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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 29年度から平成 31年度までの３年間を計画期間としています。 

なお、平成 30 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 新規の事業等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。 

 

計画の策定 

 

施策(事業)の実施 

施策(事業)評価 

施策(事業)の 

 見直し・改善 

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 

 

２ 

安心・安全

なまち 

富
士
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活
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あ
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交
流
の
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お
や
ま 

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)

平成３０年度

環境保全事業

・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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・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。
・環境基本計画調査として
「水辺の生き物調査」を実
施する。

・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。
・環境基本計画調査として
「水辺の生き物調査」を実
施する。

・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。
・環境基本計画調査として
「水辺の生き物調査」を実
施する。

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。

1,384                   1,384                   1,384                   

具体的取組

平成２９年度 平成３１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～H30）

・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～H30）

・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

987                     987                     517                     
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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)

314                     

-                       500                     -                       

・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２９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
・町内事業所の揚水量調査
・地下水有効活用指針等の
調査・検討

地下水保全事業

314                     314                     

・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。

・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
・町内事業所の揚水量調査
・地下水有効活用指針等の
調査・検討

・リサーチパーク内の井戸
測定器点検　500千円

・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
・町内事業所の揚水量調査
・地下水有効活用指針等の
調査・検討

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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

ホタルの里づくり事業

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。

・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
・石沢の排水水質検査を実
施

2,717                   2,717                   2,717                   

平成３０年度 平成３１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

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度
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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) 4,616                   3,615                   3,615                   

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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
ンダーの印刷及び全戸配布
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) 5,056                   5,056                   5,056                   

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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。
・臨時職員賃金

・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。
・臨時職員賃金

・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。
・臨時職員賃金

175                     175                     175                     

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・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。

･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。
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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) 885,910                 273,100                 258,400                 

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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：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）
・新東名側道配水管切り回
し工事を実施する。
・柴怒田大橋架け替えによ
る配水管切り回し工事を実
施する。

・水源施設の機械・電気設
備交換工事を実施する。
・配水管布設工事を実施す
る。
（配水管布設：耐震化率
24％目標）
・小山町上水道基本計画を
作成する。
・新東名側道配水管切り回
し工事を実施する。

・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：須走低区配
水池）
（配水管布設：耐震化率
25％目標
・新東名側道配水管切り回
し工事を実施する。

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。
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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) 23,314                  23,314                  23,314                  

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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
32％、町＝56.00％）

・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
32％、町＝56.00％）

・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
32％、町＝56.00％）

53,807                  53,007                  58,007                  

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

（長寿命化に伴う機械・電
気設備工事）
・水処理設備
・汚泥処理設備
・計測設備

（長寿命化に伴う実施設
計）
・電気設備（VVVF・MLSS計
流量計）
（ストックマネジメント策
定業務）

（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

（ストックマネジメントに
伴う機械・電気設備工事）
・CRT関係

（ストックマネジメントに
伴う実施設計）

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。
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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) 5,000                   53,700                  82,716                  

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・関係機関との各種協議、
調整等
・（仮称）足柄駅交流セン
ター基本設計
　5,000千円

・（仮称）足柄駅交流セン
ター実施設計業務の実施
　19,000千円
・JR東海(株)機能補償費
　24,000千円（ポイント切
替等の各種設備を新設・移
設・切替を実施）
・JR東海(株)に対する物件
補償
・JR東海(株)との土地賃貸
借契約の締結

・（仮称）足柄駅交流セン
ター建設工事の発注
　74,366千円
（H31～H32の２ヶ年事業）
・（仮称）足柄駅交流セン
ター建設工事監理業務委託
の実施
　1,490千円
・財産処分に伴う補助金返
納
　8,350千円
・駅舎解体工事実施

※（参考）
H32年分
建設工事
(297,464千円)
建設工事管理業務委託
(5,960千円)

4,411                   1,305                   1,305                   

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２９年度 平成３０年度 平成３１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
・湯船原地区の富士山麓フ
ロンティアパーク区域の地
区計画策定を行う。
・湯船原地区土地利用事業
の調整及び協議
・小山町震災復興都市計画
行動計画の策定

・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
・湯船原地区の土地利用事
業の完了
・湯船原地区の地区計画に
よる都市計画決定

・都市計画審議会の開催

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。
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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)

事　業　名 担当課 未来拠点課

概　　　要

事業費(千円) 165,892                 30,000                  -                       

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・町道2414号線舗装新設工
事　L=770m
・町道2415号線道路改良舗
装工事　L=150m
・町道2451号線道路改良工
事委託　L=80m
・町道2452号線道路改良工
事委託　L=120m

【H28→Ｈ29繰越明許費】
・足柄ＳＩＣ下り線事業用
地取得
　38,000千円
・町道2414号線道路改良舗
装工事
　270,487千円

・町道2451号線舗装新設工
事委託　L=80m
・町道2452号線舗装新設工
事委託　L=120m

・平成30年度末　供用開始

132,042                 100,000                 170,000                 

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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3628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
・小山PAスマートICアクセ
ス道路(上り、下り)整備事
業に着手する。
【H28→H29繰越明許費】
・町道3975号線道路用地取
得及び物件補償
　6,700千円

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。

・社会資本整備交付金(第2
期)開始
・小山PAスマートICアクセ
ス道路(上り、下り)整備事
業を継続実施する。
・ラウンドアバウト整備事
業に着手する。

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。

・小山PAスマートICアクセ
ス道路(上り、下り)整備事
業を継続実施する。
・ラウンドアバウト整備事
業を継続実施する。

42,500                  52,500                  57,500                  

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

要望に対し、その内容を精
査し優先順位の結果で、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
査し優先順位の結果で、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
査し優先順位の結果で、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
を行う。
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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) 315,540                 340,000                 420,000                 

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

主要町道の拡幅等整備事業
を実施する。

・町道3975号線改良舗装工
事（一色・大御神）
・町道1065号線改良舗装工
事（藤曲）
・町道大胡田用沢線外2用地
買収・物件補償（用沢）
・町道大胡田用沢線改良舗
装工事（用沢）
・町道上野大御神線測量設
計業務委託（大御神）
・町道足柄三保線道路改良
事業（菅沼）

【Ｈ28→Ｈ29繰越明許費】
・町道大胡田用沢線外1路線
測量設計業務
　25,700千円

社会資本総合整備計画(第２
期)に移行し、主要町道の拡
幅等整備事業を継続実施す
る。

・町道3975号線改良舗装工
事（一色・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）
・町道上野大御神線改良舗
装工事（大御神）
・町道足柄三保線道路改良
事業（菅沼）

主要町道の拡幅等整備事業
を継続実施する。

・町道3975号線改良舗装工
事（一色・大御神）
・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）
・町道上野大御神線改良舗
装工事（大御神）
・町道足柄三保線道路改良
事業（菅沼）

