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１ 実施計画の概要 

（１）策定の目的 

実施計画は、第５次小山町総合計画 前期基本計画に掲げた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 

令和３年度から令和５年度までの３年間を計画期間としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、令和４年度以降の計画については、“毎年度”ＰＤＣＡサイクルを活用して

事業の見直しを行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）対象事業 

第５次小山町総合計画前期基本計画に基づく事務事業 

 

（４）第５次小山町総合計画 前期基本計画（施策体系） 

実施計画に掲げる事務事業は、第５次小山町総合計画 前期基本計画の施策体系に

基づき整理しています。（なお、この計画に記載する事業の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。） 

実 行

ＤＯ

計 画

ＰＬＡＮ

評 価

ＣＨＥＣＫ

改 善

ＡＣＴＩＯＮ

計画(事業)の 

 見直し・改善 

計画の策定 

 

計画(事業)の実施 

計画(事業)の評価 
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≪前期基本計画 施策体系図≫ 

 

将来像 基本目標 基本施策 施策分野

① 自然災害への対策 ≪防災・減災・治山治水≫

② 危機管理体制の強化 ≪危機管理・感染症対策≫

③ 消防・救護対策の推進 ≪消防・救護≫

④ 交通事故・犯罪のないまちづくり ≪交通安全・防犯・消費生活≫

① 子ども・子育て支援の充実 ≪子育て支援・児童福祉≫

② 地域共生社会の実現に向けた取組 ≪地域福祉≫

③ 健康寿命の延伸と包括的支援の充実 ≪保健・医療・介護≫

① 生きる力を育む学校教育の充実 ≪幼児教育・学校教育≫

② 心豊かな生涯学習の推進 ≪生涯学習・青少年育成≫

③ 文化芸術活動の振興 ≪文化芸術≫

④ スポーツ・レクリエーション活動の振興 ≪スポーツ・レクリエーション≫

⑤  地域間交流・国際交流の推進 ≪地域間交流・国際交流≫

① 三来拠点事業の推進 ≪雇用創出・経済活動≫

② 地域資源を活用した観光交流の振興 ≪観光交流≫

③ 活力ある農業の振興と継承 ≪農業≫

④ 適切な森林整備を通じた林業の活性化 ≪林業≫

⑤ 賑わいと活気があふれる商工業の振興 ≪商工業≫

⑥ 地域特性を活かした移住定住の促進 ≪移住定住≫

① 恵まれた環境の保全 ≪富士山・環境保全・環境美化≫

② 地球温暖化対策の推進 ≪地球温暖化対策≫

③ 資源循環型社会の構築 ≪ごみ・環境衛生・食品ロス≫

④ 清らかで豊かな水資源の保全と活用 ≪水資源・水辺≫

① 公共交通の維持・活性化 ≪公共交通≫

② 安全な水の安定供給と適切な下水処理 ≪上・下水道≫

③ 安全で快適な道路網の整備 ≪道路網≫

④ 活力ある土地利用の推進 ≪土地利用≫

⑤ 良好な景観の形成と住環境の整備 ≪景観・住環境≫

⑥ 公園・緑地整備の推進 ≪公園・緑地≫

① 町民の目線に立った町政運営 ≪意識改革・コンプライアンス≫

② 参加と協働によるまちづくり ≪参加・協働・情報共有≫

③ 効率的な行政運営の推進 ≪行政運営≫

④ 持続可能な財政運営 ≪財政運営≫

⑤ 広域連携の推進 ≪広域連携≫

⑥ 地域住民と自衛隊との共存・共栄 ≪地域住民と自衛隊≫

育
て
た
い

、
暮
ら
し
た
い

、
帰
り
た
い
ま
ち
　
小
山
町

１　安全・安心なまち
　 【防災・防犯・町民生活】

２　健康で笑顔あふれるまち
　 【子育て・福祉・健康】

３　文化の薫るまち
　 【教育・文化・スポーツ】

４　活力あふれるまち
　 【産業・経済】

５　富士山と共に生きるまち
　 【環境】

６　便利で快適なまち
　 【都市計画・都市基盤】

７　計画を推進するために
　 【町政運営・協働】
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施策No. 1-1 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 危機管理局 予算科目 8-1-4-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 危機管理局 予算科目 8-1-4-3 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-2-3-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-2-3-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

