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１ 実施計画の概要 

（１）策定の目的 

実施計画は、総合計画後期基本計画に掲げた目標の達成に向けて取り組む施策を着

実に推進していくため、今後３年間で行う具体的な事業を明らかにするものです。 

 

 

（２）計画期間 

平成 28年度から平成 30年度までの３年間を計画期間としています。 

なお、平成 29 年度以降の計画策定に当たっては、毎年度、ＰＤＣＡサイクルを活

用して事業の見直しを行います。 

 

【ＰＤＣＡサイクル】 

 

 

 

 

（３）対象事業 

① 総合計画後期基本計画に掲げる主要事業 

 

② 新規の事業で主要事業に位置付けられるもの 

 

 

（４）総合計画後期基本計画（施策体系） 

実施計画に掲げる事務事業は、総合計画後期基本計画の施策体系に基づき、整理し

ています。 

 

実施計画の策定 

施策(事業)の実施 

施策(事業)評価 

次期計画へ反映 

この計画に記載する事業内容は、現時点のものであり、今後の社会経済情勢や町の財政事情

により、変更となる場合があります。 
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基本目標 

≪後期基本計画 施策体系図≫ 

 

１ 地域で支え合う福祉の推進  地域福祉 
 

  

２ 町民主体の健康づくりと地域医療の推進  健康づくり・地域医療
 

  

３ 高齢者福祉の推進  高齢者福祉 
 

  

４ 介護予防事業と介護給付事業の充実  介護保険 
 

  

５ 障がい者福祉の充実  障がい者（児）福祉 
 

  

６ 子ども・子育て支援の充実  育て支援
 

  

７ 災害に強いまちづくり  災害対策・危機管理 
 

  

８ 交通事故・犯罪のないまちづくり  交通安全・防犯 
 

  

９ 消防・救急対策の推進  消防･救急 
 

  

10 消費者教育の推進  消費生活 
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安心・安全

なまち 

富
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活
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お
や
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１ 広域連携の推進  広域連携 
 

  

２ 健全な財政運営の確立  財政運営 
 

  

３ 効率的な行政運営の推進  行政運営 
 

  

４ 参加と協働によるまちづくり  参加･協働･情報共有 

 

４ 

計画の推進

のために 

１ 恵まれた環境の保全  環境保全･富士山 
   

２ 清らかで豊かな水資源の保全と活用  水資源・水辺 
   

３ ごみの減量化と適切な処理  ごみ・環境衛生 
   

４ 人と自然が調和する景観の形成と環境美化の推進  景観・環境美化 
   

５ 安全な水の安定供給  上水道 
   

６ 適切な汚水処理の推進  汚水処理 
   

７ 活力ある土地利用の推進  土地利用 
   

８ 便利で快適な道路網の整備  道路網 
   

９ 公共交通の活性化  公共交通 
   

10 良好な住環境の実現  住環境 
   

11 公園・緑地整備の推進  公園・緑地 

 

１ 

便利で快適

なまち 

１ 心豊かな生涯学習の推進  生涯学習 
 

  

２ 地域文化の振興と健全な青少年の育成  地域文化・青少年 
 

  

３ スポーツ・レクリエーション活動の振興  
 

  

４ 生きる力を育む学校教育の充実  学校教育 
 

  

５ 地域間交流・国際交流の推進  
 

  

６ 誰もが活躍できる男女共同参画の推進  男女共同参画 
 

  

７ 三来
み ら い

拠点事業の推進  雇用創出・賑わい 
 

  

８ 活気ある農業の振興  農業 
 

  

９ 適切な森林整備を通じた林業の活性化  林業 
   

10 人が訪れ、消費が拡大する観光交流の振興  観光交流 
 

  

11 賑わいと活気があふれる商工業の振興  商工業 
   

12 定住・移住の促進と婚活支援  定住・移住 

 

３ 

いきいきと

したまち 

将来像 基本施策 施策分野 



【第１章　便利で快適なまち】

１－１ 恵まれた環境の保全

事　業　名 担当課 総務課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 町長戦略課

概　　　要

事業費(千円)

・環境基本計画アクションプログラムに基づき計画を推進し、町内全域の環境保全に
関する取組を推進する。
・環境学習や環境保全のための地域活動を実践する。

環境保全事業

1,206                   1,206                   764                     

・環境基本計画アクション
プログラムに基づき計画を
推進する。環境基本計画庁
内調整会議、環境基本計画
推進会議、環境審議会によ
り、計画の進捗状況の点
検・評価等を行い、年次報
告書を作成し、各事業の進
捗状況を公表する。

・環境基本計画アクション
プログラムに基づき計画を
推進する。環境基本計画庁
内調整会議、環境基本計画
推進会議、環境審議会によ
り、計画の進捗状況の点
検・評価等を行い、年次報
告書を作成し、各事業の進
捗状況を公表する。

・環境基本計画アクション
プログラムに基づき計画を
推進する。環境基本計画庁
内調整会議、環境基本計画
推進会議、環境審議会によ
り、計画の進捗状況の点
検・評価等を行い、年次報
告書を作成し、各事業の進
捗状況を公表する。
・災害廃棄物処理計画策定
・一般廃棄物（ごみ）処理
計画改定

1,384                   1,384                   1,384                   

具体的取組

具体的取組

富士山総合施策事業

・世界文化遺産富士山の「保全」と「活用」の２つの観点から、構成資産をはじめと
する「自然・歴史・文化」を後世に残すための取り組みを推進するとともに、更なる
町のＰＲ及び観光振興を図る。

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・富士山世界文化遺産協議
会負担金
・世界文化遺産地域連携会
議負担金
・富士山巡礼路特定調査研
究負担金（H27～H29）

・富士山世界文化遺産協議
会負担金
・世界文化遺産地域連携会
議負担金
・富士山巡礼路特定調査研
究負担金（H27～H29）

・富士山世界文化遺産協議
会負担金
・世界文化遺産地域連携会
議負担金

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
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【第１章　便利で快適なまち】

１－２ 清らかで豊かな水資源の保全と活用

事　業　名 担当課 総務課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 生涯学習課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 町長戦略課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度

ホタルの里づくり事業

・里山にホタルが飛び交う「ホタルの里」づくりを推進するとともに、既存の「ホタ
ルの里」の維持管理を継続する。
・ホタル観賞会を実施する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・「ホタルの里」の維持管
理。
・町内幼保こども園の園児
によるカワニナの放流。
・先進地の視察
・他団体との連携

・「ホタルの里」の維持管
理。
・町内幼保こども園の園児
によるカワニナの放流。
・先進地の視察
・他団体との連携

・「ホタルの里」の維持管
理。
・町内幼保こども園の園児
によるカワニナの放流。
・先進地の視察
・他団体との連携

2,618                   2,618                   2,618                   

-                       -                       -                       

平成３０年度

・河川水質測定を実施
・特定事業場水質測定を実
施
・工業排水路水質検査を実
施
・湧水・井戸等水質調査を
実施
・地下水水質測定を実施
・大気中ダイオキシン類測
定を実施
・環境調査分析測定を実施

・河川水質測定を実施
・特定事業場水質測定を実
施
・工業排水路水質検査を実
施
・湧水・井戸等水質調査を
実施
・地下水水質測定を実施
・大気中ダイオキシン類測
定を実施
・環境調査分析測定を実施

・河川水質測定を実施
・特定事業場水質測定を実
施
・工業排水路水質検査を実
施
・湧水・井戸等水質調査を
実施
・地下水水質測定を実施
・大気中ダイオキシン類測
定を実施
・環境調査分析測定を実施

公害対策事業

・町内の水質（河川、工業排水、湧水等地下水）、大気（ダイオキシン）の分析調査
測定を定期的に実施し、水質や大気の状況（安全）を確認（監視）する。これにより
町の水質や大気の状況を把握し、環境保全を図る。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・小山町土地利用指導要綱
に基づく指導、助言
・地下水位と湧水量の定期
観測
・町内事業所の採水量調査
・地下水有効活用指針等の
調査・検討

・小山町土地利用指導要綱
に基づく指導、助言
・地下水位と湧水量の定期
観測
・町内事業所の採水量調査
・地下水有効活用指針等の
調査・検討

・小山町土地利用指導要綱
に基づく指導、助言
・地下水位と湧水量の定期
観測
・町内事業所の採水量調査
・地下水有効活用指針等の
調査・検討

315                     315                     315                     

地下水保全事業

・小山町土地利用指導要綱に従い、地下水保全を目的とした適切な指導を行う。
・地下水や湧水の継続的な観測を行うことで、地下水位と湧水量の変化を把握する。
・地下水揚水施設設置を届け出た事業所などから年間の採水量の報告を受け、町内で
利用されている地下水量を把握する。
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【第１章　便利で快適なまち】

１－３ ごみの減量化と適切な処理

事　業　名 担当課 総務課

概　　　要

事業費(千円)

ごみ減量・リサイクル推進事業

・指定ゴミ袋の導入によるごみ分別収集の徹底や再利用（資源化）により、ごみの減
量を図る。
・古紙類やアルミ缶などを資源として回収する団体に集めた量に応じて奨励金を交付
する。

3,615                   3,350                   3,350                   

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・小山町資源リサイクル活
動奨励交付金制度を広報紙
等で広くＰＲする。
・活動団体に他団体の活動
状況等の情報提供を行う。
・活動団体毎に、収集量に
応じて、交付金を交付す
る。
・平成29年10月稼働予定の
リサイクルセンター建設に
伴うガイドブック及びカレ
ンダーの見直しを行う。

・小山町資源リサイクル活
動奨励交付金制度を広報紙
等で広くＰＲする。
・活動団体に他団体の活動
状況等の情報提供を行う。
・活動団体毎に、収集量に
応じて、交付金を交付す
る。

・小山町資源リサイクル活
動奨励交付金制度を広報紙
等で広くＰＲする。
・活動団体に他団体の活動
状況等の情報提供を行う。
・活動団体毎に、収集量に
応じて、交付金を交付す
る。
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【第１章　便利で快適なまち】

１－４ 人と自然が調和する景観の形成と環境美化の推進

事　業　名 担当課 都市整備課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 総務課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・景観計画、景観条例を４
月１日から施行。
・景観審議会を設置し、随
時開催する。
・優れた景観事例について
表彰する。
・各協議会等に参画する。
・行為の届出について審査
を行う。
・景観重要公共施設の位置
づけ等について検討する。
・わさび平地区、足柄ＳＡ
周辺地区を景観形成重点地
区として検討する。

・景観審議会を随時開催す
る。
・優れた景観事例について
表彰する。
・各協議会等に参画する。
・行為の届出について審査
を行う。

･景観審議会を随時開催す
る。
･優れた景観事例について表
彰する。
･各協議会等に参画する。
･行為の届出について審査を
行う。
・小山ＰＡ周辺地区を景観
形成重点地区として検討す
る。

景観形成推進事業

・景観計画及び景観条例に基づき、建築物等の形態や意匠を誘導することにより、美
しい景観の保全及び形成を図り、町民の豊かで活力ある生活の実現及び魅力あるまち
づくりに寄与する。

5,309                   5,309                   5,309                   

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・春、秋の一斉清掃や富士
山一斉清掃を実施する。
・狂犬病予防注射の実施に
ついて、広報紙等を使い広
くPRし、未実施者には葉書
や電話で催告する。

・春、秋の一斉清掃や富士
山一斉清掃を実施する。
・狂犬病予防注射の実施に
ついて、広報紙等を使い広
くPRし、未実施者には葉書
や電話で催告する。

・春、秋の一斉清掃や富士
山一斉清掃を実施する。
・狂犬病予防注射の実施に
ついて、広報紙等を使い広
くPRし、未実施者には葉書
や電話で催告する。

1,680                   193                     3,973                   

環境美化事業

・町内全域において、春、秋の一斉清掃を実施し、町民の環境美化に対する意識の醸
成を図る。
・ペットの適正飼育に努めてもらうように、広報紙等を活用し、マナーに対する意識
を啓発する。
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【第１章　便利で快適なまち】

１－５ 安全な水の安定供給

事　業　名 担当課 上下水道課

概　　　要

事業費(千円)

上水道資本的事業

・適正な上水道水源施設の整備及び上水道第５期拡張事業に伴う配水施設の整備を行
い、安全な水の安定供給に努める。
・耐震継手を有する水道管の採用を行い、耐震化率の向上を目指す。また経年管（老
朽管）の更新を行い、安全な水の安定供給を図る。
・震災時の避難箇所や病院等への給水を最優先した計画的な事業推進を行い、安全な
水の安定供給を図る。

388,797                 643,000                 305,000                 

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・水源施設の機械・電気設
備交換工事を実施する。
・配水池築造工事及び配水
管布設工事を実施する。
（配水池築造：湯船原工業
団地配水池）
（配水管布設：耐震化率
22％目標）
第6期拡張事業（変更認可申
請）を実施する。

・水源施設の機械・電気設
備交換工事を実施する。
・配水池築造工事及び配水
管布設工事を実施する。
（配水池築造：高原会配水
池・湯船原工業団地配水
池）
（配水管布設：耐震化率
23％目標）

・水源施設の機械・電気設
備交換工事を実施する。
・配水池築造工事及び配水
管布設工事を実施する。
（配水池築造：須走低区配
水池）
（配水管布設：耐震化率
24％目標）
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【第１章　便利で快適なまち】

１－６ 適切な汚水処理の推進

事　業　名 担当課 上下水道課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 おやまで暮らそう課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