111,494                 170,000                 150,000                 

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

効果的な町道整備事業を推
進し生活利便性の向上に努
める。

・町道2076号線改良舗装工
事（竹之下）外１件

・町道2102号線路線測量設
計業務委託（向方）

【防衛９条事案】
・町道下小林１号線改良舗
装工事（一色）

【H28→Ｈ29繰越明許費】
・町道1288号線道路改良事
業
　12,488千円
・道の駅ふじおやま増設敷
地取得
　88,300千円

効果的な町道整備事業を推
進し生活利便性の向上に努
める。

・町道4198号線外２路線改
良舗装工事（須走）

【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）

効果的な町道整備事業を推
進し生活利便性の向上に努
める。

・町道4201号線外１路線改
良舗装工事（須走）

【防衛９条事案】
・町道用沢大御神線舗装補
修工事（用沢）

・町道犬の平線舗装補修工
事（小山）

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 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) 95,204                  45,913                  45,000                  

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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号線改良舗装工事
の実施]

・狭隘部L=582mの道路設計
及び改良舗装工事を行う。

【H28→H29繰越明許費】
・町道3866号線舗装補修工
事
　67,128千円

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]【第２期】

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]【第２期】

619,187                 63,000                  62,000                  

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

大胡田用沢線の整備に向け
た業務
・用地買収(143,614千円)
・物件補償(407,027千円)
・工事(63,000千円)
・物件調査委託（時点修
正）(4,940千円)
・不動産鑑定（時点修正）
(650千円)

大胡田用沢線の整備に向け
た業務
・工事(63,000千円)

大胡田用沢線の整備に向け
た業務
・工事(62,000千円)

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。
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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)

事　業　名 担当課 未来拠点課

概　　　要

事業費(千円) 90,068                  150,000                 10,000                  

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・実施設計　L=200m
・用地買収　A=6,000㎡
・道路新設工事　L=200m

・道路新設工事　L=200m ・上野工業団地造成事業の
道路新設工事に伴う付帯工
事

104,100                 90,000                  85,000                  

湯船原アクセス道路整備事業

・国道２４６号から湯船原工業団地への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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【橋梁長寿命化】
町が管理する重要橋梁の長
寿命化修繕事業を計画的に
実施する。
・橋梁補修工事（3橋）
古城橋、原坂橋、小山犬の
平線無名橋
・橋面補修工事（5橋）　陣
馬橋、あざみづか橋、花戸
橋、向原橋、南の原橋

【道路構造物点検】
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（10橋)
・ｲﾝﾌﾗ長寿命化計画策定
（道路付属物）1.0式

【H28→H29繰越明許費】
・東名高速道路跨道橋の点
検委託及び補修工事
　21,540千円

【橋梁長寿命化】
町が管理する重要橋梁の長
寿命化修繕事業を計画的に
実施する。
・橋梁補修工事（２橋）
南ノ原橋、原坂橋
・橋面補修工事（1橋）　向
原橋　

【道路構造物点検】
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（30橋）

【橋梁長寿命化】
町が管理する重要橋梁の長
寿命化修繕事業を計画的に
実施する。
・橋梁補修工事（3橋）
尾崎橋、向田橋、堀城橋

【道路構造物点検】
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（5カ年周期２期
目）

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。
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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) 58,093                  72,613                  72,613                  

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・小山町地域公共交通網形
成計画（改訂版金太郎公共
交通計画）事業実施
・コミュニティバス、実証
実験運行の見直し
・ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ事業（松田
町営駐車場賃借）

・小山町地域公共交通網形
成計画（改訂版金太郎公共
交通計画）事業実施
・コミュニティバス見直し
・実証実験の結果を踏ま
え、ネットワークや運行頻
度の最適化を図る
・ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ事業（松田
町営駐車場賃借）

・小山町地域公共交通網形
成計画（改訂版金太郎公共
交通計画）事業実施
・コミュニティバス見直し
・実証実験の結果を踏ま
え、ネットワークや運行頻
度の最適化を図る
・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。
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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 （その１）

事　業　名 担当課 都市整備課

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) 33,449                  90,000                  90,000                  

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・用途廃止事務
　　大胡田団地2棟10戸解体
　　原向団地用途廃止交渉
・（住宅管理委託）
・（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）

【Ｈ28→Ｈ29繰越明許費】
・一色西裏団地解体
　6,800千円

・用途廃止事務
　原向団地 4棟15戸解体予
定
　北原及び滝の台団地用途
廃止交渉
・緑ヶ丘団地改修工事 1棟
12戸
・（住宅管理事務）
・（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）

・用途廃止事務
　北原及び滝の台団地解体
予定
・緑ヶ丘団地改修工事 1棟
12戸
・（住宅管理事務）
・（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）

66,931                  11,045                  11,045                  

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

○TOUKAI-0　
・耐震診断 120件 (予定)
（委託料：46,320円/戸）
（国：1/2、県：3/8、町：
1/8）
・耐震計画  66件 (予定)
（補助基準額：144,000円）
（補助金額：基準額×2/3、
高齢者世帯は3/3）
（国：1/3、県：1/6、町：
1/6）
・耐震補強  60件 (予定)

○確認申請等受付業務
　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  50件 (予定)
（委託料：46,320円/戸）
（国：1/2、県：3/8、町：
1/8）
・耐震計画  10件 (予定)
（補助基準額：144,000円）
（補助金額：基準額×2/3、
高齢者世帯は3/3）
（国：1/3、県：1/6、町：
1/6）
・耐震補強  10件 (予定)

○確認申請等受付業務
　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  50件 (予定)
（委託料：46,320円/戸）
（国：1/2、県：3/8、町：
1/8）
・耐震計画  10件 (予定)
（補助基準額：144,000円）
（補助金額：基準額×2/3、
高齢者世帯は3/3）
（国：1/3、県：1/6、町：
1/6）
・耐震補強  10件 (予定)

○確認申請等受付業務
　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。
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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 （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) 145,000                 -                       -                       

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・新南藤曲団地 木造１５戸

　建築工事（外構整備含）

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。
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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)

事　業　名 担当課 都市整備課

概　　　要

事業費(千円) 200,740                 202,960                 372,960                 

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・豊門公園修景実施設計
　10,000千円
・豊門公園修景事業
　150,000千円
・豊門会館・西洋館改修設
計
　40,740千円

・豊門公園修景事業
　2,750千円
・豊門会館・西洋館改修工
事
　200,210千円

・豊門公園修景事業
　2,750千円
・豊門会館・西洋館改修工
事
　370,210千円

4,945                   4,945                   4,945                   

豊門公園整備事業

・豊門公園の再整備や、豊門会館及び西洋館の耐震工事、内外装の補修等を実施し、
地域活性化の拠点としての活用を図る。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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
1,900人
・芝生広場を活用したス
ポ・レクイベントの誘致、
開催
・BBQ利用の試行的運用
・指定管理移行へ向けた準
備

【H28→Ｈ29繰越明許費】
・地方創生拠点整備交付金
（足柄ふれあい公園ＢＢＱ
ガーデン整備事業）
　30,000千円

・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
・芝生広場を活用したス
ポ・レクイベントの誘致、
開催
・指定管理移行