32,562 22,408 22,408

第1章  安全・安心なまち 【防災・防犯・町民生活】

自然災害への対策 防災・減災・治山治水

自然災害から町民の命と財産を守るために、防災体制の充実を図ります

（単位：千円）

11,101 18,288 18,288

8,472 4,120 4,120

- - -

危機対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・防災会議を開催し、地域防災計画の見
直しを行う。
・町内の企業等と防災協定を締結する。
・防災資機材、備蓄食料、避難所用消耗
品及び災害対策用備品の充実を図る。
・家庭内家具転倒防止及び防災ベッド事
業を実施
・防災士養成講座を開催する。
・富士山火山防災ﾏｯﾌﾟ作成
・洪水浸水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成
・水防協議会の開催
・「土砂災害に対する防災訓練」に併
せ、消防団、自主防災会等を含めた水防
訓練を実施
・電線接触枝葉伐採事業

・防災会議を開催し、地域防災計画の見
直しを行う。
・町内の企業等と防災協定を締結する。
・防災資機材、備蓄食料、避難所用消耗
品及び災害対策用備品の充実を図る。
・家庭内家具転倒防止及び防災ベッド事
業を実施する。
・水防協議会の開催
・「土砂災害に対する防災訓練」に併
せ、消防団、自主防災会等を含めた水防
訓練を実施
・電線接触枝葉伐採事業

・防災会議を開催し、地域防災計画の見
直しを行う。
・町内の企業等と防災協定を締結する。
・防災資機材、備蓄食料、避難所用消耗
品及び災害対策用備品の充実を図る。
・家庭内家具転倒防止及び防災ベッド事
業を実施する。
・水防協議会の開催
・「土砂災害に対する防災訓練」に併
せ、消防団、自主防災会等を含めた水防
訓練を実施
・電線接触枝葉伐採事業

12,989 - -

- - -

2,440 2,440 2,440

1,216 1,216 1,216

- - -

自主防災推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・防災講演会を実施する。
・自主防災会へ防災資機材等購入に対し
て引き続き補助金を交付する。
・作成した地区防災計画により避難所開
設訓練を支援する。
・自主防災リーダー研修会を実施する。
・防災士スキルアップ講座を実施する。

・防災講演会を実施する。
・自主防災会へ防災資機材等購入に対し
て引き続き補助金を交付する。
・作成した地区防災計画により避難所開
設訓練を支援する。
・自主防災リーダー研修会を実施する。
・防災士スキルアップ講座を実施する。

・防災講演会を実施する。
・自主防災会へ防災資機材等購入に対し
て引き続き補助金を交付する。
・作成した地区防災計画により避難所開
設訓練を支援する。
・自主防災リーダー研修会を実施する。
・防災士スキルアップ講座を実施する。

- - -

- - -

治山事業総務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・民有林直轄治山事業及び県営治山事業
の実施について地元調整を行う。
・山地強靭化総合対策協議会にて町内５
地区で体験施工を実施し、山林所有者等
へ技術提供を行う。また、森林保全に必
要な原材料費の提供を行う。

・民有林直轄治山事業及び県営治山事業
の実施について地元調整を行う。
・山地強靭化総合対策協議会にて町内５
地区で体験施工を実施し、山林所有者等
へ技術提供を行う。また、森林保全に必
要な原材料費の提供を行う。

・民有林直轄治山事業及び県営治山事業
の実施について地元調整を行う。
・山地強靭化総合対策協議会にて町内５
地区で体験施工を実施し、山林所有者等
へ技術提供を行う。また、森林保全に必
要な原材料費の提供を行う。

3,656 3,656 3,656

県単独治山事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・森林の現地把握に努めるとともに、各
地域から提出される要望箇所について、
現地踏査を行い、治山事業を検討する。
・森林所有者と静岡県との治山事業の協
議調整