（長寿命化に伴う電気設備
工事）
　・№1-2曝気装置（電気）

（長寿命化に伴う電気設備
工事）
　　・消毒設備（塩素混和
池）
　　・次亜鉛注入ポンプ
　　・次亜鉛貯留タンク
　　・処理水タンク

（長寿命化に伴う実施設
計）
　　・機械設備（汚泥破砕
機・移送ポンプ）
　　・電気設備（流量計）

（長寿命化に伴う機械・電
気設備工事）
　・汚泥脱水機（部品交
換）
　・制御盤更新

（長寿命化に伴う実施設
計）
　・電気（2-1/2）曝気装
置、VVVF）
　・CRT関係

公共下水道事業

・須走浄化センター長寿命化計画に基づき、処理施設の計画的な改修を行うことによ
り、安定した汚水処理及びライフサイクルコストの最小化を図る。

21,274                  21,274                  21,274                  

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・合併処理浄化槽を設置す
るものから設置補助金申請
を受付、設置後の完了検査
により適正であることが確
認された場合、補助金を交
付する。
補助金額（一律）：5人槽＝
332千円、7人槽＝414千円、
10人槽＝548千円（補助金の
財源：国＝1/3、県＝国の
36％、町＝54.67％）

・合併処理浄化槽を設置す
るものから設置補助金申請
を受付、設置後の完了検査
により適正であることが確
認された場合、補助金を交
付する。
補助金額（一律）：5人槽＝
332千円、7人槽＝414千円、
10人槽＝548千円（補助金の
財源：国＝1/3、県＝国の
36％、町＝54.67％）

・合併処理浄化槽を設置す
るものから設置補助金申請
を受付、設置後の完了検査
により適正であることが確
認された場合、補助金を交
付する。
補助金額（一律）：5人槽＝
332千円、7人槽＝414千円、
10人槽＝548千円（補助金の
財源：国＝1/3、県＝国の
36％、町＝54.67％）

30,000                  30,000                  30,000                  

浄化槽設置推進事業

・下水道処理施設設置区域外において合併処理浄化槽を設置する者に対し、浄化槽設
置奨励事業補助金を交付して、適切な汚水処理を推進する。
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【第１章　便利で快適なまち】

１－７ 活力ある土地利用の推進

事　業　名 担当課 都市整備課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 都市整備課

概　　　要

事業費(千円)

都市計画事業

・総合計画や都市計画マスタープラン等との整合性を図り、現在の社会情勢等を踏ま
えた上で将来の都市像を明確に示すことにより定住人口の拡大、町の活性化に寄与す
る。
・市街化調整区域内の開発済の土地の有効利用を図り、町の活性化に寄与する。
・都市計画マスタープランに基づき、近年の社会情勢に併せた計画推進を図る。
・スマートＩＣを活用した土地利用を計画的に進める。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・足柄駅交流センター（仮
称）基本計画策定

・実施設計費44,620千円
・建設工事費371,830千円
・JR機能補償費24,000千円

・

8,842                   2,227                   2,227                   

足柄地区拠点整備事業

・足柄支所と駅舎等の複合施設の整備を推進し拠点整備を行うことで、足柄地域の活
性化を図る。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・都市計画審議会の開催
･足柄SA周辺地区土地利用事
業の調整及び協議
・小山PA周辺地区優良田園
住宅基本方針による土地利
用事業の調整及び協議
・湯船原地区土地利用事業
の調整及び協議
・湯船原地区の地区計画決
定協議
・御殿場小山清掃センター
ごみ処理場の廃止

・都市計画審議会の開催
・足柄SA周辺地区土地利用
事業の調整及び協議
・小山PA周辺地区優良田園
住宅基本方針の土地利用事
業の調整及び協議
・湯船原地区土地利用事業
の調整及び協議
・湯船原地区の地区計画完
了

・都市計画審議会の開催
・足柄SA周辺地区土地利用
事業の完了
・小山PA周辺地区優良田園
住宅基本方針の土地利用事
業の完了
・湯船原地区の土地利用事
業の完了

1,500                   440,450                 -                       
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【第１章　便利で快適なまち】

１－８ 便利で快適な道路網の整備 （その１）

事　業　名 担当課 建設課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 建設課

概　　　要

事業費(千円)

42,500                  42,500                  42,500                  

新東名関連町道整備事業

・新東名小山スマートＩＣの設置に合わせたアクセス道路の整備により、周辺地区の
土地開発の推進、地域産業・観光振興・救急活動の迅速化の支援を図り「内陸フロン
ティア構想」を推進する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・要望に対し、その内容を
精査し優先順位をつけた上
で、緊急性の高いものから
順次実施していく。

・要望に対し、その内容を
精査し優先順位をつけた上
で、緊急性の高いものから
順次実施していく。

・要望に対し、その内容を
精査し優先順位をつけた上
で、緊急性の高いものから
順次実施していく。

公共施設地区対応事業

・各地区からの要望に対し、現場確認のうえ優先順位をつけ、対応できる事業を実施
する。また、道路パトロールの実施や住民からの連絡においても迅速かつ適切な対応
をする。

58,265                  335,000                 222,000                 

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

社会資本整備総合交付金事
業により事業を実施する。

・町道3975号線L=2,820mの
内1,052mを中日本高速道路
㈱へ工事委託する。
・町道3628号線外対象3路線
の工事を中日本高速道路㈱
への工事委託及び町事業で
実施する。

【H27繰越明許費】
・新東名関連町道整備事業
12,380千円

社会資本整備総合交付金事
業により事業を実施する。

・町道3975号線外対象4路線
の工事を中日本高速道路㈱
への工事委託及び町事業に
より継続実施する。

・社会資本整備交付金（第1
期）完了

社会資本整備総合交付金事
業(第2期)により事業を実施
する。

・残事業を継続実施する。
・ラウンドアバウト整備工
事に着手する。
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【第１章　便利で快適なまち】

１－８ 便利で快適な道路網の整備 （その２）

事　業　名 担当課 建設課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 建設課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・町道2414号線道路改良工
事　L=770m

・町道2316号線道路改良舗
装工事　L=270m

・町道2414号線舗装新設工
事　L=770m

・町道2451号線道路改良工
事　L=80m

・町道2316号線道路改良舗
装工事　L=590m

・町道2415号線道路改良舗
装工事　L=150m

・町道2452号線道路改良工
事　L=120m

・町道2451号線舗装新設工
事　L=80m

・町道2452号線舗装新設工
事　L=120m

東名足柄関連町道整備事業

・東名足柄スマートＩＣの設置に合わせたアクセス道路の整備により、周辺地区の土
地開発の推進、地域産業・観光振興・救急活動の迅速化の支援を図り「内陸フロン
ティア構想」を推進する。

194,391                 118,205                 113,000                 

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

町道の整備工事を実施し改
善に努める。

・町道大胡田佐野川線改良
舗装工事（大胡田）
・町道新柴線旧跨線橋撤去
工事委託（新柴）

【防衛９条事案】
・町道下小林１号線改良舗
装工事（一色）
・町道七曲阿多野線舗装補
修工事（阿多野）
・町道4189号線舗装新設工
事（須走）

町道の整備工事を実施し改
善に努める。

・町道4198号線改良舗装工
事（須走）　外４路線

【防衛９条事案】
・町道七曲阿多野線舗装補
修工事（阿多野）

・町道阿多野大御神線改良
舗装工事（大御神）

町道の整備工事を実施し改
善に努める。

・町道4198号線改良舗装工
事（須走）外４路線

【防衛９条事案】
・町道用沢大御神線舗装補
修工事（大御神）

・町道足柄三保線舗装補修
工事（桑木）

180,000                 405,000                 33,000                  

町道整備事業

・地域道路交通網を計画的に整備し、生活利便性の向上を図り、安全・安心につなが
る町道整備事業を進める。
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【第１章　便利で快適なまち】

１－８ 便利で快適な道路網の整備 （その３）

事　業　名 担当課 建設課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 都市整備課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 建設課

概　　　要

事業費(千円)

公共道路整備事業

・生活拠点となる小・中学校周辺の道路整備を計画的に推進するとともに、三来拠点
事業に合せた「街づくり」の展開として主要路線の整備事業を推進する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

大胡田用沢線の整備に向け
た業務
・分筆業務(4,451千円)
・用地測量(1,424千円)
・用地買収(182,000千円)
・物件補償(185,000千円)

大胡田用沢線の整備に向け
た業務
・用地買収(48,000千円)
・物件補償(270,000千円)
・工事(62,700千円)

大胡田用沢線の整備に向け
た業務
・工事(62,700千円)
※平成31年度完了予定（H31
年度工事62,600千円)

162,101                 880,914                 880,914                 

都市計画道路整備事業

・都市計画道路の整備事業を進めるとともに、再検証業務の結果を基に都市計画道路
の一部区間の見直しを行う。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

主要町道の拡幅等整備事業
を実施する。

・町道1063号線外1改良舗装
工事（藤曲）
・町道大胡田用沢線外1測量
設計業務委託（用沢）
・町道上野大御神線測量設
計業務委託（大御神）
・町道大胡田用沢線外1用地
買収・物件補償（用沢）
・町道3975号線改良舗装工
事（一色）

【H27繰越明許費】
・町道1063号線改良事業
52,940千円
・町道3975号線道路新設事
業
4,905千円

主要町道の拡幅等整備事業
を実施する。

・町道1063号線外1改良舗装
工事（藤曲）
・町道大胡田用沢線外1改良
舗装工事（用沢）
・町道上野大御神線用地買
収・物件補償（大御神）
・町道3975号線改良舗装工
事（一色・大御神）

主要町道の拡幅等整備事業
を実施する。

社会資本整備総合交付金事
業(第２期)により事業を実
施する。
・町道3975号線改良舗装工
事（一色・大御神）

72,704                  41,183                  41,498                  

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

町道の改良及び舗装工事を
実施し改善に努める。

[町道3866号線舗装補修工事
の実施]

・Ｌ=650ｍ程度の舗装補修
工事を行う。

町道の改良及び舗装工事を
実施し改善に努める。

[町道3866号線改良舗装工事
の実施]

・狭隘部によりＬ=290ｍ程
度の改良舗装工事を行う。

町道の改良及び舗装工事を
実施し改善に努める。

[町道3866号線改良舗装工事
の実施]

・狭隘部によりＬ=250ｍ程
度の改良舗装工事を行う。

372,921                 380,700                 62,700                  

防衛施設道路整備事業

・国道138号へ交差している町道3866号線舗装補修工事を推進し、通行車両及び歩行者
の安全を確保する。
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【第１章　便利で快適なまち】

１－８ 便利で快適な道路網の整備 （その４）

事　業　名 担当課 建設課

概　　　要

事業費(千円)

道路構造物長寿命化事業

・道路構造物長寿命化修繕計画に基づき、橋梁等の長寿命化を推進するとともに、維
持管理の軽減を図り、道路構造物の健全度を確保する。

101,820                 99,860                  99,860                  

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【橋梁長寿命化】
町が管理する橋梁54橋の長
寿命化事業（全体50年サイ
クル）を実施する。
・橋梁補修工事（4橋）
古城橋　陣馬橋
花戸橋　あざみづか橋

【道路構造物点検等】
町が管理する道路構造物の
総点検を実施し、長寿命化
計画の策定を行う。
・橋梁点検（50橋）
・ｲﾝﾌﾗ長寿命化計画策定

【橋梁長寿命化】
町が管理する橋梁54橋の長
寿命化事業（全体50年サイ
クル）を実施する。
・橋梁補修工事（4橋）
陣馬橋　原坂橋　向原橋
小山犬の平線無名橋

【道路構造物点検等】
町が管理する道路構造物の
総点検を実施し、損傷箇所
の修繕を行う。
・橋梁点検（31橋）
・損傷箇所修繕補修

【橋梁長寿命化】
町が管理する橋梁54橋の長
寿命化事業（全体50年サイ
クル）を実施する。
・橋梁補修工事（３橋）
南ノ原橋　尾崎橋　向田橋

【道路構造物点検等】
町が管理する道路構造物の
総点検を実施し、損傷箇所
の修繕を行う。
・橋梁点検（26橋）
・損傷箇所修繕補修
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【第１章　便利で快適なまち】

１－９ 公共交通の活性化

事　業　名 担当課 町長戦略課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・金太郎公共交通計画変更
（地域交通網形成計画）策
定・事業実施
・コミュニティバス、実証
実験運行、見直し
・国庫補助、普通交付税措
置の活用
・ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ事業（松田
町営駐車場賃借）

・金太郎公共交通計画（地
域交通網形成計画）事業実
施
・コミュニティバス、実証
実験運行、見直し
・国庫補助、普通交付税措
置の活用
・ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ事業（松田
町営駐車場賃借）

・金太郎公共交通計画（地
域交通網形成計画）事業実
施
・コミュニティバス、実証
実験運行、見直し
・国庫補助、普通交付税措
置の活用
・ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ事業（松田
町営駐車場賃借）

地域公共交通活性化事業

・金太郎公共交通計画に基づき、「自主運行バスの運行」「生活確保維持路線に対す
る補助の実施」「ＪＲ御殿場線の利用促進」等を実施し、持続可能な地域公共交通
ネットワークサービスの推進を図る。

51,308                  51,940                  51,940                  
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【第１章　便利で快適なまち】

１－１０ 良好な住環境の実現

事　業　名 担当課 都市整備課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 都市整備課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 都市整備課

概　　　要

事業費(千円)

3,964                   3,964                   3,964                   

町営住宅維持管理事業

・小山町営住宅等長寿命化計画に基づき、町営住宅の管理、用途廃止及び建替えを実
施する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・TOUKAI-0　
　耐震診断　15件 (予定)　
　耐震計画　5件 (予定)
　耐震補強　5件 (予定）

