平成24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（47事業、11億8,561万円）
1

子育てにやさしいまちづくりプロジェクト

７事業

9,456 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。

1

子宮頸がん等ワクチン接種事業
健康福祉課

2

3

4

5

6

7

ヒブ、肺炎球菌、子宮頸がんを予防する
ワクチン接種の助成を行う。

妊娠期から幼児期までの心身の健康管理
および安心して子育てができる土台づくり
子育て支援課 を行うための母子保健を推進する。
放課後、保護者等の適切な保護を受ける
放課後児童健全育成事業
ことができない小学校低学年児童の健全な
育成を図るため「放課後児童クラブ」を開
子育て支援課 設する。
小児保健の向上と小児家庭の生活の安定
小児医療費助成事業
を支援するため、医療費の自己負担額を全
額助成する。
子育て支援課 対象者：中学校卒業までの者
母子保健活動推進事業

少子化・核家族化に伴う育児不安解消及
び育児支援を図るため、子育て支援セン
子育て支援課 ター等の運営を行う。
「箱根町子ども読書推進計画」に基づ
子ども図書銀行推進事業
き、小中学校児童生徒の積極的な読書活動
を、図書ボランティア・家庭・学校・社会
学校教育課 教育センターの協働により推進する。
町内・町外の高等学校等へ通学する生徒
通学費を補助することにより、保護者の教
高等学校等通学費補助事業
育費負担の軽減を図る。
子育て支援センター等運営事業

学校教育課

補助金額＝
（３か月定期代－保護者負担額10,000円）×４期

475 万円

816 万円

1,025 万円

2,400 万円

543 万円

97 万円

4,100 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

８事業

5,220 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。
「箱根町地域福祉計画」の進行管理を行
うとともに、地域での見守り活動を推進
し、災害時要援護者の支援体制を構築す
健康福祉課 る。
町内の医療機関の受診（かかりつけ医）
地域医療体制推進事業
推進のため冊子を作成・配布する。また、
箱根地域で開院の医師に対し、補助を行
健康福祉課 う。
生活習慣病の予防、早期発見・早期治療
生活習慣病予防推進事業
のための検診を行う。（一般健康診査、肝炎ウ

【新規】
地域支え合い推進事業
1

122 万円

2

445 万円

3

4

イルス検診、各種がん検診、成人歯科健康診査、
健康福祉課 がん検診精度管理委託）

地域活動支援センター事業

地域活動支援センターの施設運営につい
てＮＰＯ法人「やまばと」に委託する。

700 万円

人工透析者、重度障がい者等を対象に、
タクシーの運賃または自動車燃料費の一部
健康福祉課 を助成する。

535 万円

健康福祉課
5

6

7

8

在宅重度障がい者等支援事業

特定の年齢に達した女性に対して、子宮
頸がん及び乳がん検診の促進を図るととも
健康福祉課 に、正しい知識の普及・啓発を行う。
住民の健康増進を図るため「温水プ ル
住民の健康増進を図るため「温水プール
健康づくり推進事業
水泳教室」「食生活改善及び推進員養成講
座」「心の健康づくり事業」「口腔がん予
健康福祉課 防啓発事業」等の事業を行う。
女性特有のがん検診推進事業

後期高齢者保健事業

後期高齢者の健康診査の実施に関する経
保険年金課

３

2,050 万円

費

「環境先進観光地」づくりプロジェクト

244 万円

224 万円

900 万円

１４事業 ２億５,5５９ 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
づくりを進める。
【新規】
1

温泉余熱利用による発電システムの導入
について、神奈川県と連携し調査・研究を
企画課 行う。

再生可能エネルギー調査研究事業

【新規】
町道仙20号線道路整備事業
2

町道仙20号線に街路灯（ＬＥＤ）を設置
する。

10 万円

250 万円

都市整備課
3

（仮称）箱根火山学習センター建設事業

観光課

（仮称）箱根火山学習センターの建設に
向けて実施設計を行う。

700 万円

4

5

箱根ジオパーク推進事業

平成24年度中の日本ジオパーク認定を目
指した取組みを行うほか、パンフレットの
作成、ガイド養成等の普及啓発活動を行
企画課 う。

地下水保全対策事業
企画課

6

住宅用太陽光発電補助事業
企画課

7

豊かな森林づくり事業

80 万円

地下水保全計画の計画内容に沿ったモニ
タリング調査等を行う。

2,560 万円

住宅太陽光発電システムを設置した者に
対し補助を行う。

52 万円

水源環境を保全・再生するため、町有
林・私有林を整備する。

5,309 万円

観光課・財務課
8

9

10

11

12

13

14

４

環境に配慮した電気自動車等の普及促進
を図るため、各種事業を行うとともに、普
財務課・環境課 及促進のために庁内活用を図る。
地域のまちづくり活動に取り組む団体及
景観まちづくり推進事業
び景観協力店認定を目指す個人・店舗を支
援し、地域住民の主体的なまちづくり活動
都市整備課 の推進を図る。
電気自動車普及促進事業