・森林の現地把握に努めるとともに、各
地域から提出される要望箇所について、
現地踏査を行い、治山事業を検討する。
・森林所有者と静岡県との治山事業の協
議調整

・森林の現地把握に努めるとともに、各
地域から提出される要望箇所について、
現地踏査を行い、治山事業を検討する。
・森林所有者と静岡県との治山事業の協
議調整

2,170 2,170 2,170

- - -

2,170 2,170 2,170

8,500 8,500 8,500

2,800 - -

1,500 4,300 4,300

4,200 4,200 4,200

- - -

3



事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-2-3-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 建設課 予算科目 10-2-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 建設課 予算科目 10-2-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 建設課 予算科目 7-2-5-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

2,250 3,000 3,000

- - -

58,000 - -

（単位：千円）

町単独治山事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5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などの小
規模治山施設を建設する他、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などの小
規模治山施設を建設する他、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などの小
規模治山施設を建設する他、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。

1,334 1,334 1,334

600 600 600

河川災害復旧事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

発生した災害に対して早期に復旧事業を
執行する。

発生した災害に対して早期に復旧事業を
執行する。

発生した災害に対して早期に復旧事業を
執行する。

60,250 3,000 3,000

道路災害復旧事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

発生した災害に対して早期に復旧事業を
執行する。

発生した災害に対して早期に復旧事業を
執行する。

発生した災害に対して早期に復旧事業を
執行する。

3,563 3,563 3,563

- - -

1,629 1,629 1,629

11,263 11,263 11,263

- - -

1,729 1,729 1,729

1,334 1,334 1,334

8,200 8,200 8,200

10,000 10,000 10,000

856 1,000 1,000

28,638 28,000 28,000

35,000 35,000 35,000

急傾斜地崩壊防止事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5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。
・急傾斜地崩壊防止工事（菅沼）
・急傾斜地崩壊防止対策箇所測量設計業
務（藤曲、ハニ塚）
・地質調査業務（藤曲）

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。
・急傾斜地崩壊防止工事（菅沼）

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。
・急傾斜地崩壊防止工事（菅沼）

74,494 74,000 74,000
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事務事業名 担当課 建設課 予算科目 7-3-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 フロンティア推進課 予算科目 7-3-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

- - -

- - -

- - -

- -

（単位：千円）

普通河川維持管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5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
と護岸施設等の長寿命化を図る。
・河川維持工事
　生土用水取水口（音渕）
　地区要望小規模
・河川改修工事
　湯沸沢川（竹之下）
　頓沢川取入口（生土）

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
と護岸施設等の長寿命化を図る。
・河川維持工事
　兎沢川（菅沼）
　地区要望小規模
・河川改修工事
　湯沸沢川（竹之下）
　突貫沢川（桑木）
　沢田川（新柴）

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
と護岸施設等の長寿命化を図る。
・河川維持工事
　遠茂白川（柳島）
　西沢川（生土）
　地区要望小規模
・河川改修工事
　湯沸沢川（竹之下）
　ウシロ沢川（桑木）

-

45,957 40,000 40,000

45,800 - -

157 40,000 40,000

- - -

- - -

緊急自然災害防止対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

【R2⇒R3 繰越明許】
・湯船排水路緊急自然災害防止対策事業
　70,136千円
・湯船排水路河川施設災害復旧事業
　35,359千円

5



施策No. 1-2 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 危機管理局 予算科目 8-1-4-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 危機管理局 予算科目 8-1-4-3 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 危機管理局 予算科目 8-1-4-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 危機管理局 予算科目 8-1-5-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

多様な危機事象に対応した危機管理体制の構築と対策の強化に努めます

（単位：千円）

8,472 4,120 4,120

- - -

危機対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・防災会議を開催し、地域防災計画の見
直しを行う。
・町内の企業等と防災協定を締結する。
・防災資機材、備蓄食料、避難所用消耗
品及び災害対策用備品の充実を図る。
・家庭内家具転倒防止及び防災ベッド事
業を実施
・防災士養成講座を開催する。
・富士山火山防災ﾏｯﾌﾟ作成
・洪水浸水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成
・水防協議会の開催
・「土砂災害に対する防災訓練」に併
せ、消防団、自主防災会等を含めた水防
訓練を実施
・電線接触枝葉伐採事業