・確認申請受付業務　
　沼津土木事務所建築住宅
　課と各種協議。

・町有施設建設等
　新規工事、改修工事等の
　監督員業務

・TOUKAI-0　
　耐震診断　15件 (予定)　
　耐震計画　5件 (予定)
　耐震補強　5件 (予定）

・確認申請受付業務　
　沼津土木事務所建築住宅
　課と各種協議。

・町有施設建設等
　新規工事、改修工事等の
　監督員業務

・TOUKAI-0　
　耐震診断　15件 (予定)　
　耐震計画　5件 (予定)
　耐震補強　5件 (予定）

・確認申請受付業務　
　沼津土木事務所建築住宅
　課と各種協議。

・町有施設建設等
　新規工事、改修工事等の
　監督員業務

建築指導事業

・新耐震基準以前に施工された木造住宅の耐震診断・計画・補強工事に対して費用の
一部を助成する。
・住宅等建設時の接道及び高さ制限等、建築基準法に関する指導を行うとともに、違
法建築物を抑止する。
・町有施設の建築工事、改修工事に関する施工監理を行い、工期内の施工完了、不正
防止に努める。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・新南藤曲団地 木造１５戸

　実施設計、建築工事（外
構整備含）

・新南藤曲団地 木造１５戸

　建築工事（外構整備含）

・

28,402                  78,500                  85,000                  

南藤曲団地建設事業

・建設コストの縮減化を図るとともに、社会状況の変化やニーズ等を踏まえ、子育て
世代や高齢者の生活に配慮した町営住宅を建設する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・既存南藤曲団地 外壁修繕
　　1棟12戸分
・入退去事務　随時
・住宅修繕　60件
・入居者へ督促状、明渡請
　求書の送付

・用途廃止（解体）
　　原向団地4棟15戸予定
　　北原団地5棟10戸
　（すばしりこども園の
　　予定により流動的）
・既存南藤曲団地外壁修繕
　　１棟16戸分
・退去事務　随時
・住宅修繕　60件
・入居者へ督促状、明渡
　請求書の送付

・用途廃止（解体）
　大胡田団地 2棟10戸予定
　北原団地 5棟10戸
　（すばしりこども園の
　　予定により流動的）
・既存南藤曲団地外壁修繕
　　2棟28戸
・入退去事務　随時
・住宅修繕　60件
・入居者へ督促状、明渡請
　求書の送付

100,000                 150,000                 -                       
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【第１章　便利で快適なまち】

１－１１ 公園・緑地整備の推進

事　業　名 担当課 都市整備課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 農林課

概　　　要

事業費(千円)

15,574                  12,368                  12,368                  

農村公園管理事業

・農村公園における休憩所、運動施設など多様な公園施設の経年劣化に対応した修
繕・更新を行い、利便性を向上させる。
・多目的広場等公園施設の活用方法について見直し、必要な整備を進めて利用の拡大
を図る。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

･公園の職員による草刈等の
維持管理
･公園のトイレ･照明等に係
る光熱水費等の支払
･公園維持に要する修繕等
･浄化槽等の法的義務付けの
ある専門分野においての業
務委託
・豊門公園（豊門会館、西
洋館）の耐震計画を含む活
用基本構想策定業務。

【H27繰越明許費】
・豊門公園植栽移植業務
216千円

･公園の職員による草刈等の
維持管理
･公園のトイレ･照明等に係
る光熱水費等の支払
･公園維持に要する修繕等
･浄化槽等の法的義務付けの
ある専門分野においての業
務委託

･公園の職員による草刈等の
維持管理
･公園のトイレ･照明等に係
る光熱水費等の支払
･公園維持に要する修繕等
･浄化槽等の法的義務付けの
ある専門分野においての業
務委託

都市公園維持管理事業

・都市公園における遊具、休憩所、運動施設など多様な公園施設の経年劣化に対応し
た改築・更新を行う。
・豊門会館及び西洋館の耐震工事や内外装の補修等をすることにより地域活性化の拠
点としての活用を図る。

5,006                   5,200                   5,200                   

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・農園利用区画数49区画
（全５５区中モデル農園・
残査置場で６区画使用）

・パークゴルフ利用者数
1,800人

・農園利用区画数49区画
（全５５区中モデル農園・
残査置場で６区画使用）

・パークゴルフ利用者数
1,900人

・農園利用区画数49区画
（全５５区中モデル農園・
残査置場で６区画使用）

・パークゴルフ利用者数
2,000人
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【第２章　安心・安全なまち】

２－１ 地域で支え合う福祉の推進

事　業　名 担当課 住民福祉課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・地域生活支援業務委託料
（民生委員児童委員協議会
に委託）
（調査内容）：母子父子家
庭や、高齢者福祉行政等の
各調査、高齢者等のふれあ
い茶論支援、見守り・情報
収集

・地域生活支援業務委託料
（民生委員児童委員協議会
に委託）
（調査内容）：母子父子家
庭や、高齢者福祉行政等の
各調査、高齢者等のふれあ
い茶論支援、見守り・情報
収集

・地域生活支援業務委託料
（民生委員児童委員協議会
に委託）
（調査内容）：母子父子家
庭や、高齢者福祉行政等の
各調査、高齢者等のふれあ
い茶論支援、見守り・情報
収集

社会福祉総務事業

・小山町地域福祉計画の推進により、啓発広報活動や地域福祉ボランティア養成講座
等の事業を展開する。
・社会奉仕の精神をもって常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、
社会福祉の増進に努めるものとする。

4,146                   4,146                   4,146                   
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【第２章　安心・安全なまち】

２－２ 町民主体の健康づくりと地域医療の推進 （その１）

事　業　名 担当課 健康増進課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 健康増進課

概　　　要

事業費(千円)

45,612                  50,092                  50,092                  

健康増進事業

・各種健康づくり教室、メンタルヘルスケア、食育等を通した健康づくりを積極的に
推進する。
・若年者の喫煙防止の啓発及び教育と禁煙支援を積極的に推進するとともに、受動喫
煙を防止するため禁煙、分煙の環境整備を推進する。
・運動習慣推進事業を実施し、町民の健康増進を図る。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・がん検診の実施、検診の
案内、重要性の啓発、個別
検診・集団検診の実施。
目標平均受診率：50％
乳がん検診の誕生月化
前立腺がん検診、肝炎ウイ
ルス検診の実施期間の延長

・がん検診の実施、検診の
案内、重要性の啓発、個別
検診・集団検診の実施。
目標平均受診率：50％

・がん検診の実施、検診の
案内、重要性の啓発、個別
検診・集団検診の実施。
目標平均受診率：50％

生活習慣病予防事業

・元気にいきいきと生きることを町民自ら意識できるように、各種検診を活かし、生
活習慣病の予防を自主的に行うことがでるきような支援事業を推進する。

4,617                   4,864                   4,864                   

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

(１)健康教育、啓発事業893
千円
①運動習慣推進事業、自主
グループへの運動講師派遣
②高校生1年生の喫煙防止教
育、結核肺がん検診時の禁
煙啓発、分煙の推進③メン
タルヘルス相談、ココロの
健康相談、心の健康啓発④
小学1年生への巡回歯科教
室、集団歯科指導、8020推
進
(２)食育推進事業734千円
はじめてのクッキング、
レッツ５食育、婦人会食推
部講習、母子栄養指導、集
団栄養指導、健診事後栄養
相談

(１)健康教育、啓発事業893
千円
①運動習慣推進事業、自主
グループへの運動講師派遣
②高校生1年生の喫煙防止教
育、結核肺がん検診時の禁
煙啓発、分煙の推進③メン
タルヘルス相談、ココロの
健康相談、心の健康啓発④
小学1年生への巡回歯科教
室、集団歯科指導、8020推
進
(２)食育推進事業734千円
はじめてのクッキング、
レッツ５食育、婦人会食推
部講習、母子栄養指導、集
団栄養指導、健診事後栄養
相談

(１)健康教育、啓発事業893
千円
①運動習慣推進事業、自主
グループへの運動講師派遣
②高校生1年生の喫煙防止教
育、結核肺がん検診時の禁
煙啓発、分煙の推進③メン
タルヘルス相談、ココロの
健康相談、心の健康啓発④
小学1年生への巡回歯科教
室、集団歯科指導、8020推
進
(２)食育推進事業734千円
はじめてのクッキング、
レッツ５食育、婦人会食推
部講習、母子栄養指導、集
団栄養指導、健診事後栄養
相談
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【第２章　安心・安全なまち】

２－２ 町民主体の健康づくりと地域医療の推進 （その２）

事　業　名 担当課 健康増進課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 健康増進課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

事業目標
・ポイント達成者数
（延1,000人）
・ハッピーチケット交換賞
品6種類
・スマイル賞協賛事業所数
（10カ所）
・ふじのくに健康いきいき
カード協力店
（6か所）　
・金太郎スタンプ作成
・チャレンジシート、ハッ
ピーチケット印刷
・賞品負担

事業目標
・ポイント達成者数
（延1,000人）
・ハッピーチケット交換賞
品7種類
・スマイル賞協賛事業所数
（11カ所）
・ふじのくに健康いきいき
カード協力店
（7か所）　
・金太郎スタンプ作成
・チャレンジシート、ハッ
ピーチケット印刷
・賞品負担

事業目標
・ポイント達成者数
（延1,000人）
・ハッピーチケット交換賞
品8種類
・スマイル賞協賛事業所数
（12カ所）
・ふじのくに健康いきいき
カード協力店
（8か所）　
・金太郎スタンプ作成
・チャレンジシート、ハッ
ピーチケット印刷
・賞品負担

健康マイレージ事業

・町民の健康づくりや社会参加を目的として、健康マイレージ事業を実施する。

13,745                  13,891                  13,891                  

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

保健事業に伴う管理に関す
ること：委員報酬、需用費
町有診療所の管理（借地
料、修繕料）814千円
保健医療機関への負担金に
関すること：負担金5,701千
円
精神障害者医療費助成事
業：2,000千円
保健師等修学資金貸付金事
業：1,080千円

保健事業に伴う管理に関す
ること：委員報酬、需用費
町有診療所の管理（借地
料、修繕料）960千円
保健医療機関への負担金に
関すること：負担金5,701千
円
精神障害者医療費助成事
業：2,000千円
保健師等修学資金貸付金事
業：1,080千円

保健事業に伴う管理に関す
ること：委員報酬、需用費
町有診療所の管理（借地
料、修繕料）960千円
保健医療機関への負担金に
関すること：負担金5,701千
円
精神障害者医療費助成事
業：2000千円
保健師等修学資金貸付金事
業：1,080千円

543                     850                     850                     

保健衛生管理事業

・小学校区ごとの医療機関を継続して確保する。
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【第２章　安心・安全なまち】

２－２ 町民主体の健康づくりと地域医療の推進 （その３）

事　業　名 担当課 健康増進課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 住民福祉課

概　　　要

事業費(千円)

救急医療対策事業

・御殿場市救急医療センターによる休日夜間の一次救急の継続的な確保と、二次救急
医療体制確保のために、医師会など関係機関協力のもと駿東地域における連携協働に
よる広域救急体制の充実を図る。
・駿東歯科医師会と連携し、休日の歯科診療を継続的に確保する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

特定健康診査事業
５月　　　　受診票発送
５～１１月　特定健診受診
勧奨
６～８月　特定健康診査の
実施
１０月～　未受診者把握・
電話による受診勧奨
１１月　　追加健診の実施

特定保健指導事業
７月～　　保健指導対象者
の抽出及び案内状発送
７～１１月　初回面談
６か月間　個別指導・集団
指導・通信による保健指導
１～５月　６か月経過後の
評価

特定健康診査事業
５月　　　　受診票発送
５～１１月　特定健診受診
勧奨
６～８月　特定健康診査の
実施
１０月～　未受診者把握・
電話による受診勧奨
１１月　　追加健診の実施

特定保健指導事業
７月～　　保健指導対象者
の抽出及び案内状発送
７～１１月　初回面談
６か月間　個別指導・集団
指導・通信による保健指導
１～５月　６か月経過後の
評価

第３期特定健康診査等実施
計画の策定

特定健康診査事業
５月　　　　受診票発送
５～１１月　特定健診受診
勧奨
６～８月　特定健康診査の
実施
１０月～　未受診者把握・
電話による受診勧奨
１１月　　追加健診の実施

特定保健指導事業
７月～　　保健指導対象者
の抽出及び案内状発送
７～１１月　初回面談
６か月間　個別指導・集団
指導・通信による保健指導
１～５月　６か月経過後の
評価

141,207                 141,616                 141,616                 

特定健康診査等事業

・小山町国民健康保険特定健康診査等実施計画に基づき、特定健診・特定保健指導を
積極的に実施し、生活習慣病の重症化予防及び医療費適正化に努める。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・1次・2次救急及び休日歯
科救急の体制整備
休日歯科診療業務委託費：
2,386千円
AED借上げ料(24時間コンビ
ニ設置を追加)：564千円
御殿場市救急医療ｾﾝﾀｰ運営
負担金：54,696千円、御殿
場市医師会2次救急医療業務
負担金9,408千円、第2次救
急医療施設医療機器整備負
担金2,123千円、広域救急医
療ｼｽﾃﾑ負担金3,302千円、公
的病院等運営費補助金
69,132千円

・1次・2次救急及び休日歯
科救急の体制整備
休日歯科診療業務委託費：
2,386千円（見直し有）
AED借上げ料(24時間コンビ
ニ設置を追加)：564千円
御殿場市救急医療ｾﾝﾀｰ運営
負担金：54,696千円、御殿
場市医師会2次救急医療業務
負担金9,408千円、第2次救
急医療施設医療機器整備負
担金2,123千円、広域救急医
療ｼｽﾃﾑ負担金3,302千円、公
的病院等運営費補助金
69,132千円