・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
・芝生広場を活用したス
ポ・レクイベントの誘致、
開催

9,912                   9,912                   9,912                   

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

･公園の修繕及び草刈り等に
より利用者の安全性と快適
性の確保に努める。
･公園のトイレ･照明等に係
る光熱水費等の支払
･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

･公園の修繕及び草刈り等に
より利用者の安全性と快適
性の確保に努める。
･公園のトイレ･照明等に係
る光熱水費等の支払
･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

･公園の修繕及び草刈り等に
より利用者の安全性と快適
性の確保に努める。
･公園のトイレ･照明等に係
る光熱水費等の支払
･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。
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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) 3,992                   3,992                   3,992                   

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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。
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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) 4,964                   5,033                   5,033                   

44,802                  59,821                  59,821                  

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

(１)健康教育、啓発事業
　　　委託料850千円
①運動習慣推進事業、自主
グループへの運動講師派遣
②ココロの健康相談
③肺がん検診時の禁煙啓
発、小学校への喫煙防止教
育
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　委託料
684千円　はじめてのクッキ
ング、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、
レッツ５食育、食育ボラン
ティア養成講座
(３)健康づくり推進協議会
等委員報酬（運動習慣推進
体制の強化）336千円

(１)健康教育、啓発事業
　　　委託料850千円
①運動習慣推進事業、自主
グループへの運動講師派遣
②ココロの健康相談
③肺がん検診時の禁煙啓
発、小学校への喫煙防止教
育
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　委託料
684千円　はじめてのクッキ
ング、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、
レッツ５食育、食育ボラン
ティア養成講座
(３)健康づくり推進協議会
等委員報酬（運動習慣推進
体制の強化）336千円
・自殺対策事業（メンタル
ヘルス事業）の実施

(１)健康教育、啓発事業
　　　委託料850千円
①運動習慣推進事業、自主
グループへの運動講師派遣
②ココロの健康相談、心の
健康啓発
③事業所アンケートの実
施、肺がん検診時の禁煙啓
発、小学校への喫煙防止教
育
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　委託料
684千円　はじめてのクッキ
ング、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、
レッツ５食育、食育ボラン
ティア養成講座
(３)健康づくり推進協議会
等委員報酬（運動習慣推進
体制の強化）336千円
・自殺対策事業（メンタル
ヘルス事業）の実施

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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％
・胃がん検診内視鏡検査導
入に向けた協議調整
・各種がん検診未受診者へ
の再勧奨通知
・要精密者対策の実施

・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％
・胃がん検診内視鏡検査導
入
(50歳以上隔年実施約600人)
委託料 検査料 10,200千円
　     読影料　2,790千円
・各種がん検診未受診者へ
の再勧奨通知
・要精密者対策の実施

・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％
・胃がん検診内視鏡検査導
入
(50歳以上隔年実施約600人)
委託料 検査料 10,200千円
　     読影料　2,790千円
・各種がん検診未受診者へ
の再勧奨通知
・要精密者対策の実施
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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) 18,497                  17,783                  17,783                  

641                     850                     950                     

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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）860千円
AED借り上げ料：164千円
保健関係機関への負担金に
関すること：負担金7,512千
円
精神障害者医療費助成事
業：3,168千円
保健師等修学資金貸付金事
業：1,728千円　
保健計画中間見直し事業、
自殺対策計画策定検討：
1,000千円

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）860千円
AED借り上げ料：164千円
保健関係機関への負担金に
関すること：負担金7,512千
円
精神障害者医療費助成事
業：3,168千円
保健師等修学資金貸付金事
業：1,728千円

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）860千円
AED借り上げ料：164千円
保健関係機関への負担金に
関すること：負担金7,512千
円
精神障害者医療費助成事
業：３,168千円
保健師等修学資金貸付金事
業：1,728千円

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

事業目標
・ポイント達成者数
（延1,200人・実350人）
・ハッピーチケット交換賞
品10種類
・スマイル賞協賛事業所数
（14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1,400人・実400人）
・ハッピーチケット交換賞
品10種類
・スマイル賞協賛事業所数
（15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

事業目標
・ポイント達成者数
（延1,600人・実450人）
・ハッピーチケット交換賞
品10種類
・スマイル賞協賛事業所数
（16カ所）
・ふじのくに健康いきいき
カード協力店
（9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
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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) 28,858                  26,997                  26,997                  

137,523                 137,523                 137,523                 

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・特定健康診査事業
５月：受診票発送
５～11月：受診勧奨
６～８月：特定健診実施
10月～：未受診者受診勧奨
１１月：追加健診実施

・特定保健指導事業
７月～：対象者の抽出、
　　　　案内状発送
７月～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：受診勧奨
６～８月：特定健診実施
10月～：未受診者受診勧奨
１１月：追加健診実施

・特定保健指導事業
７月～：対象者の抽出、
　　　　案内状発送
７月～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：受診勧奨
６～８月：特定健診実施
10月～：未受診者受診勧奨
１１月：追加健診実施

・特定保健指導事業
７月～：対象者の抽出、
　　　　案内状発送
７月～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

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２９年度 平成３０年度 平成３１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
御殿場市救急医療ｾﾝﾀｰ運営
負担金：56,157千円
御殿場市医師会2次救急医療
業務負担金：9,346千円
第2次救急医療施設医療機器
整備負担金：2,109千円
広域救急事業費負担金：
1,699千円
公的病院等運営費補助金：
65,817千円

・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
御殿場市救急医療ｾﾝﾀｰ運営
負担金：56,157千円
御殿場市医師会2次救急医療
業務負担金：9,346千円
第2次救急医療施設医療機器
整備負担金：2,109千円
広域救急事業費負担金：
1,699千円
公的病院等運営費補助金：
65,817千円

・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
御殿場市救急医療ｾﾝﾀｰ運営
負担金：56,157千円
御殿場市医師会2次救急医療
業務負担金：9,346千円
第2次救急医療施設医療機器
整備負担金：2,109千円
広域救急事業費負担金：
1,699千円
公的病院等運営費補助金：
65,817千円
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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) 37,452                  33,497                  33,943                  

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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
・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)
・外出や食事の確保等援助
（軽度生活支援、高齢者バ
ス定期、2市1町共通無料入
浴券の配布等）
・安心して暮らせる場の確
保等事業（特定高齢者住宅
改修費補助、寝たきり老人
援助等）
・シルバー人材センター及
び老人クラブの会員増に向
けた協働での取組の検討と
実施

・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)
・外出や食事の確保等援助
（軽度生活支援、高齢者バ
ス定期、2市1町共通無料入
浴券の配布等）
・安心して暮らせる場の確
保等事業（特定高齢者住宅
改修費補助、寝たきり老人
援助等）
・シルバー人材センター及
び老人クラブの会員増に向
けた協働での取組の検討と
実施