40 万円

ごみの発生、排出抑制及び資源化による
ごみ減量化を住民・事業者・行政が一体と
環境課 なって総ぐるみで推進する。

1億2,000 万円

植物の栽培や気象観測を通じて、環境問
題への意識を向けるとともに、花づくりを
意識を向
とと
花づ
を
通しての思いやりある優しい心を育てる。
学校教育課

100 万円

ごみ減量化・再利用推進事業

環境学習推進事業

452 万円

観光客誘致のため、観光情報の提供等誘
客宣伝を行う。

誘客宣伝事業

（各種媒体宣伝、観光パンフレット等作成、観
観光課 光展開催、はこね学生音楽祭補助等）

外国人客の誘客宣伝及び受入体制の整備
を図るため次の事業を行う。（外客向けパン

国際観光推進事業

フレット作成、湯本「Ｖ」案内所委託、富士箱根
観光課 伊豆国際観光テーマ地区神奈川県協議会負担金）

箱根関所歴史文化推進事業

復元５周年を迎える箱根関所と、その周
辺史跡等の文化・歴史を広く紹介する。（箱

根関所特別公開ガイドツアー、箱根関所資料館展
生涯学習課 示改良）

安全・安心のまちづくりプロジェクト

７事業

2,550 万円

1,341 万円

115 万円

1億8,555 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】
災害時の迅速かつ確実な出動体制を図る
消防情報機器等整備事業
1
ため、位置情報システム（ＧＰS)を導入し
消防本部 た消防指令システムに更新する。

1億5,988 万円

2

地震等災害対策事業
総務課

3

休日急患救急医療推進事業
健康福祉課

4

ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業

健康福祉課
5

地震等災害医療対策事業
健康福祉課

防災訓練、備蓄食糧の整備、防災講演
会、自主防災組織の育成を行う。

600 万円

日曜日等、休日の急病患者の一次救急医
療を確保する。

685 万円

緊急通報装置を設置し、ひとり暮らし老
人等の日常生活の安全確保を図る。

181 万円

地震等の災害に備え、医療用資機材の更
新を行う。

70 万円

町民自らが所有し、居住する木造建築物
の耐震化に要する経費に対し補助をする。

【拡充】
木造住宅耐震化補助事業
6

（耐震診断費補助、耐震改修費補助、本年度から
都市整備課 一部屋耐震化補助を拡充）

7

５

消防救急無線のデジタル化（移行期限：
平成28年5月）に向け、活動波の基本設計
消防本部 を行う。

消防無線デジタル化推進事業

住まう人にやさしいまちづくりプロジェクト

６事業

100 万円

931 万円

3億7,753 万円

本町
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
地域特性を
た快適 個性ある住環境を整備する
もに、だれも 住みた 、住み続けた
いと思えるようなまちづくりを進めます。
【新規】
仙石原公園整備事業
1

仙石原公園用地を、箱根町土地開発公社
から買い戻しをする。
都市整備課 （事業用地購入

2

持ち家促進事業
企画課

3

町道整備事業（3事業）

2億1,305 万円

面積：2,606.66㎡）

住民の持ち家促進を図る。（個人住宅取得
資金利子補給、個人住宅取得資金融資保証料補
助）
各地域の道路の円滑な交通を確保するた
め、町道の整備を行う。（町道宮185号線、

183 万円

2,800 万円

都市整備課 仙1号線、仙13号線）
＜水道事業会計＞
送配水管整備事業
4

老朽化した配水管等の更新を行い、安定
給水を図る。

4,886 万円

給水可能となった塔之澤地区において、
給水区域の拡大を図るとともに、引き続き
元箱根地域と芦之湯地域間の送水管整備に
上下水道温泉課 伴う路面復旧工事を行う。

4,540 万円

上下水道温泉課
＜水道事業会計＞
水道統合整備事業
5

6

＜下水道事業特別会計＞
第３号公共下水道事業
上下水道温泉課

酒匂川流域下水道への編入に伴う幹線整
備等の負担を行う。

4,039 万円

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

593 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】
データ放送情報発信事業
1

2

3

7

学校跡地利活用事業

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
企画課 光情報などの情報を発信する。
旧仙石原中学校跡地活用について、プロ
ポーザル方式により決定した民間事業者と
の事業契約締結支援及び事業内容点検を行
企画課 う。

姉妹都市洞爺湖町との相互交流（自治
会、中学生）を図るとともに、その一環と
観光課、総務課、学校教育課 して物産展を開催する。

姉妹都市親善交流事業

地方分権の推進と行財政改革推進プロジェクト

２事業

19 万円

250 万円

324 万円

2億1,425 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」を行う。
【新規】
公有地購入事業
1

2

平成25年度の土地開発公社の解散に向け
て、土地開発基金を財源として購入した土
財務課 地の買戻し、売却を行う。

電子計算処理推進事業
企画課

電子計算機による事務処理の合理化と住
民サービスの向上を図る。

2億145 万円

1,280 万円