・1次・2次救急及び休日歯
科救急の体制整備
休日歯科診療業務委託費：
2,386千円（見直し有）
AED借上げ料(24時間コンビ
ニ設置を追加)：564千円
御殿場市救急医療ｾﾝﾀｰ運営
負担金：54,696千円、御殿
場市医師会2次救急医療業務
負担金9,408千円、第2次救
急医療施設医療機器整備負
担金2,123千円、広域救急医
療ｼｽﾃﾑ負担金3,302千円、公
的病院等運営費補助金
69,132千円

26,997                  26,997                  26,997                  
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【第２章　安心・安全なまち】

２－３ 高齢者福祉の推進

事　業　名 担当課 住民福祉課

概　　　要

事業費(千円) 33,943                  36,155                  33,943                  

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ助成
・老人ｸﾗﾌﾞ連合会補助
・養護老人ホーム建設事業
交付金(H23～H42)

・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ助成
・老人ｸﾗﾌﾞ連合会補助
・介護保険法に基づき高齢
者福祉計画及び介護保険計
画の見直しを実施。
・養護老人ホーム建設事業
交付金(H23～H42)

・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ助成
・老人ｸﾗﾌﾞ連合会補助
・養護老人ホーム建設事業
交付金(H23～H42)

高齢者福祉推進事業

・各種サービス事業や生活援助事業を推進し、高齢者の元気と生きがいの創出に寄与
するとともに、シルバー人材センターや老人クラブ連合会を支援し、連携すること
で、高齢者の社会参加機会の充実を図る。
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【第２章　安心・安全なまち】

２－４ 介護予防事業と介護給付事業の充実

事　業　名 担当課 住民福祉課

概　　　要

事業費(千円)

地域支援事業

・住民が抱える個別の課題や地域の課題を拾い出し、解決策を検討し、生活支援コー
ディネーターを中心に地域住民や各種団体、ボランティア等と協働で問題解決を図
る。
・高齢者の生きがいと健康づくりを推進するために、ふれあい茶論(サロン)、はつら
つ元気サポーター養成講座、介護予防教室、相談会等を実施する。
・認知症地域支援推進員を置き、認知症サポーターの養成や認知症予防教室等を実施
する。
・お達者度測定会や公民館単位での運動教室を開催し、お達者度向上を図る。

43,774                  43,774                  43,774                  

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

【二次予防事業】
・運動機能向上、口腔機能
向上、認知機能低下予防教
室、栄養改善教室
【一次予防事業】
・ふれあい茶論、介護予防
事業ボランティア育成・認
知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座
【包括的支援事業】
・生活支援サービスの体制
整備事業(協議体、生活支援
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置)
・認知症施策事業(認知症地
域支援推進員設置)

【介護総合事業開始】
・要支援認定者と事業対象
者を一体化した予防事業　
・一般介護予防事業
・生活支援サービス
【包括的支援事業】
・地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業
・生活支援サービスの体制
整備事業
・認知症施策事業

【介護予防総合事業開始】
・要支援認定者と事業対象
者を一体化した予防事業　
・一般介護予防事業
・生活支援サービス
【包括的支援事業】
・地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業
・生活支援サービスの体制
整備事業
・認知症施策事業
・在宅医療・介護連携事業
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【第２章　安心・安全なまち】

２－５ 障がい者福祉の充実

事　業　名 担当課 住民福祉課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 住民福祉課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・駿豆学園管理組合に対し
て負担金の支払い　
・委託事業により、知的、
身体、精神の障害者相談員
を配置する。
　

・障害者計画と障害福祉計
画策定
・駿豆学園管理組合に対し
て負担金の支払い　
・委託事業により、知的、
身体、精神の障害者相談員
を配置する。

・駿豆学園管理組合に対し
て負担金の支払い　
・委託事業により、知的、
身体、精神の障害者相談員
を配置する。

障害福祉総務事業

・障がいのある人を総合的に支援するため、障害者計画と障害福祉計画を一体的に策
定する。
・相談体制の充実を図るため、障害者相談員を配置する。

30,335                  30,335                  30,335                  

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・地域活動支援センター事
業の委託　
・障害者相談支援事業の委
託
・物品調達方針の策定

・地域活動支援センター事
業の委託　
・障害者相談支援事業の委
託
・物品調達方針の策定

・地域活動支援センター事
業の委託　
・障害者相談支援事業の委
託
・物品調達方針の策定

3,175                   5,132                   3,175                   

地域生活支援事業

・地域の相談支援体制を充実するため、御殿場・小山障害者自立支援協議会の体制及
び活動の充実を図る。
・障がいを持っている方に対する相談体制を強化する。
・町内の企業等を訪問し、授産所のＰＲや、障がいのある人の雇用の協力依頼を行
う。
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【第２章　安心・安全なまち】

２－６ 子ども・子育て支援の充実 （その１）

事　業　名 担当課 こども育成課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 こども育成課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 こども育成課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 こども育成課

概　　　要

事業費(千円)

子ども子育て支援事業

・小山町子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育て支援事業を行う。
・定期的に「子ども・子育て会議」を開催し計画実施の検証を行う。
・「ファミリーサポートセンター」事業を実施する。
・「わくわくランド」事業を実施する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・子育て支援拠点臨時職員
賃金
・ぺんぎんランド講師謝礼
・子育て通信の発行

・子育て支援拠点臨時職員
賃金
・ぺんぎんランド講師謝礼
・子育て通信の発行

・子育て支援拠点臨時職員
賃金
・ぺんぎんランド講師謝礼
・子育て通信の発行

838                     838                     838                     

子育て支援センター運営事業

・町内保育園・こども園で運営している地域子育て支援センター（ぺんぎんランド）
利用者及び未就学児の支援を行う。
・子育て支援を目的とした子育て支援拠点センターの単独設置、土曜・休日保育の実
施を検討する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・子ども子育て会議
・ファミリーサポートセン
ター事業

・子ども子育て会議
・ファミリーサポートセン
ター事業

・子ども子育て会議
・ファミリーサポートセン
ター事業

-                       2,500                   26,000                  

放課後児童クラブ施設整備事業

・北郷小、足柄小放課後児童クラブの施設整備を推進する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

すばしり保育園耐震化事業
に係る調整等

すばしり保育園耐震化事業
基本設計

すばしり保育園耐震化事業
実施設計

10,693                  10,693                  10,693                  

保育園耐震化事業

・園舎の耐震化を実施するほか、幼児施設の環境整備を行う。

-                       -                       -                       

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

（北郷）
北郷支所ありかた検討会で
の検討を踏まえ、関係者と
の調整を行う。

（足柄）
足柄駅交流センター(仮称)
の実施設計及び建設工事を
実施。
⇒足柄小学校放課後児童ク
ラブは、交流センターに入
居予定。

（北郷）
関係者との調整結果を踏ま
えて、整備を推進する。

（北郷）
関係者との調整結果を踏ま
えて、整備を推進する。
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【第２章　安心・安全なまち】

２－６ 子ども・子育て支援の充実 （その２）

事　業　名 担当課 こども育成課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 健康増進課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・小山町母子寡婦福祉会に
助成金交付
・児童扶養手当事務
・要保護児童対策地域連絡
協議会委員報酬

・小山町母子寡婦福祉会に
助成金交付
・児童扶養手当事務
・要保護児童対策地域連絡
協議会委員報酬

・小山町母子寡婦福祉会に
助成金交付
・児童扶養手当事務
・要保護児童対策地域連絡
協議会委員報酬

児童福祉対策事業

・電話・窓口など相談体制の強化・充実を図る。
・要保護児童対策地域協議会のもと、要保護児童等の支援に努める。

20,120                  20,120                  20,120                  

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

（１）妊娠、出産、子育て
の知識啓発と相談事業
①妊産婦支援【母子手帳交
付・相談、妊婦健診、妊婦
歯科健診、妊婦訪問・電話
相談】
②乳幼児支援【新生児全戸
訪問】
（２）子どもの健全育成と
支援の必要な児の早期発見
体制の充実
①乳幼児健診【４・１０か
月児健診、1.６歳児健診、3
歳児健診】
②専門的な個別相談支援
【のびのび子育て相談、た
んぽぽ教室（臨床心理士相
談含む）、健診事後相談、
言語聴覚士相談】

（１）妊娠、出産、子育て
の知識啓発と相談事業
①妊産婦支援【母子手帳交
付・相談、妊婦健診、妊婦
歯科健診、妊婦訪問・電話
相談】
②乳幼児支援【新生児全戸
訪問】
（２）子どもの健全育成と
支援の必要な児の早期発見
体制の充実
①乳幼児健診【４・１０か
月児健診、1.６歳児健診、3
歳児健診】
②専門的な個別相談支援
【のびのび子育て相談、た
んぽぽ教室（臨床心理士相
談含む）、健診事後相談、
言語聴覚士相談】

（１）妊娠、出産、子育て
の知識啓発と相談事業
①妊産婦支援【母子手帳交
付・相談、妊婦健診、妊婦
歯科健診、妊婦訪問・電話
相談】
②乳幼児支援【新生児全戸
訪問】
（２）子どもの健全育成と
支援の必要な児の早期発見
体制の充実
①乳幼児健診【４・１０か
月児健診、1.６歳児健診、3
歳児健診】
②専門的な個別相談支援
【のびのび子育て相談、た
んぽぽ教室（臨床心理士相
談含む）、健診事後相談、
言語聴覚士相談】

148                     148                     148                     

母子保健事業

・妊娠中から出産後の子育てまで、切れ目のない相談・支援体制の強化を図る。
・乳幼児全戸訪問事業、乳幼児健診・相談等による児の健康管理と健全育成を推進
し、また支援の必要な児の早期発見体制の充実を図る。
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【第２章　安心・安全なまち】

２－６ 子ども・子育て支援の充実 （その３）

事　業　名 担当課 健康増進課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 こども育成課

概　　　要

事業費(千円)

こども医療費助成事業

・子どもが病気やケガをした時、経済的負担を心配せず、安心して適切な医療を受け
ることができるよう、中学３年生までの医療費の無料化を継続して実施する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・幼稚園に通園する第２子
以降の保育料を無料とす
る。
（年齢制限はなし）
・保育園に通園する第２子
の保育料を半額とし、第３
子以降の保育料を無料とす
る。
　（年齢制限はなし）

・幼稚園に通園する第２子
以降の保育料を無料とす
る。
（年齢制限はなし）
・保育園に通園する第２子
の保育料を半額とし、第３
子以降の保育料を無料とす
る。
　（年齢制限はなし）

・幼稚園に通園する第２子
以降の保育料を無料とす
る。
（年齢制限はなし）
・保育園に通園する第２子
の保育料を半額とし、第３
子以降の保育料を無料とす
る。
　（年齢制限はなし）

81,346                  81,346                  81,346                  

保育料助成事業

・幼稚園に通園する第２子以降の保育料を無料とする。（年齢制限はなし）
・保育園に通園する第２子の保育料を半額とし、第３子以降の保育料を無料とする。
（年齢制限はなし）

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・中学生までの保険診療
分・入院時食事療養費を全
額負担

・中学生までの保険診療
分・入院時食事療養費を全
額負担

・中学生までの保険診療
分・入院時食事療養費を全
額負担

-                       -                       -                       
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【第２章　安心・安全なまち】

２－７ 災害に強いまちづくり （その１）

事　業　名 担当課 防災課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 防災課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 防災課

概　　　要

事業費(千円)

52                      52                      52                      

地震対策事業

・防災会議を開催し、静岡県が制定した第4次地震被害想定に対応した地域防災計画の
見直しや、町民の生命・財産を保護するための防災訓練（富士山噴火を想定した避難
訓練を含む）や家庭内防災対策事業の実施、防災用品の購入等により災害に強い町づ
くりを推進する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・必要に応じて水防協議会
を開催し、常に小山町水防
計画が的確なものとなるよ
う見直しを行う。
・6月の「土砂災害に対する
防災訓練」に併せて、消防
団、自主防災会等を含めた
水防訓練を実施する。
・雨量計の適切な運用を
実施する。

・必要に応じて水防協議会
を開催し、常に小山町水防
計画が的確なものとなるよ
う見直しを行う。
・6月の「土砂災害に対する
防災訓練」に併せて、消防
団、自主防災会等を含めた
水防訓練を実施する。
・雨量計の適切な運用を
実施する。

・必要に応じて水防協議会
を開催し、常に小山町水防
計画が的確なものとなるよ
う見直しを行う。
・6月の「土砂災害に対する
防災訓練」に併せて、消防
団、自主防災会等を含めた
水防訓練を実施する。
・雨量計の適切な運用を
実施する。

水防事業

・河川の洪水等による水害を警戒・防御し、これによる被害の軽減及び町民の生命・
財産を保護するため、地域防災計画及び水防計画に基づき、水防協議会の運営、水防
計画の見直し及び水防訓練を実施して、防災力の強化を図る。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・防災講演会の実施
・自主防災会へ防災資機材
等購入に対する補助金交付
（補助率嵩上げ）
・自主防災リーダー研修会
の実施