・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)
・介護保険法に基づき高齢
者福祉計画及び介護保険計
画町民アンケート
・外出や食事の確保等援助
（軽度生活支援、高齢者バ
ス定期、2市1町共通無料入
浴券の配布等）
・安心して暮らせる場の確
保等事業（特定高齢者住宅
改修費補助、寝たきり老人
援助等）
・シルバー人材センター及
び老人クラブの会員増に向
けた協働での取組の検討と
実施
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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) 64,093                  64,093                  64,093                  

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、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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

【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
・ふれあい茶論、介護予防
事業ボランティア育成・認
知症サポーター養成講座・
オレンジカフェきずな

【介護予防総合事業】
・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
・ふれあい茶論、介護予防
事業ボランティア育成・認
知症サポーター養成講座・
オレンジカフェきずな

【介護予防総合事業】
・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
・ふれあい茶論、介護予防
事業ボランティア育成・認
知症サポーター養成講座・
オレンジカフェきずな
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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) 32,998                  32,998                  32,998                  

5,141                   3,175                   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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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
・小山町における障害者就
労施設等からの物品等の調
達方針を策定　
・補装具等購入費扶助を実
施
・日中一時支援事業を実施

・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
・小山町における障害者就
労施設等からの物品等の調
達方針を策定
・補装具等購入費扶助を実
施
・日中一時支援事業を実施

・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
・小山町における障害者就
労施設等からの物品等の調
達方針を策定
・補装具等購入費扶助を実
施
・日中一時支援事業を実施

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・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
・障害者団体への支援
・就労支援事業所製品のPR

・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
・障害者団体への支援
・就労支援事業所製品のPR

・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
・障害者団体への支援
・就労支援事業所製品のPR
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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) -                       -                       -                       

-                       2,500                   35,000                  

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

（北郷）
関係者との調整結果を踏ま
えて、整備を推進する。

（足柄）
足柄駅交流センター(仮称)
の検討（都市整備課）
⇒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。

（足柄）
足柄駅交流センター(仮称)
の検討（都市整備課）
⇒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。

（足柄）
足柄駅交流センター(仮称)
の検討（都市整備課）
⇒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。

11,038                  11,038                  11,038                  

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２９年度 平成３０年度 平成３１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
に係る調整等
【新】
すばしり認定こども園（仮
称）基本構想
（2,500千円）

すばしり保育園耐震化事業
に係る調整等
【新】
すばしり認定こども園（仮
称）実施設計

2,961                   2,961                   2,961                   

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２９年度 平成３０年度 平成３１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

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２９年度 平成３０年度 平成３１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
・新)利用者支援事業

・子ども子育て会議
・ファミリーサポートセン
ター事業
・利用者支援事業

・子ども子育て会議
・ファミリーサポートセン
ター事業
・利用者支援事業
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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) 21,626                  24,572                  26,572                  

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

①地域少子化対策強化事業
763千円
・妊婦･子育て電話相談､親
子の絆づくり教室､出産前教
育　
②妊婦健診、乳幼児健診等
の充実　16,560千円
・妊婦健診の充実(回数・単
価改定）
・妊婦歯科健診の受診票広
域統一化（変更）
・新生児全戸訪問　　880千
円
・幼児健診時フッ素塗布の
実施
・３歳児健診未受診者の把
握
③専門的な個別相談支援
④不妊治療費助成　　3,000
千円
＊妊娠・出産包括支援事
業、子育て世代包括支援セ
ンター業務の検討
＊新生児聴覚スクリーニン
グ体制整備事業の実施

①地域少子化対策強化事業
763千円
・妊婦・子育て電話相談、
親子の絆づくり教室、出産
前教育　
②妊婦健診、乳幼児健診等
の充実　16,560千円
・妊婦健診、歯科健診の充
実
・新生児全戸訪問　　880千
円
・幼児健診時フッ素塗布の
実施
・３歳児健診未受診者の把
握
③専門的な個別相談支援
④不妊治療費助成　　3,000
千円
＊妊娠・出産包括支援事
業、子育て世代包括支援セ
ンター業務の実施
＊新生児聴覚スクリーニン
グ事業の実施

①地域少子化対策強化事業
763千円
・妊婦・子育て電話相談、
親子の絆づくり教室、出産
前教育　
②妊婦健診、乳幼児健診等
の充実　16,560千円
・妊婦健診、妊婦歯科健診
の充実。
・新生児全戸訪問
・幼児健診時フッ素塗布の
実施
・３歳児健診未受診者の把
握
③専門的な個別相談支援
④不妊治療費助成　　3,000
千円
＊妊娠・出産包括支援事
業、子育て世代包括支援セ
ンター業務の実施
＊新生児聴覚スクリーニン
グ事業の実施

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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協議
会委員報酬

26



【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) -                       -                       -                       

80,869                  80,869                  80,869                  

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２９年度 平成３０年度 平成３１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）

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２９年度 平成３０年度 平成３１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

＊医療費の適正利用につい
て啓発方法を検討し、実
施。

・中学生までの保険診療
分・入院時食事療養費を全
額負担

＊医療費の適正利用につい
て啓発を実施する。

・中学生までの保険診療
分・入院時食事療養費を全
額負担

＊医療費の適正利用につい
て啓発を実施する。

27



【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) 34,390                  27,916                  27,000                  

58                      58                      58                      

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）、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２９年度 平成３０年度 平成３１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及び
防災ベッド事業の実施
・災害対策用備品の購入
・防災倉庫の設置
・避難所誘導標識の修繕

・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及び
防災ベッド事業の実施
・災害対策用備品の購入
・防災士養成講座の実施
・富士山火山防災マップ作
成
・災害情報収集機器の購入

・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及び
防災ベッド事業の実施
・災害対策用備品の購入

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２９年度 平成３０年度 平成３１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。
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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 防災課

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 建設課

概　　　要

事業費(千円) 32,208                  32,108                  30,000                  

12,161                  60,000                  60,000                  

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

急傾斜地崩壊防止対策事業
の実施により、急傾斜地指
定区域における土砂災害の
防止に努める。

・竹之下神田急傾斜地崩壊
防止工事（竹之下）

急傾斜地崩壊防止対策事業
の実施により、急傾斜地指
定区域における土砂災害の
防止に努める。

・竹之下神田急傾斜地崩壊
防止工事（竹之下）

急傾斜地崩壊防止対策事業
の実施により、急傾斜地指
定区域における土砂災害の
防止に努める。

・生土中島№2急傾斜地崩壊
防止工事(生土)
・小山白岩急傾斜地崩壊防
止工事(小山)
・菅沼水ノ音急傾斜地崩壊
防止工事(菅沼)

5,405                   3,555                   3,555                   

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２９年度 平成３０年度 平成３１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）
・堀城川河川改修工事  
 (菅沼)
・須川支線隧道改修設計業
務委託（棚頭）