・防災会議を開催し、地域防災計画の見
直しを行う。
・町内の企業等と防災協定を締結する。
・防災資機材、備蓄食料、避難所用消耗
品及び災害対策用備品の充実を図る。
・家庭内家具転倒防止及び防災ベッド事
業を実施する。
・水防協議会の開催
・「土砂災害に対する防災訓練」に併
せ、消防団、自主防災会等を含めた水防
訓練を実施
・電線接触枝葉伐採事業

11,101 18,288 18,288

第1章  安全・安心なまち 【防災・防犯・町民生活】

危機管理体制の強化 危機管理・感染症対策

- - -

2,440 2,440 2,440

1,216 1,216 1,216

- - -

・防災会議を開催し、地域防災計画の見
直しを行う。
・町内の企業等と防災協定を締結する。
・防災資機材、備蓄食料、避難所用消耗
品及び災害対策用備品の充実を図る。
・家庭内家具転倒防止及び防災ベッド事
業を実施する。
・水防協議会の開催
・「土砂災害に対する防災訓練」に併
せ、消防団、自主防災会等を含めた水防
訓練を実施
・電線接触枝葉伐採事業

自主防災推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・防災講演会を実施する。 
・自主防災会へ防災資機材等購入に対し
て引き続き補助金を交付する。 
・作成した地区防災計画により避難所開
設訓練を支援する。 
・自主防災リーダー研修会を実施する。 
・防災士スキルアップ講座を実施する。 

・防災講演会を実施する。 
・自主防災会へ防災資機材等購入に対し
て引き続き補助金を交付する。 
・作成した地区防災計画により避難所開
設訓練を支援する。 
・自主防災リーダー研修会を実施する。 
・防災士スキルアップ講座を実施する。

・防災講演会を実施する。 
・自主防災会へ防災資機材等購入に対し
て引き続き補助金を交付する。 
・作成した地区防災計画により避難所開
設訓練を支援する。 
・自主防災リーダー研修会を実施する。 
・防災士スキルアップ講座を実施する。

32,562 22,408 22,408

12,989 - -

- - -

- - -

国民保護事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・国民保護に関する会議、研修へ参加 ・国民保護に関する会議、研修へ参加 ・国民保護に関する会議、研修へ参加

3,656 3,656 3,656

移動系無線設備管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・防災行政無線保守点検を実施する。
・行政無線技師を養成する。
・移動系設備UPSバッテリー交換
・移動通信システム定期検査
・県防災通信用FAX更新

・防災行政無線保守点検を実施する。
・行政無線技師を養成する。

・防災行政無線保守点検を実施する。
・行政無線技師を養成する。

28 28 28

- - -

28 28 28

4,799 3,065 3,065

- - -

4,108 3,065 3,065

691 - -

- - -
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事務事業名 担当課 危機管理局 予算科目 8-1-5-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 危機管理局 予算科目 8-1-5-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 健康増進課 予算科目 4-1-1-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

6,820 6,670 -

4,247 6,428 4,428

1,100 13,330 -

- - -

（単位：千円）

同報系無線設備管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・同報無線設備　 
　親局、中継局、子局、遠隔制御卓、
モーターサイレンの維持管理 
・戸別受信機の維持管理、貸出 
・湯船住宅敷地ケーブル架線移設 
・JｰALERT設備保守点検 
・JｰALERTｼｽﾃﾑ更新業務 
 
・ｺﾐｭﾆﾃｨFM中継局設置調査

・同報無線設備　 
　親局、中継局、子局、遠隔制御卓、
モーターサイレンの維持管理 
・戸別受信機の維持管理、貸出 
・JｰALERT設備保守点検 
 
・ｺﾐｭﾆﾃｨFM中継局整備 
　工事費20,000千円 
（負担割合） 
　国：10,000千円 
　GoGoFM：5,000千円 
　町：5,000千円

・同報無線設備　 
　親局、中継局、子局、遠隔制御卓、
モーターサイレンの維持管理 
・戸別受信機の維持管理、貸出 
・JｰALERT設備保守点検

59,900 78,273 62,881

19,900 23,400 18,800

同報系無線設備デジタル化整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・同報無線設備デジタル化整備事業（令
和3年度実施：戸別受信機更新）

