水道温泉課

６

町民、事業者、行政による協働のまちづくりプロジェクト

３事業

855 万円

箱根町自治基本条例に規定する「協働のまちづくりの推進」の具現化を図ります。

【新規】
町制60周年記念事業
1

火山活動と観光に関する記念講演会や町の
あゆみを振り返る写真展の開催、幼児学園
や幼稚園、保育園、小中学校への記念品の
配布などを行う。

200 万円

平成29年度を始期とする「箱根町第６次総
合計画」基本計画を策定する。

335 万円

平成29年度を始期とする次期都市計画マス
タープラン（都市計画に関する基本的な方
針）を策定する。

320 万円

総務防災課

2

総合計画策定事業
企画課

箱根町都市計画マスタープラン策定
3 事業
都市整備課

7

地方分権の推進と行財政改革推進プロジェクト

4事業 1億4,735 万円

地方分権社会において本町らしい施策展開をするとともに、箱根町自治基本条例に規定する「健全で持
続可能な行財政運営」と「効率的かつ効果的な行政運営」を行います。

【新規】
ふるさと納税促進事業
1

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
システムの運用や謝礼品と交換できるポイ
ントの発行を行う。
財務課 （寄付見込額２億5千万円）

【一部新規】
斎場事務広域化推進事業
2

平成31年度の供用開始にむけ、設計及び建
設工事に着手する。

1億581 万円

1,341 万円

総務防災課
【新規】
公共施設等総合管理計画策定事業
3

公共施設のほか道路、橋りょうなどの都市
基盤系施設の総合管理計画を策定する。

799 万円

「社会保障・税番号制度」導入に伴い、情
報漏えい防止のためのセキュリティ対策を
実施し、庁内ネットワークの強靭化を図
企画課 る。

2,014 万円

財務課
【一部新規】
電子計算処理推進事業
4