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。

・須川支線隧道改修工事
（棚頭）
・頓沢川河川維持工事
（生土）
・がらん沢隧道改修設計業
務委託（大御神）

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。

・がらん沢隧道改修工事
（大御神）
・精進川河川維持工事
（須走）

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、地域の実状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２９年度 平成３０年度 平成３１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
・自主防災リーダー研修会
の実施
・防災士スキルアップ講座
の実施
・自主防災組織へのＬＥＤ
投光器貸与

・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
・自主防災リーダー研修会
の実施
・防災士スキルアップ講座
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
・自主防災リーダー研修会
の実施
・防災士スキルアップ講座
の実施
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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) 1,000                   12,000                  12,000                  

8,050                   8,100                   8,100                   

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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
おいて優先的に施行して行
く。
・平成29年度においては、
要望地は全て県営事業にて
要求のため工事予定はな
し。
・国、県と調整のうえ、町
施行で対応せざるを得ない
箇所について測量設計を実
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
おいて優先的に施行してい
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
おいて優先的に施行してい
く。

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・山地強靭化総合対策協議
会の実施（町内５地区に分
けて地域部会・行政部会の
実施）
・森林所有者と林業事業体
等が協定を結び実施する森
林保全活動への支援
・平成29年度以降森林・山
村多面的機能発揮対策交付
金が間接補助事業となる予
定。
・山地強靭化対策協議会原
材料支給費1,000千円

・山地強靭化総合対策協議
会の実施（町内５地区に分
けて地域部会・行政部会の
実施）
・森林所有者と林業事業体
等が協定を結び実施する森
林保全活動への支援
・山地強靭化対策協議会原
材料支給費1,000千円

・山地強靭化総合対策協議
会の実施（町内５地区に分
けて地域部会・行政部会の
実施）
・森林所有者と林業事業体
等が協定を結び実施する森
林保全活動等への支援
・山地強靭化対策協議会原
材料支給費1,000千円

30



【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 農林課

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) 1,275                   1,275                   1,275                   

500                     1,500                   1,500                   

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

(１)救護所設備の充実
・救護所用医薬品　23千円
・救護所用エマジン詰替(外
科手術セット)、滅菌　816
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
・救護活動消耗品　230千円
・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　23千円
・救護所用エマジン詰替(外
科手術セット)、滅菌　816
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
・救護活動消耗品　230千円
・県医薬品備蓄ｾﾝﾀｰ運営費
負担金　36千円
・救護所用資器材の見直し

(１)救護所設備の充実
・救護所用医薬品　23千円
・救護所用エマジン詰替(外
科手術セット)、滅菌　816
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
・救護活動消耗品230千円
・県医薬品備蓄ｾﾝﾀｰ運営費
負担金　36千円
・救護所用資器材の見直し

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２９年度 平成３０年度 平成３１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、地域の要望箇所におい
て工事を実施する。
・県営治山、県単補助治山
の採択要件を満たさない箇
所で、緊急性の高い箇所で
において実施する。

・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、地域の要望箇所におい
て工事を実施する。
・県営治山、県単補助治山
の採択要件を満たさない箇
所で、緊急性の高い箇所に
おいて実施する。

・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、地域の要望箇所におい
て工事を実施する。
・県営治山、県単補助治山
の採択要件を満たさない箇
所で、緊急性の高い箇所に
おいて実施する。
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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) 4,328                   4,328                   4,328                   

6,609                   6,609                   6,609                   

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２９年度 平成３０年度 平成３１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  ）

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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20灯
・LED防犯灯リース料

・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20灯
・LED防犯灯リース料

・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20灯
・LED防犯灯リース料
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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) 37,307                  33,400                  38,600                  

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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
・駿東支部消防操法大会へ
の参加
・各種行事及びイベントで
の団員募集と広報活動の実
施

・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
・各種行事及びイベントで
の団員募集と広報活動の実
施

・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
・各種行事及びイベントで
の団員募集と広報活動の実
施
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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) 2,824                   2,824                   2,824                   

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）

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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。
・ふれあいサロン等にて消
費者教育の出前講座を実施
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。
・ふれあいサロン等にて消
費者教育の出前講座を実施
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。
・ふれあいサロン等にて消
費者教育の出前講座を実施
する。
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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) 6,810                   3,295                   2,294                   

12,630                  12,630                  12,630                  

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２９年度 平成３０年度 平成３１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
・姉妹市町等との文化交流
事業を実施。
・乳幼児を対象とした「ぺ
んぎんランド」を毎週木曜
日に開催
・芸術文化推進事業の開催
（怒る富士）

・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。（勝央町文化
祭30周年記念大会に参画）
・乳幼児を対象とした「ぺ
んぎんランド」を毎週木曜
日に開催

・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。
・乳幼児を対象とした「ぺ
んぎんランド」を毎週木曜
日に開催

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・ボランティア支援セン
ター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
・NPO支援室の充実
・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
・社会教育指導員の拡充

・ボランティア支援セン
ター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
・NPO支援室の充実
・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

・ボランティア支援セン
ター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
・NPO支援室の充実
・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
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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) 511                     1,005                   1,005                   

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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
・読書活動推進事業を実施
（選書ツアー等）
・図書館備品購入

・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
・読書活動推進事業を実施
（選書ツアー等）
・図書館備品購入

・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
・読書活動推進事業を実施
（選書ツアー等）
・図書館備品購入
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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) 3,131                   3,131                   3,131                   

55,734                  155,455                 5,455                   

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２９年度 平成３０年度 平成３１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
・中学生の職場体験の事業
所斡旋と調整
・小中学校芸術鑑賞会を支
援（バス借上げ）

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
・中学生の職場体験の事業
所斡旋と調整
・小中学校芸術鑑賞会を支
援（バス借上げ）

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
・中学生の職場体験の事業
所斡旋と調整
・小中学校芸術鑑賞会を支
援（バス借上げ）

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２９年度 平成３０年度 平成３１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)
・文化財等解説冊子の検討
・文化財等修繕の実施
・森村橋の修景・復元事業
を実施
・町史のデジタル化
・富士紡績資料整理復元事
業を実施

・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
・文化財等解説冊子の版下
作成、印刷製本
・町史のデジタル化
・森村橋の修景・復元事業
を実施
・冊子を活用し、教室や
ウォーキングイベントを実
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
・文化財等解説冊子の版下
作成、印刷製本
・町史のデジタル化
・冊子を活用し、教室や
ウォーキングイベントを実
施
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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) 16,847                  14,747                  15,062                  

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・スポーツイベント推進委
員会開催
・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

・スポーツイベント推進委
員会開催
・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

・スポーツイベント推進委
員会開催
・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
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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) 664                     664                     664                     

3,254                   2,025                   2,025                   

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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

9,459                   9,459                   9,459                   

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２９年度 平成３０年度 平成３１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

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・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）

・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）
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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) 5,646                   3,312                   3,312                   