・防災講演会の実施
・自主防災会へ防災資機材
等購入に対する補助金交付
（補助率嵩上げ）
・自主防災リーダー研修会
の実施

・防災講演会の実施
・自主防災会へ防災資機材
等購入に対する補助金交付
（補助率嵩上げ）
・自主防災リーダー研修会
の実施
・防災士養成講座の実施

18,191                  20,150                  20,150                  

自主防災推進事業

・地域防災計画に基づき、地域の防災力向上を図るための自主防災組織の意義を強調
し、地域の実情に応じた組織を育成するとともに防災資機材等の整備について助成を
行う。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・防災会議を開催し、地域
防災計画の見直し
・防災資機材、備蓄食糧の
購入
・避難所用消耗品の購入
・家庭内家具転倒防止事業
の実施
・災害対策用備品の購入
※財源内訳の国・県支出金
の算定時期が、H28~30年度
の交付要綱が示される前で
あったために、旧の交付要
綱に基づき算定している。

・防災会議を開催し、地域
防災計画の見直し
・防災資機材、備蓄食糧の
購入
・避難所用消耗品の購入
・家庭内家具転倒防止事業
の実施
・災害対策用備品の購入
※財源内訳の国・県支出金
の算定時期が、H28~30年度
の交付要綱が示される前で
あったために、旧の交付要
綱に基づき算定している。

・防災会議を開催し、地域
防災計画の見直し
・防災資機材、備蓄食糧の
購入
・避難所用消耗品の購入
・家庭内家具転倒防止事業
の実施
・災害対策用備品の購入
※財源内訳の国・県支出金
の算定時期が、H28~30年度
の交付要綱が示される前で
あったために、旧の交付要
綱に基づき算定している。

3,966                   3,966                   4,859                   
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【第２章　安心・安全なまち】

２－７ 災害に強いまちづくり （その２）

事　業　名 担当課 建設課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 建設課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 農林課

概　　　要

事業費(千円)

3,161                   7,161                   5,161                   

急傾斜地崩壊防止事業

・急傾斜地指定区域の保全を踏まえた計画的な崩壊防止対策事業を行う。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

河川施設の維持管理として
改修工事及び維持工事を適
切に実施し、災害防止対策
と施設の長寿命化を図る。

・海苔川河川維持工事（一
色）

河川施設の維持管理として
改修工事及び維持工事を適
切に実施し、災害防止対策
と施設の長寿命化を図る。

・精進川河川維持工事（須
走）
・小山佐野川河川維持工事
（用沢）

河川施設の維持管理として
改修工事及び維持工事を適
切に実施し、災害防止対策
と施設の長寿命化を図る。

・頓沢川河川維持工事（生
土）
・大沢川河川維持工事（小
山）

普通河川維持管理事業

・町管理である普通河川における清流の保全を図るため、計画的な維持管理事業を実
施する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・山地強靭化対策会議の実
施（町内５地区に分けて地
域部会・行政部会の実施）
　山地強靭化対策協議会原
材料支給費1,000千円

・山地強靭化対策会議の実
施（町内５地区に分けて地
域部会・行政部会の実施）
　山地強靭化対策協議会原
材料支給費1,000千円

・山地強靭化対策会議の実
施（町内５地区に分けて地
域部会・行政部会の実施）
　山地強靭化対策協議会原
材料支給費1,000千円

33,308                  17,000                  17,000                  

治山事業総務事業

・森林と清流の保全を踏まえた計画的な治山治水整備を行う。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

町内の急傾斜地指定区域に
おける土砂災害対策事業を
推進し地域の安全確保に努
める。

・生土中島No.2急傾斜地崩
壊防止工事（生土）
・竹之下神田急傾斜地崩壊
防止工事（竹之下）

町内の急傾斜地指定区域に
おける土砂災害対策事業を
推進し地域の安全確保に努
める。

・竹之下神田急傾斜地崩壊
防止工事（竹之下）

町内の急傾斜地指定区域に
おける土砂災害対策事業を
推進し地域の安全確保に努
める。

・竹之下神田急傾斜地崩壊
防止工事（竹之下）

3,646                   4,000                   4,000                   
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【第２章　安心・安全なまち】

２－７ 災害に強いまちづくり （その３）

事　業　名 担当課 農林課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 農林課

概　　　要

事業費(千円)

18,500                  13,000                  13,000                  

町単独治山事業

・国や県の治山事業規模に該当しない小規模な治山治水整備について、地域の要望や
被災状況等を勘案し実施する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・山腹崩壊危険地や浸食に
より荒廃の兆しのある渓流
などの山地において、災害
を未然に防止するために谷
止工、流路工等の施設を建
設する。
・地域の要望や国、県で施
行する重要度の高い地域に
おいて施行して行く。

・山腹崩壊危険地や浸食に
より荒廃の兆しのある渓流
などの山地において、災害
を未然に防止するために谷
止工、流路工等の施設を建
設する。
・地域の要望や国、県で施
行する重要度の高い地域に
おいて施して行く。

・山腹崩壊危険地や浸食に
より荒廃の兆しのある渓流
などの山地において、災害
を未然に防止するために谷
止工、流路工等の施設を建
設する。
・地域の要望や国、県で施
行する重要度の高い地域に
おいて施行して行く。

県単独治山事業

・国、県、地域と連携し森林の公益的機能増進を図る。

1,500                   1,500                   1,500                   

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・山腹崩壊危険地や浸食に
より荒廃の兆しのある渓流
などの山地において、災害
を未然に防止するために谷
止め等の施設を建設する
他、地域の要望箇所工事を
実施する。

・山腹崩壊危険地や浸食に
より荒廃の兆しのある渓流
などの山地において、災害
を未然に防止するために谷
止め等の施設を建設する
他、地域の要望箇所工事を
実施する。

・山腹崩壊危険地や浸食に
より荒廃の兆しのある渓流
などの山地において、災害
を未然に防止するために谷
止め等の施設を建設する
他、地域の要望箇所工事を
実施する。
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【第２章　安心・安全なまち】

２－７ 災害に強いまちづくり （その４）

事　業　名 担当課 健康増進課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

(１)救護所設備の充実　
・救護所用医薬品　12千円
・救護所用エマジン詰替・
滅　
　菌　817千円
(２)　平常時の準備体制の
充実
①　医療救護計画や災害時
健康支援マニュアルの見直
し
②訓練及び知識啓発
・医療救護訓練年1回
・町防災訓練等での知識啓
発
・県ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ訓練参加
・訓練用消耗品　11千円
③人材育成
・災害医療従事者研修会39
千円
④資機材の確保体制の充実
・感染症対策ｾｯﾄ　121千円
・県医薬品備蓄ｾﾝﾀｰ運営費
負担金　36千円

(１)救護所設備の充実　
・救護所用医薬品　12千円
・救護所用エマジン詰替・
滅　
　菌　817千円
(２)　平常時の準備体制の
充実
①　医療救護計画や災害時
健康支援マニュアルの見直
し
②訓練及び知識啓発
・医療救護訓練年1回
・町防災訓練等での知識啓
発
・県ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ訓練参加
・訓練用消耗品　11千円
③人材育成
・災害医療従事者研修会39
千円
④資機材の確保体制の充実
・感染症対策ｾｯﾄ　121千円
・県医薬品備蓄ｾﾝﾀｰ運営費
負担金　36千円

(１)救護所設備の充実　
・救護所用医薬品　12千円
・救護所用エマジン詰替・
滅　
　菌　817千円
(２)　平常時の準備体制の
充実
①　医療救護計画や災害時
健康支援マニュアルの見直
し
②訓練及び知識啓発
・医療救護訓練年1回
・町防災訓練等での知識啓
発
・県ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ訓練参加
・訓練用消耗品　11千円
③人材育成
・災害医療従事者研修会39
千円
④資機材の確保体制の充実
・感染症対策ｾｯﾄ　121千円
・県医薬品備蓄ｾﾝﾀｰ運営費
負担金　36千円

災害時医療救護対策事業

・県が実施する訓練への参加や、関係機関と連携した医療救護訓練を実施する。
・災害に備え、医療救護関係資機材の点検・補充及び充実を図る。

1,036                   1,036                   1,036                   
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【第２章　安心・安全なまち】

２－８ 交通事故・犯罪のないまちづくり

事　業　名 担当課 総務課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 総務課

概　　　要

事業費(千円)

10,971                  14,392                  11,392                  

交通安全推進事業

・交通安全意識啓発事業として、警察、区長会などと連携し、町民や町外ドライバー
に対する啓発活動を実施する。また、特に幼児や高齢者に対する交通安全教育の充実
を図る。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・防犯パトロールの継続
・LED防犯灯の設置事業の継
続　設置予定15灯
・危険な空き家等の把握

・防犯パトロールの継続
・LED防犯灯の設置事業の継
続　設置予定15灯
・空き家実態調査実施

・防犯パトロールの継続
・LED防犯灯の設置事業の継
続　設置予定15灯
・空き家等対策計画策定

防犯推進事業

・生活安全環境の整備や指導に努める。
・暴力を追放するための必要な措置、町民等に対する支援を行う。
・危険な空き家等の所有者等に対し、助言・指導、勧告、支援、命令、公表、代執行
を行う。
・区長会と連携を図り防犯灯のＬＥＤ化を進め、夜間の犯罪を未然に防止するととも
に、経費の節減を図る。

4,387                   4,387                   4,387                   

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・交通安全対策協議会（交
通安全運動）の開催
・交通災害共済加入促進
・交通安全教室の開催

交通安全指導員設置費負担
金　（４人の人件費の1/２
を按分　御殿場市　2/3　小
山町　1/3  ）

・交通安全対策協議会（交
通安全運動）の開催
・交通災害共済加入促進
・交通安全教室の開催

交通安全指導員設置費負担
金　（４人の人件費の1/２
を按分　御殿場市　2/3　小
山町　1/3  ）

・交通安全対策協議会（交
通安全運動）の開催
・交通災害共済加入促進
・交通安全教室の開催

交通安全指導員設置費負担
金　（４人の人件費の1/２
を按分　御殿場市　2/3　小
山町　1/3  ）
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【第２章　安心・安全なまち】

２－９ 消防・救急対策の推進

事　業　名 担当課 小山消防署

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・消防団の訓練・災害出動
・災害予防活動
・消防団員の安全装備の拡
充
・消防団員の年報酬や出動
に係る費用弁償の支給
・消防団運営経費の管理
・消防団家族慰安会

・消防団の訓練・災害出動
・災害予防活動
・消防団員の安全装備の拡
充
・消防団員の年報酬や出動
に係る費用弁償の支給
・消防団運営経費の管理
・駿東支部消防操法大会へ
の参加

・消防団の訓練・災害出動
・災害予防活動
・消防団員の安全装備の拡
充
・消防団員の年報酬や出動
に係る費用弁償の支給
・消防団運営経費の管理
・消防団家族慰安会

消防団運営事業

・消防団の安全装備品や資機材の整備を行う。
・駿東支部消防操法大会への参加を支援する。
・消防団による出動（放水訓練・警戒出動・災害出動）等費用弁償、各種交付金・負
担金の支払いを行う。
・消防団員による火災予防・地域防災に関する広報啓発活動を推進し、活動に必要な
被服等を貸与する。

35,624                  39,523                  35,830                  
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【第２章　安心・安全なまち】

２－１０ 消費者教育の推進

事　業　名 担当課 総務課

概　　　要

事業費(千円) 2,251                   2,251                   2,251                   

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・消費生活相談員を配置
し、架空請求・不当請求・
ネット関連等複雑化する消
費者トラブルの相談に対応
する。

・消費生活相談員を配置
し、架空請求・不当請求・
ネット関連等複雑化する消
費者トラブルの相談に対応
する。

・消費生活相談員を配置
し、架空請求・不当請求・
ネット関連等複雑化する消
費者トラブルの相談に対応
する。

消費者行政事業

・相談員の育成強化を通して相談体制の質の向上と消費生活センターの充実を図る。
（消費生活センター充実事業）
・消費者の安全、安心確保に向けた取組を強力かつ安定的に支援するため国からの交
付金を活用する。（地方消費者行政推進事業）
・町民が消費者被害にあわないために小山町消費生活センターの出前講座などによ
り、消費者教育の推進を図る。（消費者教育の推進事業）
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－１ 心豊かな生涯学習の推進 （その１）

事　業　名 担当課 生涯学習課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 生涯学習課

概　　　要

事業費(千円)

社会教育総務事業

・学校応援ボランティア事業の推進を図る。
・ＮＰＯ支援室により、各種団体等の活動支援や育成を行う。
・社会教育委員、社会教育指導員、学校支援活動等コーディネーターを置き、社会教
育の推進を図る。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・町民講座、ふるさと発見
講座等の教養講座を開催
（富士山学習含む）
・子ども向け事業を開催
・生涯学習推進講演会を開
催
・教室や団体の発表の場と
して「町民文化祭」、「生
涯学習フェスティバル」を
開催
・文化交流事業を実施。
・町民文化祭60周年記念事
業を実施

・町民講座、ふるさと発見
講座等の教養講座を開催
（富士山学習含む）
・子ども向け事業を開催
・生涯学習推進講演会を開
催
・教室や団体の発表の場と
して「町民文化祭」、「生
涯学習フェスティバル」を
開催
・姉妹市町等との文化交流
事業を実施。

・町民講座、ふるさと発見
講座等の教養講座を開催
（富士山学習含む）
・子ども向け事業を開催
・生涯学習推進講演会を開
催
・教室や団体の発表の場と
して「町民文化祭」、「生
涯学習フェスティバル」を
開催
・姉妹市町等との文化交流
事業を実施。

11,580                  11,580                  11,580                  

生涯学習推進事業

・指定管理者と連携し、町民ニーズに応えた多彩な事業を実施する。
・各種教室、講演会、発表会等の生涯学習機会の充実を図る。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・学校応援ボランティアに
おいて講師の確保と派遣を
実施
・NPO法人の設立、運営等に
関する支援、NPO交流大会を
実施
・金太郎教室を実施
・臨時職員を採用し積極的
な社会教育事業の推進
・家庭教育支援の充実