（内容）
戸別受信機1,380式（北郷地区の一部）

【R2⇒R3 繰越明許】
・戸別受信機購入及び小山消防署録音機
能付遠隔制御装置購入
　8,360千円

・同報無線設備デジタル化整備事業（令
和4年度実施：戸別受信機更新） 
 
（内容） 
戸別受信機1,600式（須走地区）

・同報無線設備デジタル化整備事業（令
和5年度実施：戸別受信機更新） 
 
（内容） 
戸別受信機1,400式（成美地区）

12,167 26,428 4,428

災害時医療救護対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

①救護所用エマジン詰替(外科手術セッ
ト)・滅菌
②医療救護計画の見直し
③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
④人材育成
・災害医療従事者研修会
⑤資機材の確保体制の充実
・救護所用資器材の見直し

①救護所用エマジン詰替(外科手術セッ
ト)・滅菌
②医療救護計画の見直し
③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
④人材育成
・災害医療従事者研修会
⑤資機材の確保体制の充実
・救護所用資器材の見直し

①救護所用エマジン詰替(外科手術セッ
ト)・滅菌
②医療救護計画の見直し
③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
④人材育成
・災害医療従事者研修会
⑤資機材の確保体制の充実
・救護所用資器材の見直し

80,863 104,364 83,842

- - -

1,063 2,691 2,161

1,746 1,746 1,746

- - -

1,193 1,193 1,193

553 553 553

- - -
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事務事業名 担当課 健康増進課 予算科目 4-1-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 健康増進課 予算科目 4-1-2-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 健康増進課 予算科目 4-1-2-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

26,583 26,583 26,583

30,262 30,262 30,262

2,444 2,444 2,444

- - -

（単位：千円）

感染症予防事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

集団接種 
・BCG・ジフテリア破傷風 
 
個別接種 
・Ｂ型肝炎・水痘 
・高齢者肺炎球菌ワクチン 
・ヒブワクチン・日本脳炎 
・小児肺炎球菌ワクチン 
・４種混合ワクチン 
・麻しん風しん混合 
・高齢者インフルエンザワクチン 
・ロタウイルスワクチン 
・子宮頸がん予防ワクチン 

集団接種 
・BCG・ジフテリア破傷風 
 
個別接種 
・Ｂ型肝炎・水痘 
・高齢者肺炎球菌ワクチン 
・ヒブワクチン・日本脳炎 
・小児肺炎球菌ワクチン 
・４種混合ワクチン 
・麻しん風しん混合 
・高齢者インフルエンザワクチン 
・ロタウイルスワクチン 
・子宮頸がん予防ワクチン 

集団接種 
・BCG・ジフテリア破傷風 
 
個別接種 
・Ｂ型肝炎・水痘 
・高齢者肺炎球菌ワクチン 
・ヒブワクチン・日本脳炎 
・小児肺炎球菌ワクチン 
・４種混合ワクチン 
・麻しん風しん混合 
・高齢者インフルエンザワクチン 
・ロタウイルスワクチン 
・子宮頸がん予防ワクチン 

- - -

- - -

新型コロナウィルス感染症対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・新型コロナウイルス感染拡大防止対策
用消耗品購入（防護服等）

59,289 59,289 59,289

新型コロナウィルスワクチン接種事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・ワクチン接種事業費 
・駐車場整理費 
・ワクチン接種券等作成 
・医療廃棄物処分費 
・接種事務備品費 
・消耗品等

2,336 - -

2,336 - -

- - -

99,090 - -

16,520 - -

- - -

82,570 - -

- - -
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施策No. 1-3 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 小山消防署 予算科目 8-1-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 小山消防署 予算科目 8-1-2-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 小山消防署 予算科目 8-1-2-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 小山消防署 予算科目 8-1-3-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

第1章  安全・安心なまち 【防災・防犯・町民生活】

消防・救護対策の推進 消防・救護

2,668 2,668 2,668

32,176 33,232 32,176

1,442 1,316 1,442

- - -

町民と消防機関等が連携し、自助・共助・公助で消防・救護体制の充実を図ります

（単位：千円）

消防団運営事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5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（バルーン
投光器全分団への配備完了） 
・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 
・小山町消防操法大会 
・地域の各種訓練支援 
・東京2020オリンピック・パラリンピッ
クにおけるボランティア等協力（予定）