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・ミッション市への公式訪
問団の派遣
・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
・ミッション市の学生受け
入れ（6名予定）
・小山町からミッション市
へホームステイ(6名予定）
・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
・中国語講座の開催（１講
座４回）
・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
・ミッション市の学生受け
入れ
・小山町からミッション市
へホームステイ
・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
・中国語講座の開催（１講
座４回）
・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
・ミッション市の学生受け
入れ
・小山町からミッション市
へホームステイ
・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
・中国語講座の開催（１講
座４回）
・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) 111                     90                      63                      

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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４次小山町男女共同参
画社会づくり行動計画の進
行管理
・行動計画リーフレット作
成

・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の進
行管理
・企業アンケートを実施
（隔年）
・企業アンケートの結果の
リーフレット作成

・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の進
行管理
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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)

事　業　名 担当課 未来拠点課

概　　　要

事業費(千円) 22,000                  73,000                  8,000                   

1,723                   1,800                   2,001,800               

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

①造成工事
②事業区域内分合筆業務
③開発事業者への所有権移
転
④企業誘致活動

①造成工事竣工
②企業誘致活動
③確定測量業務

①事業特別会計清算
②企業誘致活動

企業立地推進事業

・企業誘致の推進にあたり、労働力の確保等、企業が抱える課題に的確に対応する。
・企業立地に際し、用地取得に要した経費の一部を補助する小山町地域産業立地支援
事業を実施する。
・町内企業への情報提供、及びビジネスマッチング・コーディネイトの促進を目的と
する富士山麓ビジネスマッチング促進事業を推進する。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・富士小山工業団地排水管
管理
・企業立地調査
・企業誘致活動
・企業立地市町連絡会参画
・企業懇話会参画
・富士山麓ビジネスマッチ
ング事業参画

・富士小山工業団地排水管
管理
・企業立地調査
・企業誘致活動
・企業立地市町連絡会参画
・企業懇話会参画
・富士山麓ビジネスマッチ
ング事業参画

・富士小山工業団地排水管
管理
・企業立地調査
・企業誘致活動、立地助成
・企業立地市町連絡会参画
・企業懇話会参画
・富士山麓ビジネスマッチ
ング事業参画
・地域産業立地事業費補助
金
　【４億円(県1/2、町1/2)
　　　　　　×５社分】
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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)

事　業　名 担当課 未来拠点課

概　　　要

事業費(千円)

事　業　名 担当課 未来拠点課

概　　　要

事業費(千円) 269,000                 20,000                  20,000                  

2,755,000               30,000                  30,000                  

木質バイオマス発電事業

・木質バイオマス発電事業による再生可能エネルギーの利用促進を図る。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・用地買収　A=10,000㎡
・造成工事　A=2,000㎡
・施設整備工事　1式

・発電開始、施設運営
・起債償還

・施設運営
・起債償還

120,209                 100,000                 100,000                 

上野工業団地造成事業

・三来拠点事業における湯船原地区のうち、上野工業団地において町の工業団地造成
事業を実施する。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・開発、造成にかかる各種
測量、設計、調査　A=50ha
・用地買収　A=50ha
・事業実施手法の決定
・造成工事の監理　A=50ha

・造成工事の監理 ・造成工事の監理

未来拠点事業

・小山ＰＡ周辺地区においては、モータースポーツ関連産業の集積等を行い、町の玄
関口にふさわしい整備を推進する。
・足柄ＳＡ周辺地区においては、足柄ＳＡにスマートＩＣを設置し、足柄ＳＡ周辺地
区の土地利用の推進を図る。
・湯船原地区アグリインダストリーエリアにおいては、基盤整備事業の実施により農
地を集積し、次世代施設園芸団地の整備を推進する。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・小山PA周辺地区開発事業
の事業手法の決定、地区計
画修正
・太陽光発電事業の賃料支
払事務の運営
・湯船原地区内道路の測量
設計、用地買収
・足柄SA周辺地区開発事業
の用地買収（受託）、事業
者による造成工事の補助
・リバーガーデンタウンの
計画策定
・三来拠点事業関連地権者
組織の助成、運営

※アグリインダストリーエ
リアの取組については、経
営体育成基盤整備事業（県
営畑地帯総合整備事業）と
して実施

【H28→Ｈ29繰越明許費】
・三来拠点事業委託業務
　34,373千円

・小山PA周辺地区開発事業
の測量設計、造成工事
・太陽光発電事業の賃料支
払事務の運営
・湯船原地区内道路の新設
工事
・足柄SA周辺地区開発事業
の事業者による造成工事の
補助
・三来拠点事業関連地権者
組織の助成、運営

※アグリインダストリーエ
リアの取組については、経
営体育成基盤整備事業（県
営畑地帯総合整備事業）と
して実施

・小山PA周辺地区開発事業
の造成工事
・太陽光発電事業の賃料支
払事務の運営
・湯船原地区内道路の新設
工事
・足柄SA周辺地区開発事業
の事業者による造成工事の
補助
・三来拠点事業関連地権者
組織の助成、運営

※アグリインダストリーエ
リアの取組については、経
営体育成基盤整備事業（県
営畑地帯総合整備事業）と
して実施
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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) 69,307                  51,127                  52,627                  

27,224                  63,278                  53,278                  

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・足柄金時地区
ほ場整備、用排水路及び換
地業務等
C＝220,000千円×15％
・北郷南西部地区
ほ場整備及び測量設計、換
地業務等
C＝230,000千円×15％
・新規採択検討地区
県単調査（実施計画）
Ｃ＝3,000千円×50％

・足柄金時地区
ほ場整備、用排水路及び換
地業務等
C＝100,000千円×15％
・北郷南西部地区
ほ場整備及び測量設計、換
地業務等
C＝230,000千円×15％
・新規採択検討地区　　　
事業施行申請等法手続き
Ｃ＝3,000千円×50％

・足柄金時地区
ほ場整備、用排水路及び換
地業務等
C＝100,000千円×15％
・北郷南西部地区
ほ場整備及び測量設計、換
地業務等
C＝230,000千円×15％
・新規採択検討地区　　　
事業実施
Ｃ＝10,000千円×15％

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・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
棚頭　調査設計費
C=10,000千円
　（県95％補助あり）
・中島　工事負担金
C=20,000千円×5％
・農業用ため池ハザード
マップ２池
C=5,800千円
　（県100％補助）
・八重桐の池給水管設置工
事費
C＝6,214千円
　（NEXCO100％補助）

・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
棚頭　工事費
C=50,000千円
　（県95％補助あり）

・農業用施設の管理委託業
務（中島八重桐の池）Ｈ31
年度委託費692千円
・多面的機能支払制度
Ｈ31年度　上野ほか4地区
5,000千円
・農業用ため池耐震対策
棚頭　工事費
C=40,000千円
　（県95％補助あり）
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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)

事　業　名 担当課 農林課

概　　　要

事業費(千円) 4,328                   3,248                   3,248                   

8,834                   7,444                   7,444                   

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・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。
・「鳥獣被害対策実施隊」
の設置