・学校応援ボランティアに
おいて講師の確保と派遣を
実施
・NPO法人の設立、運営等に
関する支援、NPO交流大会を
実施
・金太郎教室を実施
・臨時職員を採用し積極的
な社会教育事業の推進
・家庭教育支援の充実

・学校応援ボランティアに
おいて講師の確保と派遣を
実施
・NPO法人の設立、運営等に
関する支援、NPO交流大会を
実施
・金太郎教室を実施
・臨時職員を採用し積極的
な社会教育事業の推進
・家庭教育支援の充実

3,680                   3,435                   3,435                   
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－１ 心豊かな生涯学習の推進 （その２）

事　業　名 担当課 生涯学習課

概　　　要

事業費(千円) 515                     941                     941                     

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・ブックスタート、セカン
ドブック事業
・『小山町の図書館』を刊
行
・図書館ボランティアによ
る活動を支援
・図書館運営指針の検討
・読書活動推進事業を実施
（選書ツアー等）
・学校図書館との連携につ
いて検討

・ブックスタート、セカン
ドブック事業
・『小山町の図書館』を刊
行
・図書館ボランティアによ
る活動を支援
・町史等のデジタル化
・読書活動推進事業を実施
（選書ツアー等）
・図書館備品購入
・学校図書館との連携につ
いて検討

・ブックスタート、セカン
ドブック事業
・『小山町の図書館』を刊
行
・図書館ボランティアによ
る活動を支援
・町史等のデジタル化
・読書活動推進事業を実施
（選書ツアー等）
・図書館備品購入
・学校図書館との連携

図書館管理運営事業

・子どものころから読書の習慣を身に付けるよう、おはなしの会などを充実させると
ともに、ブックスタート、セカンドブック事業を実施する。
・町に関係する蔵書の充実を図る。
・読書機会の提供を進め、読書人口の拡大に努める。
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－２ 地域文化の振興と健全な青少年の育成

事　業　名 担当課 生涯学習課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 生涯学習課

概　　　要

事業費(千円)

文化財事業

・文化財的な価値のあるものを調査し、町指定文化財などへ指定し文化財の周知、活
用及び保全を推進する。
・文化財や伝統文化に関する事業を開催し、文化財等への関心を高める。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・青少年問題協議会や青少
年補導員会を開催
・青少年に関わる団体への
助成、支援
・成人式の開催
・中学生・高校生ボラン
ティア活動を実施
・職場体験の事業所斡旋と
調整
・高校生インターンシップ
事業の充実
・ぺんぎんランドの継続的
な開催と備品等の充実

・青少年問題協議会や青少
年補導員会を開催
・青少年に関わる団体への
助成、支援
・成人式の開催
・中学生・高校生ボラン
ティア活動を実施
・職場体験の事業所斡旋と
調整
・高校生インターンシップ
事業の充実
・ぺんぎんランドの継続的
な開催

青少年問題協議会や青少年
補導員会を開催
・青少年に関わる団体への
助成、支援
・成人式の開催
・中学生・高校生ボラン
ティア活動を実施
・職場体験の事業所斡旋と
調整
・高校生インターンシップ
事業の充実
・ぺんぎんランドの継続的
な開催

741                     1,241                   1,241                   

青少年健全育成事業

・各種機関と連携し、健全な青少年の育成を図るため、地域活動への参加等の情報提
供や各種支援を行うとともに、職場体験などの各種事業を推進する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・町文化財保護審議会を開
催
・「町民講座」や「ふるさ
と発見講座」において文化
財に関する教養講座を開催
・須走口登山道の調査を県
と共同で実施（H27～29)
・文化財等修繕の実施

・町文化財保護審議会を開
催
・「町民講座」や「ふるさ
と発見講座」において文化
財に関する教養講座を開催
・須走口登山道の調査を県
と共同で実施（H27～29)
・文化財紹介リーフレット
の版下を作成
・文化財等修繕の実施

・町文化財保護審議会を開
催
・「町民講座」や「ふるさ
と発見講座」において文化
財に関する教養講座を開催
・文化財等修繕の実施
・文化財紹介リーフレット
を刊行

3,223                   3,223                   3,223                   
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－３ スポーツ・レクリエーション活動の振興

事　業　名 担当課 生涯学習課

概　　　要

事業費(千円) 14,657                  14,657                  14,657                  

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・スポーツ推進委員ユニ
フォーム更新
・町民体育大会を開催
・学校体育施設開放事業用
備品購入
・レクスポ大会等を開催
・全国大会等出場者奨励
・各種スポーツ団体への助
成、支援
・東海四県スポーツ推進委
員研修参加

・学校体育施設開放事業用
備品購入
・町民体育大会を開催
・レクスポ大会等を開催
・全国大会等出場者奨励
・各種スポーツ団体への助
成、支援
・東海四県スポーツ推進委
員研修参加

・スポーツ推進委員ユニ
フォーム更新
・町民体育大会を開催
・学校体育施設開放事業用
備品購入
・レクスポ大会等を開催
・全国大会等出場者奨励
・各種スポーツ団体への助
成、支援

社会体育振興事業

・ＮＰＯ法人小山町体育協会、指定管理者と連携し、町民のニーズに応えたスポーツ
教室・大会等を開催し、町民の健康増進を図る。
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－４ 生きる力を育む学校教育の充実

事　業　名 担当課 こども育成課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 こども育成課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 こども育成課

概　　　要

事業費(千円)

事務局事務事業

・小山町教育振興基本計画を策定し、一人ひとりの個性を大切にした教育を推進する
とともに、児童生徒の学力向上のため、教職員に対し、授業アドバイザー・専門監・
指導主事の指導を推進する。
・学校施設の長寿命化計画を策定する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・こども相談員配置
・こども相談室相談

・こども相談員配置
・こども相談室相談

・こども相談員配置
・こども相談室相談

10,146                  16,700                  11,700                  

こども相談事業

・子育てに悩む保護者等に対し、相談体制の充実を図る。
・こども相談員を２人配置し、幼稚園・保育園・こども園及び小中学校を巡回し、幼
児・児童及び生徒の状態を把握する。
・こども相談室「なのはな」で保護者等からの相談を受け、適切な指導を行う。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・福知山市小学生交流事業
（150万）
・授業アドバイザーの配
置、増員
・総括支援員の配置
・各種委員報酬
・各種負担金
・富士登山ﾂｱｰ受入事業交付
金(勝央町、福知山、北茨城
市、三木市）

・学校施設の長寿命化計画
策定（500万）
・福知山市等小学生交流事
業
・授業アドバイザーの配置
・総括支援員の配置
・各種委員報酬
・各種負担金
・富士登山ﾂｱｰ受入事業交付
金(勝央町、福知山、北茨城
市、三木市）

・福知山市等小学生交流事
業
・授業アドバイザーの配置
・総括支援員の配置
・各種委員報酬
・各種負担金
・富士登山ﾂｱｰ受入事業交付
金(勝央町、福知山、北茨城
市、三木市）

664                     664                     664                     

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・臨床心理士による巡回相
談（年間35回）
・特別支援専門家チームに
よる支援を要する園児、児
童及び生徒の検討（年間4
回）
・御殿場特別支援学校教育
振興会助成（近隣市町が助
成）
・教育講演会及びカウンセ
リング講座講師謝礼
・事務費

・臨床心理士による巡回相
談（年間35回）
・特別支援専門家チームに
よる支援を要する園児、児
童及び生徒の検討（年間4
回）
・御殿場特別支援学校教育
振興会助成（近隣市町が助
成）
・教育講演会及びカウンセ
リング講座講師謝礼
・事務費

・臨床心理士による巡回相
談（年間35回）
・特別支援専門家チームに
よる支援を要する園児、児
童及び生徒の検討（年間4
回）
・御殿場特別支援学校教育
振興会助成（近隣市町が助
成）
・教育講演会及びカウンセ
リング講座講師謝礼
・事務費

2,837                   2,837                   2,837                   

特別支援教育事業

・各学校に支援員を配置し、特別支援教育の充実を図る。
・就学指導員を配置し、特別支援のケースなどに対応する。
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－５ 地域間交流・国際交流の推進

事　業　名 担当課 町長戦略課

概　　　要

事業費(千円)

国際交流・姉妹都市交流事業

・国際姉妹都市との交流を深めることにより、国際的視野を持てる子どもたちの語学
力等の向上を図る。
・姉妹都市との交流活動等を行うことにより、文化・観光交流等を促進・展開する。

6,048                   3,382                   3,382                   

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・小山町国際友好協会にお
いて、英語弁論大会、世界
の料理教室等の開催
・ミッション市セカンダ
リースクールの学生受け入
れ
・20周年記念ミッション市
公式訪問団受入（ホームス
テイ）
・小山町日中友好協会にお
いて、中国大使館視察
青少年民族芸術団の講演会
開催
・姉妹都市等との祭り等交
流の実施（岡山県勝央町・
京都府福知山市）

・小山町国際友好協会にお
いて、英語弁論大会、世界
の料理教室等の開催
・ミッション市セカンダ
リースクールの学生受け入
れ
・民間交流の実施（内容未
定）
・小山町日中友好協会にお
いて、中国大使館視察及び
座談会の開催
・姉妹都市等との祭り等交
流の実施（岡山県勝央町・
京都府福知山市）

・小山町国際友好協会にお
いて、英語弁論大会、世界
の料理教室等の開催
・ミッションヘリテージ
パークセカンダリースクー
ルの学生受け入れ
・民間交流の実施（内容未
定）
・小山町日中友好協会にお
いて、中国大使館視察及び
座談会の開催
・姉妹都市等との祭り等交
流の実施（岡山県勝央町・
京都府福知山市）
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－６ 誰もが活躍できる男女共同参画の推進

事　業　名 担当課 生涯学習課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・男女共同参画講演会を開
催
・県主催の職員研修に参加
・第３次小山町男女共同参
画社会づくり行動計画（H25
～28）の進行管理
・第４次行動計画策定に向
けて委員会を設置し、第４
次行動計画を策定

・男女共同参画講演会を開
催
・県主催の職員研修に参加
・第４次小山町男女共同参
画社会づくり行動計画（H29
～32）の進行管理

・男女共同参画講演会を開
催
・県主催の職員研修に参加
・第４次小山町男女共同参
画社会づくり行動計画（H29
～32）の進行管理

男女共同参画推進事業

・男女共同参画社会づくり行動計画を、町民や時代のニーズ等に則した内容で改定・
推進することで、町民の男女共同参画に対する意識の醸成を図る。
・講演会、研修会を開催し、男女共同参画の推進を図る。

367                     64                      64                      
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－７ 三来拠点事業の推進 （その１）

事　業　名 担当課 未来拠点課

概　　　要

事業費(千円) 617,018                 209,337                 650,350                 

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

内陸のﾌﾛﾝﾃｨｱを拓く取組と
小山町将来土地利用構想事
業の推進
湯船原地区：木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発
電事業、ﾛｼﾞｽﾃｯｸｴﾘｱ事業調
査業務の推進、太陽光発電
事務事業、小山湯船原工業
団地造成事業への協力（企
業誘致）
足柄SA周辺地区:用地買収事
務、土地利用事務
補助金事務

【H27繰越明許費】
・東名足柄バスストップ駐
車場調査業務
3,000千円

内陸のﾌﾛﾝﾃｨｱを拓く取組と
小山町将来土地利用構想事
業の推進
小山PA周辺地区：区画整理
事業等町道上野大御神線設
計業務、区画整理事業
湯船原地区：木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発
電事業、ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｴﾘｱ造成事
業の推進、太陽光発電事務
事業、小山湯船原工業団地
造成事業（造成事業完了）
への協力（企業誘致）
足柄SA周辺地区:SIC設置事
業

内陸のﾌﾛﾝﾃｨｱを拓く取組と
小山町将来土地利用構想事
業の推進
小山PA周辺地区:区画整理事
業
湯船原地区:木質ﾊﾞｲｵﾏｽ発電
事業
太陽光発電事務事業
足柄SA周辺地区:SIC設置、
開発事業完了
小山湯船原工業団地造成事
業への協力（企業誘致）
補助金事務

企業立地振興事業

・三来拠点事業
①小山ＰＡ周辺地区
土地区画整理事業の手法によりモータースポーツ関連産業の集積や、周辺町道整備事
業等を行うことで、新しい町の玄関口にふさわしい整備を実施する。
②湯船原地区
新東名高速道路（仮称）小山ＰＡスマートＩＣから約３km圏内のアクセスを活かし、
小山湯船原工業団地の造成による食品加工生産施設の誘致や太陽光発電事業、木質バ
イオマス発電事業による再生可能エネルギー事業の推進、国道２４６号からのアクセ
スによるロジスティックターミナルエリア事業、農産物生産等を集積するアグリイン
ダストリーエリア事業等の整備事業を実施する。
③足柄ＳＡ周辺地区
東名高速道路足柄ＳＡにスマートＩＣの設置と足柄ＳＡ周辺地区の土地利用を図るた
め、地元の特産物を活用した観光施設の整備を行う。
・小山町地域産業立地支援事業
企業立地の際、初期投資を抑え企業立地を行いやすくするために、用地取得に要した
経費の一部を補助する。
・富士山ビジネスマッチング促進事業
町内企業への情報提供、マッチングコーディネイトを促進することを目的として、静
岡県富士山麓健康産業集積構想の一環で実施している富士山麓ビジネスマッチング促
進事業を推進する。
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－７ 三来拠点事業の推進 （その２）

事　業　名 担当課 未来拠点課

概　　　要

事業費(千円)

新産業集積エリア造成事業

・三来拠点事業における湯船原地区のうち、新産業集積エリアにおいて町の工業団地
造成事業を実施する。

1,764,491               15,309                  50,200                  

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

内陸のﾌﾛﾝﾃｨｱを拓く取組と
小山町将来土地利用構想事
業の推進
新産業集積エリア造成事業
①路線測量、造成設計、認
可許可申請業務等発注
②用地買収事務着手
③企業誘致

【H27繰越明許費】
・新産業集積エリア造成事
業
170,000千円

内陸のﾌﾛﾝﾃｨｱを拓く取組と
小山町将来土地利用構想事
業の推進
新産業集積エリア造成事業
①造成工事開始
②企業誘致

内陸のﾌﾛﾝﾃｨｱを拓く取組と
小山町将来土地利用構想事
業の推進
新産業集積エリア造成事業
①造成工事終了
②完成後確定測量業務
③企業誘致
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－８ 活気ある農業の振興 （その１）

事　業　名 担当課 農林課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 農林課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 農林課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・農業用施設の管理委託業
務（中島八重桐の池）
Ｈ28年度委託費692千円
・多面的機能支払制度
平成28年度　上野ほか新規
２地区2,914千円
・農業用ため池ハザード
マップ２池　5,800千円
・農業用ため池耐震対策負
担金
棚頭地区1,750千円・中島地
区3,000千円

・農業用施設の管理委託業
務（中島八重桐の池）
Ｈ29年度委託費　692千円
・多面的機能支払制度
平成29年度　上野ほか3地区
4,000千円
・農業用ため池耐震対策
平成29年度　対策工事負担
金

・農業用施設の管理委託業
務（中島八重桐の池）Ｈ30
年度委託費692千円
・多面的機能支払制度
Ｈ30年度　上野ほか4地区
5,000千円
・農業用ため池耐震対策
Ｈ30年度対策工事負担金

土地改良施設維持管理事業

・老朽化した土地改良施設の改修及び適正な維持管理を行い、施設の機能保全と長寿
命化を図る。

51,307                  47,000                  40,000                  

経営体育成基盤整備事業

・ほ場整備事業の実施と併せて農地の利用集積を推進し、農地の有効利用と生産性の
向上を図る。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・足柄金時地区
ほ場整備、農道、用排水路
及び換地業務等
C＝210,000千円
・北郷南西部地区
ほ場整備及び測量設計、換
地業務等
C＝120,000千円
・新規採択検討地区
県単調査（基本計画）
Ｃ＝3,000千円

・足柄金時地区
ほ場整備、用排水路及び換
地業務等
C＝70,000千円
・北郷南西部地区
ほ場整備及び測量設計、換
地業務等
C＝200,000千円
・新規採択検討地区
県単調査（実施計画）
Ｃ＝11,000千円

・足柄金時地区
ほ場整備、用排水路及び換
地業務等
C＝60,000千円
・北郷南西部地区
ほ場整備及び測量設計、換
地業務等
C＝200,000千円
・新規採択検討地区　　　
事業施行申請等法手続き

14,256                  16,200                  11,000                  

中山間地域総合整備事業

・生産性の高い農業推進のため、基盤整備事業（ほ場整備、農道、用排水路整備等）
を促進する。
・県営中山間地域総合整備事業足柄金時地区及び北郷南西部地区の事業促進を図ると
ともに、新規地区採択に向けた調査を実施する。

382                     300                     400                     

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・清流の郷地区
県単調査（事業計画・集積
原案等作成）
小山町負担金
C＝600千円×50％

・清流の郷地区
事業施行申請、地形測量等
小山町負担金
C＝2,000千円×10％

・清流の郷地区
地形測量、実施設計、換地
原案作成等
小山町負担金
C＝3,000千円×10％
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－８ 活気ある農業の振興 （その２）

事　業　名 担当課 農林課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 農林課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・各種団体への負担金
・担い手の育成支援
・農地の有効活用の推進
・学校給食への地場農産物
の供給体制の確立と供給の
拡大
・6次産業化の推進
・農作業体験、食育事業の
推進

【H27繰越明許費】
・経営体育成支援事業補助
金
9,689千円

・各種団体への負担金
・担い手の育成支援
・農地の有効活用の推進
・学校給食への地場農産物
の供給の拡大
・6次産業化の推進
・農作業体験、食育事業の
推進

・各種団体への負担金
・担い手の育成支援
・農地の有効活用の推進
・学校給食への地場農産物
の供給の拡大
・6次産業化の推進
・農作業体験、食育事業の
推進

農業振興事業

・各種協議会への助成や負担金の交付を行い、担い手の育成や支援、担い手への農地
利用集積や遊休農地の解消など農地の有効活用を進める。
・町内農産物の加工・販売などの６次産業化の取組や地産地消を推進するととに、農
作業体験などのグリーン・ツーリズムを推進することにより、農家所得の向上と農業
の活性化を図る。

3,809                   4,104                   4,104                   

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・鳥獣被害防止総合対策事
業の活用し、デジタル無線
機を導入する。
・猟友会と連携し効率的な
捕獲を図る。
・新規有害鳥獣捕獲従事者
数を増やすための補助金の
活用。

・鳥獣被害防止総合対策事
業の活用
・猟友会と連携し効率的な
捕獲を図る。
・新規有害鳥獣捕獲従事者
数を増やすための補助金の
活用。

・鳥獣被害防止総合対策事
業の活用
・猟友会と連携し効率的な
捕獲を図る。
・新規有害鳥獣捕獲従事者
数を増やすための補助金の
活用。

8,555                   5,055                   5,055                   

有害鳥獣対策事業

・小山町鳥獣被害防止計画に基づき、行政、部農会、農協、農業共済、猟友会からな
る「小山町鳥獣被害防止対策協議会」を中心に、広域的な被害防除を行う。
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－９ 適切な森林整備を通じた林業の活性化

事　業　名 担当課 農林課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 農林課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 農林課

概　　　要

事業費(千円)

林業総務事業

・再生可能エネルギーの利用促進や地球温暖化防止対策等を通じて、持続可能な森林
の管理・経営に向けた取組を行う。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

町有林の森林整備を促進す
るとともに、林業事業体等
に対し、各種補助事業の助
成を行う。
・町有林整備事業
・森林整備事業補助金
・森林整備地域活動支援事
業費補助金
・間伐材搬出支援補助金

町有林の森林整備を促進す
るとともに、林業事業体等
に対し、各種補助事業の助
成を行う。
・町有林整備事業
・森林整備事業補助金
・森林整備地域活動支援事
業費補助金
・間伐材搬出支援補助金

町有林の森林整備を促進す
るとともに、林業事業体等
に対し、各種補助事業の助
成を行う。
・町有林整備事業
・森林整備事業補助金
・森林整備地域活動支援事
業費補助金
・間伐材搬出支援補助金

3,927                   5,500                   2,500                   

森林整備事業

・森林の持つ多面的機能の発揮のため、森林施業の効率化に向けた取組を推進すると
ともに、間伐等の森林整備を実施する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・木質燃料ストーブ導入者
に対し、補助金を交付す
る。
補助額　１件　最大50,000
円
予算額　6件　300,000円
・林業従事者育成
・森林認証等取得

・木質燃料ストーブ導入者
に対し、補助金を交付す
る。
補助額　１件　最大50,000
円
予算額　6件　300,000円
・フォレストック認定取得
・林業従事者育成
・森林認証等取得

・木質燃料ストーブ導入者
に対し、補助金を交付す
る。
補助額　１件　最大50,000
円
予算額　6件　300,000円
・フォレストック認定登録
事務
・林業従事者育成
・森林認証等取得

65,424                  45,000                  45,000                  

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・小山町森林整備計画に基
づき、町内林道開設及び部
分改良の進行管理を行な
う。
・平成28年度予定工事
※県単改良工事　林道中島
線L=300m　林道竹之下金時
線L=180ｍ
　県単開設工事　林道立山
線Ｌ=200ｍ
・平成27～33年度　林道金
時線整備事業　町負担金
21,000千円

・小山町森林整備計画（H28
～H38)に基づき、町内林道
開設及び部分改良の進行管
理を行なう。

・小山町森林整備計画（H28
～H38)に基づき、町内林道
開設及び部分改良の進行管
理を行なう。

13,888                  22,000                  22,000                  

林道整備事業

・効率的な森林整備、生産性の向上等のため、林道等の路網整備及び改良事業を実施
する。
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－１０ 人が訪れ、消費が拡大する観光交流の振興 （その１）

事　業　名 担当課 商工観光課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 商工観光課

概　　　要

事業費(千円)

観光振興事業

・地域資源を活用したイベントや、魅力的な富士山金太郎まつりを開催し、観光交流
人口の拡大を図る。
・本町の魅力をＰＲできる観光ボランティアガイドを育成し、町内外からの来訪者へ
の対応の充実を図る。
・観光振興計画のアクションプランを作成し、観光振興に関する施策を計画的に推進
する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・五合目駐車場及び下山道
の整備
・登山パンフレット、ルー
ト案内ビラの作成
・観光案内所、五合目公衆
トイレ管理委託
・富士登山ナビゲーター配
置業務
・ふじあざみラインマイ
カー規制実施
・富士山関係諸団体への負
担金
・五合目送電ケーブル保守
等維持管理、電気料、送電
線施設使用料の負担
・須走口五合目再整備計画
の検討

・五合目駐車場及び下山道
の整備
・登山パンフレット、ルー
ト案内ビラの作成
・観光案内所、五合目公衆
トイレ管理委託
・富士登山ナビゲーター配
置業務
・ふじあざみラインマイ
カー規制実施
・富士山関係諸団体への負
担金
・五合目送電ケーブル保守
等維持管理、電気料、送電
線施設使用料の負担
・須走口五合目再整備計画
の実施計画（金額はH28の検
討により決定）

・五合目駐車場及び下山道
の整備
・登山パンフレット、ルー
ト案内ビラの作成
・観光案内所、五合目公衆
トイレ管理委託
・富士登山ナビゲーター配
置業務
・ふじあざみラインマイ
カー規制実施
・富士山関係諸団体への負
担金
・五合目送電ケーブル保守
等維持管理、電気料、送電
線施設使用料の負担
・須走口五合目再整備計画
の事業実施（金額はH28の検
討により決定）

19,391                  19,391                  19,391                  

富士山観光事業

・観光客・登山客の利便向上と安全対策を図るため、五合目駐車場周辺及び下山道の
整備を推進する。また、五合目ビジターセンター設置や駐車場再整備などの計画につ
いて関係機関と調整の上、事業を推進する。
・富士山の自然環境を保全するため、富士あざみラインのマイカー規制を毎年実施す
る。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・観光振興計画アクション
プランによる事業の推進
・富士山金太郎まつり、笛
まつり、もみじまつりの開
催
・ボランティアガイド育成
と活用
・観光各種パンフレット作
成
・さくら病害虫防除
・さくらテングス病防除
・町観光協会助成金
・おまつり助成金

・観光振興計画アクション
プランによる事業の推進
・富士山金太郎まつり、笛
まつり、もみじまつりの開
催
・ボランティアガイド育成
と活用
・観光各種パンフレット作
成
・さくら病害虫防除
・さくらテングス病防除
・町観光協会助成金
・おまつり助成金

・観光振興計画アクション
プランによる事業の推進
・富士山金太郎まつり、笛
まつり、もみじまつりの開
催
・ボランティアガイド育成
と活用
・観光各種パンフレット作
成
・さくら病害虫防除
・さくらテングス病防除
・町観光協会助成金
・おまつり助成金

30,988                  26,043                  26,043                  
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－１０ 人が訪れ、消費が拡大する観光交流の振興 （その２）

事　業　名 担当課 商工観光課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 商工観光課

概　　　要

事業費(千円)

3,666                   3,666                   3,666                   

富士箱根トレイル等維持管理事業

・恵まれた本町の自然環境を活かし、富士箱根トレイルをはじめとするハイキング
コースのＰＲと維持管理を行い、観光交流人口の拡大を図る。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・各種自転車イベントの開
催
・イタリアのサイクリスト
を受入れ、町主催のイベン
トを実施
・首都圏開催のイベントへ
の参加
・外客誘致キャンペーン事
業
・自転車まちづくり事業
・ゴルフ場の利用促進及び
ＰＲ

・各種自転車イベントの開
催
・首都圏開催のイベントへ
の参加
・イタリアのサイクリスト
を受入れ、町主催のイベン
トを実施
・外客誘致キャンペーン事
業
・自転車まちづくり事業
・ゴルフ場の利用促進及び
ＰＲ

・各種自転車イベントの開
催
・首都圏開催のイベントへ
の参加
・イタリアのサイクリスト
を受入れ、町主催のイベン
トを実施
・外客誘致キャンペーン事
業
・自転車まちづくり事業
・ゴルフ場の利用促進及び
ＰＲ

交流人口拡大事業

・各種自転車イベントを開催することによりサイクリスト及び観光客増加を図る。
・県内外に小山町の魅力をアピールし、観光客数の増加を図る。
・近隣の市町や観光施設と連携し、観光プロモーションや魅力のある商品企画及び整
備を行う。

3,845                   3,845                   3,845                   

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・富士箱根トレイル推進協
議会の運営、ロゴマークの
活用によるＰＲ
・富士箱根トレイルを利用
したハイキングイベントの
実施
・官民協働によるハイキン
グ道の整備実施
・ハイキングコース維持管
理
・トイレ、ベンチ、休憩ス
ペースの整備