・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。

11,129                  61,100                  70,100                  

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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
の供給の拡大
・6次産業化の推進
・農作業体験、食育事業の
推進
・米コンに向けた取り組み
(金賞受賞プロジェクト）

・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
・米コンに向けた取り組み
(金賞受賞プロジェクト）

・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
・米コンに向けた取り組み
(金賞受賞プロジェクト）、
米コンのイベント実行委員
会立ち上げ

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・高根西部・一色地区
事業施行申請、地形測量等
小山町負担金
C＝6,500千円×20％
・アグリふじおやま地区
事業施行申請、地形測量・
実施設計・換地原案作成等
C＝50,000千円×20％

・高根西部・一色地区
地形測量、実施設計、換地
原案作成等
小山町負担金
C＝10,000千円×20％
・アグリふじおやま地区
工事着手
C＝300,000千円×20％

・高根西部・一色地区
工事着手
小山町負担金
C＝100,000千円×20％
・アグリふじおやま地区
工事実施
C＝300,000千円×20％
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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) 33,044                  33,600                  66,000                  

11,361                  11,361                  11,361                  

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・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。
・平成29年度要望工事
※県単改良工事　林道中島
線L=160m　
林道竹之下金時線L=160m

・平成27～33年度　林道金
時線整備事業(県営）

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。
※県単開設工事再開予定
（林道立山線）

7,767                   11,000                  3,000                   

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２９年度 平成３０年度 平成３１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
・森林環境保全整備事業
・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
・森林環境保全整備事業
・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
・森林環境保全整備事業
・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

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・林地台帳整備
・林業従事者育成
・森林認証等審査
・木質燃料ストーブ導入者
に対し、補助金を交付す
る。

・林地台帳整備
・林業従事者育成
・森林認証等取得推進
・フォレストック認定取得
・木質燃料ストーブ導入者
に対し、補助金を交付す
る。

・林業従事者育成
・森林認証等取得推進
・フォレストック認定継続
審査
・木質燃料ストーブ導入者
に対し、補助金を交付す
る。
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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) 27,400                  27,610                  27,610                  

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２９年度 平成３０年度 平成３１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、活用
・さくら害虫防除
・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
・富士地区観光協議会での
観光ＰＲ
・各種イベントへの観光Ｐ
Ｒブース出展
・ＤＭＯ計画推進

・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、活用
・さくら害虫防除
・さくらテングス病防除
・イベント用備品購入
・町観光協会助成金
・おまつり助成金
・富士地区観光協議会での
観光ＰＲ
・各種イベントへの観光Ｐ
Ｒブース出展
・ＤＭＯ計画推進

・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、活用
・さくら害虫防除
・さくらテングス病防除
・イベント用備品購入
・町観光協会助成金
・おまつり助成金
・富士地区観光協議会での
観光ＰＲ
・各種イベントへの観光Ｐ
Ｒブース出展
・ＤＭＯ計画推進
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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) 31,287                  30,900                  30,122                  

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、ふじ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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・五合目駐車場及び下山道
の整備
・登山パンフレット（英
語、中国語）、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
・富士登山ナビゲーター配
置
・ふじあざみラインマイ
カー規制実施（63日間）
・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
・五合目公衆トイレのオー
バーホール
・須走口五合目再整備計画
の事業推進
・富士山須走ルート巡視
・富士山保全協力金徴収業
務

・五合目駐車場及び下山道
の整備
・登山パンフレット（英
語、中国語）、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
・富士登山ナビゲーター配
置
・ふじあざみラインマイ
カー規制実施（63日間）
・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
・須走口五合目再整備計画
の事業推進
・富士山須走ルート巡視
・登山者カウンター購入
・富士山保全協力金徴収業
務

・五合目駐車場及び下山道
の整備
・登山パンフレット（英
語、中国語）、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
・富士登山ナビゲーター配
置
・ふじあざみラインマイ
カー規制実施（63日間）
・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
・須走口五合目再整備計画
の事業推進
・富士山須走ルート巡視
・富士山保全協力金徴収業
務
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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 商工観光課

概　　　要

事業費(千円) 3,874                   7,485                   7,377                   

6,727                   10,101                  10,101                  

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２９年度 平成３０年度 平成３１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
・ハイキングコース巡視、
維持管理
・トイレ、ベンチ、休憩ス
ペースの設置場所の検討
・富士山コースＰＲのため
の鳥居設置
・トレイルコースの見直し
・ハイキングバスの運行

・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
・ハイキングコース巡視、
維持管理
・トイレ、ベンチ、休憩ス
ペースの設置
・トレイルコースの見直
し、整備（新看板設置等）
・ハイキングバスの運行
・トレイルホームページの
更新

・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
・ハイキングコース巡視、
維持管理
・トイレ、ベンチ、休憩ス
ペースの設置
・トレイルコースの見直
し、整備（新看板設置等）
・ハイキングバスの運行

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・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
・台湾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
（道の駅「すばしり」への
レンタサイクル導入）
・ゴルフ場の利用促進及び
ＰＲ（ハーフコンペ等イベ
ント実施）
・表富士観光キャラバンに
よるモニターツアーの実施

・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、台湾のサイク
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
（サイクルベンチ設置、レ
ンタサイクル導入）
・ゴルフ場の利用促進及び
ＰＲ（ハーフコンペ等イベ
ント実施）
・表富士観光キャラバンに
よるモニターツアーの実施
・町主催モニターツアーの
実施
・デスティネーションキャ
ンペーンの実施

・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
・台湾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
（サイクルベンチ設置、レ
ンタサイクル導入）
・ゴルフ場の利用促進及び
ＰＲ（ハーフコンペ等イベ
ント実施）
・表富士観光キャラバンに
よるモニターツアーの実施
・町主催モニターツアーの
実施
・デスティネーションキャ
ンペーンの実施
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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４）

事　業　名 担当課 商工観光課

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) 20,042                  26,467                  26,467                  

5,268                   3,530                   3,530                   

スタジオタウン小山構築事業

・町を映像制作のメッカとすることを目指すスタジオタウン小山の構築を図るため、
民間と連携した積極的なロケ誘致を推進するとともに、映像制作の将来を担う人材育
成と、町内外への情報発信を強化する。
・小山フィルムファクトリーの有効活用と、ＮＰＯ法人への支援により、他に例のな
いロケ支援の体制づくりを進める。
・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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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

・スタジオタウン小山構築
事業及び施設維持管理
・ロケ支援事務補助

【H28→Ｈ29繰越明許費】
・地方創生拠点整備交付金
（スタジオタウン小山映像
文化拠点整備事業）
　70,000千円

（計画（目標））
・誘致番組・映画等延べ本
数　２２５本
・経済効果　1.1億円

・スタジオタウン小山構築
事業及び施設維持管理
・ロケ支援事務補助

（計画（目標））
・誘致番組・映画等延べ本
数　２５０本
・経済効果　1.2億円

・スタジオタウン小山構築
事業及び施設維持管理
・ロケ支援事務補助

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・観光案内看板の設置、修
繕と外国語標記の充実
・金時公園再整備の工事着
手
（工事は都市整備課にて施
工）
・足柄城跡管理用通路の設
置
・金時公園の管理
・誓いの丘の管理
・観光案内所（町の駅）の
管理
・足柄峠周辺施設の管理
・宮上公衆トイレの管理

・観光案内看板の設置、修
繕と外国語標記の充実
・金時公園の管理
・誓いの丘の管理
・観光案内所（町の駅）の
管理
・足柄峠周辺施設の管理
・宮上公衆トイレの管理

・観光案内看板の設置、修
繕と外国語標記の充実
・金時公園の管理
・誓いの丘の管理
・観光案内所（町の駅）の
管理
・足柄峠周辺施設の管理
・宮上公衆トイレの管理
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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)

事　業　名 担当課 町長戦略課

概　　　要

事業費(千円) 484,337                 469,720                 469,720                 

8,845                   8,845                   8,845                   

ふるさと振興事業

・商工会等と連携し魅力ある返礼品を充実させ、地域産業の活性化を図る。
・ポータルサイト等を活用し、本町及び返礼品のＰＲを積極的に行い、寄附者の確保
に努める。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・歳入見込み額：１０億円
・商工会への事務委託
・システム保守
・ポータルサイトの詳細
ページの作成
・東京都内向け広告宣伝
・PRパンフレット及び動画
の作成

・歳入見込み額：１０億円
・商工会への事務委託
・システム保守
・ポータルサイトの詳細
ページの作成
・東京都内向け広告宣伝
・PRパンフレットの増刷及
び動画の作成

・歳入見込み額：１０億円
・商工会への事務委託
・システム保守
・ポータルサイトの詳細
ページの作成
・東京都内向け広告宣伝
・PRパンフレットの増刷及
び動画の作成

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・小山町商工会への助成
・農商工連携協議会への助
成
・商店街の賑わいを創出す
るため、空き店舗の有効活
用、創業、起業支援の検討
・小規模企業の実情把握に
向けた訪問調査
・観光案内所（町の駅）の
指定管理者制度の導入検討
・おやまっプ（ブランド
マップ）作成、活用

・小山町商工会への助成
・農商工連携協議会への助
成
・商店街の賑わいを創出す
るため、空き店舗の有効活
用、創業、起業支援の実施
・小規模企業の実情把握に
向けた訪問調査
・観光案内所（町の駅）の
指定管理者制度の導入
・おやまっプ（ブランド
マップ）作成、活用

・小山町商工会への助成
・農商工連携協議会への助
成
・商店街の賑わいを創出す
るため、空き店舗の有効活
用、創業、起業支援の実施
・小規模企業の実情把握に
向けた訪問調査
・観光案内所（町の駅）の
指定管理者制度の導入
・おやまっプ（ブランド
マップ）作成、活用
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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) 231,000                 100,000                 50,000                  

56,790                  36,700                  36,700                  

宅地造成事業

・用沢宅地造成地の分譲販売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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・地方債償還金(元金)
　153,200千円

【H28繰越明許費】
・優良田園住宅整備事業の
測量、設計、開発許可及び
造成工事の実施
　103,030千円

・優良田園住宅整備事業の
分譲販売
・地方債償還金(元金)
　46,000千円

・優良田園住宅整備事業の
分譲販売
・地方債償還金(利子)

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・地域おこし協力隊等活用
事業
・情報発信アプリ開発事業
・女性活躍ネットワーク構
築業務
・自己実現型まちづくり促
進業務
・子育て支援ビジネス構築
業務
・若者フォーラム事業
・通勤圏内求人情報開拓業
務
・ＵＩＪターン促進業務
・定住促進宅地開発事業補
助金
・宅地分譲等販売協力助成
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
・小山町スタートアップ起
業支援事業補助金

・地域おこし協力隊等活用
事業
・定住促進宅地開発事業補
助金
・宅地分譲等販売協力助成
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
・小山町スタートアップ起
業支援事業補助金

・地域おこし協力隊等活用
事業
・定住促進宅地開発事業補
助金
・宅地分譲等販売協力助成
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
・小山町スタートアップ起
業支援事業補助金
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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) 9,016                   9,016                   9,016                   

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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
・結婚新生活支援補助金

・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
・結婚新生活支援補助金

・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
・結婚新生活支援補助金

53



【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) 1,717                   2,117                   2,117                   

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１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（H29のみウル
トラトレイルマウントフジ
は中止予定）

・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

・ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂのまちづくり事
業による地域活性化の取組

・御殿場青年会議所（Ｊ
Ｃ）及び御殿場市との地域
活性化協働事業

・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

・ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂのまちづくり事
業による地域活性化の取組

・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

・ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂのまちづくり事
業による地域活性化の取組
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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) 5,446                   5,446                   5,446                   

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・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。
（H29以降　新システムの導
入）
※新システムとは、複式簿
記に準じた仕分け作業を実
施するためのもの

・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。
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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) 5,257                   10,278                  7,778                   

4,468                   4,468                   4,468                   

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２９年度 平成３０年度 平成３１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
・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）
※地方創生交付金事業のた
め事業費は2-7-1で支出。施
策区分は2-3高齢者福祉の推
進に該当

・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
策定

・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）
※地方創生交付金事業のた
め事業費は2-7-1で支出。施
策区分は2-3高齢者福祉の推
進に該当

・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
策定

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・行政改革大綱実施計画の
評価及び検証
・業務改善推進制度の推進
・総合計画、実施計画にお
ける施策評価及び事務事業
評価
・行政アドバイザーの活用

・行政改革大綱実施計画の
評価及び検証
・業務改善推進制度の推進
・総合計画、実施計画にお
ける施策評価及び事務事業
評価
・行政アドバイザーの活用

・行政改革大綱実施計画の
評価及び検証
・業務改善推進制度の推進
・総合計画、実施計画にお
ける施策評価及び事務事業
評価
・行政アドバイザーの活用
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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) 24,805                  24,805                  22,538                  

12,806                  12,806                  12,806                  

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・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

・地区屋外掲示板の取替設
置（H30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

・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

1,712                   2,162                   2,162                   

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２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・広報紙の全戸配布
・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」事業
・出前講座等の開催
・定例記者懇談会の開催
・継続的なシティプロモー
ションを実施

・広報紙の全戸配布
・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」事業
・出前講座等の開催
・定例記者懇談会の開催
・継続的なシティプロモー
ションを実施

・広報紙の全戸配布
・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」事業
・出前講座等の開催
・定例記者懇談会の開催
・継続的なシティプロモー
ションを実施

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。

具体的取組

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

・５地域での金太郎計画
2020の推進（市町村振興協
会補助事業）

・活動発表大会の開催

・５地域での金太郎計画
2020の推進（市町村振興協
会補助事業）

・活動発表大会の開催

・５地域での金太郎計画
2020の推進（市町村振興協
会補助事業）

・活動発表大会の開催
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