・富士箱根トレイル推進協
議会の運営、ロゴマークの
活用によるＰＲ
・富士箱根トレイルを利用
したハイキングイベントの
実施
・官民協働によるハイキン
グ道の整備実施
・ハイキングコース維持管
理
・トイレ、ベンチ、休憩ス
ペースの整備

・富士箱根トレイル推進協
議会の運営、ロゴマークの
活用によるＰＲ
・富士箱根トレイルを利用
したハイキングイベントの
実施
・官民協働によるハイキン
グ道の整備実施
・ハイキングコース維持管
理
・トイレ、ベンチ、休憩ス
ペースの整備
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－１０ 人が訪れ、消費が拡大する観光交流の振興 （その３）

事　業　名 担当課 商工観光課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 ﾌｨﾙﾑｺﾐｯｼｮﾝ支援課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・小山町内への入口（主要
道路）にある金太郎看板を
100周年記念ロゴに変更す
る。
・観光案内看板の設置と外
国語標記の充実
・金時公園再整備の防衛概
算要求、地元説明と調整
・富士山ビューポイント
（誓いの丘等）の整備検討

・小山町内への入口（主要
道路）にある金太郎看板を
100周年記念ロゴに変更す
る。
・観光案内看板の設置と外
国語標記の充実
・金時公園再整備の実施設
計（金額はH28の検討により
決定）
・富士山ビューポイント
（誓いの丘等）の整備検討

・小山町内への入口（主要
道路）にある金太郎看板を
100周年記念ロゴに変更す
る。
・観光案内看板の設置と外
国語標記の充実
・金時公園再整備の工事着
手（金額はH28の検討により
決定）
・富士山ビューポイント
（誓いの丘等）の整備検討

観光施設管理運営事業

・観光施設の整備や維持管理を推進し、魅力ある観光スポットを充実させることで、
観光交流人口の拡大を図る。

352                     352                     352                     

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

（計画（目標））
・誘致番組・映画等延べ本
数　２００本

・経済効果　１億円

・ロケ用スタジオ誘致など
の検討を進める。

【H27繰越明許費】
・スタジオタウン小山・交
流人口創出事業
40,000千円

（計画（目標））
・誘致番組・映画等延べ本
数　２００本

・経済効果　１億円

（計画（目標））
・誘致番組・映画等延べ本
数　２００本

・経済効果　１億円

3,806                   3,806                   3,806                   

フィルムコミッション支援事業

・近隣市町との連携強化、公・民間施設などの活用、撮影協力者（ロケハン・エキス
トラ）の育成等により、支援事業の強化を進める。
・フィルムコミッション事業の各種効果により、観光交流の増大を図る。
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－１１ 賑わいと活気があふれる商工業の振興

事　業　名 担当課 商工観光課

概　　　要

事業費(千円)

商工業振興事業

・商店街の賑わいを創出するため、空き店舗の有効活用、創業・起業の支援を行う。
・地場産品を活用した品質向上、新商品や「小山町優良ブランド品」の開発支援を行
う。
・地域住民を対象とした職業訓練事業の支援や、中小企業勤労者の福利厚生支援を行
う。

8,885                   10,000                  10,000                  

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・小山町商工会への助成

・農商工連携協議会への助
成

・商店街の空き店舗対策と
して、新規出店に係る創業
支援の検討

・駅前観光案内所の指定管
理と活用方法の検討

・小山町商工会への助成

・農商工連携協議会への助
成

・商店街の空き店舗対策と
して、新規出店に係る創業
支援の実施

・駅前観光案内所の指定管
理による運営

・小山町商工会への助成

・農商工連携協議会への助
成

・商店街の空き店舗対策と
して、新規出店に係る創業
支援の実施

・駅前観光案内所の指定管
理による運営
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－１２ 定住・移住の促進と婚活支援 （その１）

事　業　名 担当課 おやまで暮らそう課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 おやまで暮らそう課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・定住促進宅地開発事業補
助金
・個人住宅取得資金利子
補給金
・定住促進事業助成金
・出産祝金支給

【H27繰越明許費】
(H27加速化交付金、若者向
け自己実現型定住促進事
業）
・大学生等ＵＩＪﾀｰﾝ促進事
業
・しごと創生事業
・移住促進事業
・子育て支援事業
・情報発信事業
40,000千円

・定住促進宅地開発事業補
助金
・個人住宅取得資金利子
補給金
・定住促進事業助成金
・出産祝金支給

・定住促進宅地開発事業補
助金
・個人住宅取得資金利子
補給金
・定住促進事業助成金
・出産祝金支給

定住促進事業

・就活生を中心としたＵＩＪターン促進施策を実施する。
・地域資源活用ビジネスモデル構築のための調査・分析を行う。
・起業・創業支援の仕組み作りを行う。
・民間企業との連携による移住を目的とした定住促進施策を実施する。

289,040                 170,000                 30,000                  

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・富士小山わさび平宅地造
成事業の測量、設計、優良
田園住宅に基づく開発許可
及び造成工事の実施。

【H27繰越明許費】
・用沢宅地造成事業の測
量、設計、開発許可及び造
成工事の実施。
90,000千円

・用沢宅地造成事業の分譲
販売
・富士小山わさび平宅地造
成事業の分譲販売

・富士小山わさび平宅地造
成事業の分譲販売

32,934                  32,934                  32,934                  

宅地造成事業

・用沢宅地造成事業及び優良田園住宅に基づく富士小山わさび平宅地造成事業を実施
する。
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【第３章　いきいきとしたまち】

３－１２ 定住・移住の促進と婚活支援 （その２）

事　業　名 担当課 おやまで暮らそう課

概　　　要

事業費(千円)

結婚支援事業

・婚活支援事業「おやま出逢い大社」の会員増を図る。
・結婚支援相談員によるマンツーマンの相談や、仲介等のきめ細かな支援を実施す
る。
・町ならではの地域資源を生かしたイベントや、若者のスキルアップ等を学ぶセミ
ナーを実施する。

729                     8,500                   8,500                   

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・婚活支援事業「おやま出
逢い大社」の会員募集
・結婚支援相談員による相
談、仲介支援実施
・婚活イベント、セミナー
実施

【H27繰越明許費】
（地域少子化対策重点推進
交付金：結婚支援事業）
・若者向けライフデザイン
教育の実施
・共同生活体験型婚活の実
施
・地域資源活用子育て支援
の実施
15,000千円

・婚活支援事業「おやま出
逢い大社」の会員募集
・結婚支援相談員による相
談、仲介支援実施
・婚活イベント、セミナー
実施

・婚活支援事業「おやま出
逢い大社」の会員募集
・結婚支援相談員による相
談、仲介支援実施
・婚活イベント、セミナー
実施
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【第４章　計画の推進のために】

４－１ 広域連携の推進

事　業　名 担当課 町長戦略課

概　　　要

事業費(千円)

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・富士山ネットワーク会議
による環境・観光・防災な
どさまざまな分野での研究
及び取り組み（UTMF事業は
市町村振興協会補助事業）

・富士箱根伊豆交流圏市町
村ネットワーク（＝ＳＫ
Ｙ）による合同サミットに
向けた協議

・２市１町行政懇談会（広
域研究会）による広域課題
に対する検討

・富士山ネットワーク会議
による環境・観光・防災な
どさまざまな分野での研究
及び取り組み

・富士箱根伊豆交流圏市町
村ネットワーク（＝ＳＫ
Ｙ）による合同サミット

・２市１町行政懇談会（広
域研究会）による広域課題
に対する検討

・富士山ネットワーク会議
による環境・観光・防災な
どさまざまな分野での研究
及び取り組み

・富士箱根伊豆交流圏市町
村ネットワーク（＝ＳＫ
Ｙ）による合同サミットに
向けた協議

・２市１町行政懇談会（広
域研究会）による広域課題
に対する検討

広域連携推進事業

・近隣市町村と富士山ネットワーク会議等による連携を促進し、広域的な行政課題に
対する公共サービスの充実を図る。

2,187                   2,187                   2,187                   
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【第４章　計画の推進のために】

４－２ 健全な財政運営の確立

事　業　名 担当課 総務課

概　　　要

事業費(千円) 3,045                   3,100                   3,100                   

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・財務諸表等の作成や中期
財政計画の策定をし、町民
に公表していく。

・統一的な基準による財務
諸表等の作成や中期財政計
画の策定をし、町民に公表
していく。

・統一的な基準による財務
諸表等の作成や中期財政計
画の策定をし、町民に公表
していく。

財政管理事業

・中期財政計画の策定や新地方公会計制度に基づくバランスシートなどの作成・公表
を行う。
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【第４章　計画の推進のために】

４－３ 効率的な行政運営の推進

事　業　名 担当課 町長戦略課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 町長戦略課

概　　　要

事業費(千円)

行財政改革推進事業

・効率的・効果的な行政運営の推進を図り、事業のムダを無くす。
・組織改革の推進を図り、新たな行政課題や町民ニーズに対応する柔軟性・機動性を
備えた組織を構築する。
・町内施設の適正管理を推進する。
・行政サービス改革の推進を図り、競争原理を取り入れた民営化、アウトソーシン
グ、ＰＦＩなど市場メカニズムの導入を推進する。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・第４次小山町総合計画後
期計画進行管理
・小山町総合戦略進行管理
・福祉理美容による地域活
性化事業の継続実施（オ
シャレ講座・訪問理美容
等）

・第４次小山町総合計画後
期計画進行管理
・小山町総合戦略進行管理
・第５次小山町総合計画の
検討
・福祉理美容による地域活
性化事業の継続実施（オ
シャレ講座・訪問理美容
等）

・第４次小山町総合計画後
期計画進行管理
・小山町総合戦略進行管理
・第５次小山町総合計画の
検討
・福祉理美容による地域活
性化事業の継続実施（オ
シャレ講座・訪問理美容
等）

5,248                   4,660                   4,660                   

企画調査事業

・総合計画及び総合戦略の適切な進行管理を行うとともに、次期総合計画の策定に取
り組む。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制度の対応、利便
性向上・事務改善の検討
・総合計画・実施計画にお
ける施策評価・事務事業評
価
・事務事業評価の中から事
務改善、コスト削減取組に
関する褒賞制度検討
・行政改革推進本部見直し
・行政アドバイザー活用
・公共施設等総合管理計画
の策定

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制度の対応、利便
性向上・事務改善の検討
・総合計画・実施計画にお
ける施策評価・事務事業評
価
・行政アドバイザー活用
・事務改善・コスト削減褒
賞

・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ制度の対応、利便
性向上・事務改善の検討
・総合計画・実施計画にお
ける施策評価・事務事業評
価
・行政アドバイザー活用
・事務改善・コスト削減褒
賞

17,249                  17,249                  17,249                  
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【第４章　計画の推進のために】

４－４ 参加と協働によるまちづくり

事　業　名 担当課 町長戦略課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 町長戦略課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 町長戦略課

概　　　要

事業費(千円)

1,612                   1,612                   1,612                   

広報広聴事業

・広報紙、無線放送、ホームページ、Facebook等により町政情報等の発信を行い、透
明性の高い行政運営の推進を図る。
・定例記者懇談会を開催し、マスメディアを活かした情報発信を推進する。
・シティプロモーション指針に基づき、広く町内外に小山町の情報発信を行う。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・５地域で金太郎計画2020
の推進（市町村振興協会補
助事業）

・５地域で金太郎計画2020
の推進（市町村振興協会補
助事業）

・５地域で金太郎計画2020
の推進（市町村振興協会補
助事業）

協働推進事業

・公益的な地域活動と組織づくりを支援し、協働で地域コミュニティの活性化の推進
を図る。

24,723                  24,723                  24,723                  

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・地区ｺﾐｭﾆﾃｨ施設の定期的
な改修（改修箇所未定）
・地区屋外掲示板の取替設
置
H28度：11箇所実施予定
・区長交付金及び区運営交
付金の交付
・区長会及び幹事会の開催
・各地区要望件数の整理

・地区ｺﾐｭﾆﾃｨ施設の定期的
な改修（改修箇所未定）
・地区屋外掲示板の取替設
置
H29年度：11箇所実施予定
・区長交付金及び区運営交
付金の交付
・区長会及び幹事会の開催
・各地区要望件数の整理

・地区ｺﾐｭﾆﾃｨ施設の定期的
な改修（改修箇所未定）
・地区屋外掲示板の取替設
置H30年度：11箇所予定
・区長交付金及び区運営交
付金の交付
・区長会及び幹事会の開催
・各地区要望件数の整理

10,634                  10,634                  10,634                  

自治振興事業

・区長会と連携・情報共有し、暮らしやすいまちづくりの推進を図る。

具体的取組

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

・全世帯に広報紙おやま、
広報おやまおしらせの全戸
配布
・無線放送・ホームペー
ジ・Facebookによる町政情
報等の発信
・町長への手紙、出前講座
等の開催
・定例記者懇談会の開催

・プロモーション指針やプ
ロモーションビデオを活用
した、観光交流促進・定住
促進プロモーションの充
実・連携

・全世帯に広報紙おやま、
広報おやまおしらせの全戸
配布
・無線放送・ホームペー
ジ・Facebookによる町政情
報等の発信
・町長への手紙、出前講座
等の開催
・定例記者懇談会の開催

・継続的なプロモーション
を実施

・全世帯に広報紙おやま、
広報おやまおしらせの全戸
配布
・無線放送・ホームペー
ジ・Facebookによる町政情
報等の発信
・町長への手紙、出前講座
等の開催
・定例記者懇談会の開催

・包括的な戦略に基づくシ
ティプロモーションの継続
実施
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