・消防団の訓練・災害出動 
・駿東支部消防操法大会への参加 
・災害予防活動 
・消防団員の安全装備の拡充（担架） 
・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 
・消防団家族慰安事業 
・各種行事及びイベントでの団員募集と
広報活動の実施 
・地域の各種訓練支援

・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 
・小山町消防操法大会 
・各種行事及びイベントでの団員募集と
広報活動の実施 
・地域の各種訓練支援

- 9,420 -

- 18,800 -

消防団消防施設維持管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・備品更新 
・消防団車庫・詰所の修繕 
・消防団施設・備品点検

・消防ポンプ自動車更新（第５分団） 
・消防団車庫・詰所の修繕 
・消防団施設・備品点検

・備品更新 
・消防団車庫・詰所の修繕 
・消防団施設・備品点検

36,286 37,216 36,286

消防団福利厚生事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・消防団員退職報償金 
・消防団員福祉共済事業 
・消防団員研修（公務災害防止等）

・消防団員退職報償金 
・消防団員福祉共済事業 
・消防団員研修（公務災害防止等）

・消防団員退職報償金 
・消防団員福祉共済事業 
・消防団員研修（公務災害防止等）

879 28,988 521

- - -

879 768 521

6,144 6,644 6,144

1,500 2,000 1,500

4,644 4,644 4,644

- - -

- - -

- - -

1,566 9,671 9,671

- 1,795 1,795

- - -

消防施設事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・消火栓・貯水槽等修繕 
・その他施設等修繕箇所の整備 
・防火貯水槽借上料

・耐震性貯水槽の設置工事（消防水利の
充足を加味し、設置場所を検討し設置予
定） 
・消火栓・貯水槽等修繕 
・その他施設等修繕箇所の整備 
・防火貯水槽借上料

・耐震性貯水槽の設置工事（消防水利の
充足を加味し、設置場所を検討し設置予
定） 
・消火栓・貯水槽等修繕 
・その他施設等修繕箇所の整備 
・防火貯水槽借上料

1,566 11,466 11,466
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事務事業名 担当課 小山消防署 予算科目 8-1-3-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

62,000 160,000 600,000

（単位：千円）

消防庁舎整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・小山消防署新庁舎（用地取得費） 
 
用地取得　62,000千円

・小山消防署新庁舎（設計・造成）

（下記金額は暫定）
設計 　60,000千円
造成　100,000千円

・小山消防署新庁舎（建設工事） 
 
（下記金額は暫定） 
建設工事　600,000千円

62,000 160,000 600,000

- - -

- - -
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施策No. 1-4 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 2-1-6-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 2-1-6-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 2-9-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 2-9-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

町民が安心して暮らすことができる安全なまちづくりを展開することを目的とします

（単位：千円）

防犯推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・青色回転灯装着車両による防犯パト
ロールを実施する。
・LED防犯灯の設置事業の継続　設置予
定20灯
・LED防犯灯リース料の支払い
・振り込め詐欺対策の啓発
・振り込め詐欺対策機器の普及
・防犯カメラの設置及び適正運用
・オリンピック・パラリンピックの防犯
対応

・青色回転灯装着車両による防犯パト
ロールを実施する。 
・LED防犯灯の設置事業の継続　設置予
定20灯 
・LED防犯灯リース料の支払い 
・振り込め詐欺対策の啓発 
・振り込め詐欺対策機器の普及 
・防犯カメラの設置及び適正運用

・青色回転灯装着車両による防犯パト
ロールを実施する。
・LED防犯灯の設置事業の継続　設置予
定20灯
・LED防犯灯リース料の支払い
・振り込め詐欺対策の啓発
・振り込め詐欺対策機器の普及
・防犯カメラの適正運用

第1章  安全・安心なまち 【防災・防犯・町民生活】

交通事故・犯罪のないまちづくり 交通安全・防犯・消費生活

11,223 11,223 7,023

4,400 4,400 -

6,823 6,823 7,023

- - -

- - -

- - -

1,807 1,807 1,807

- - -

- - -

住民相談事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・総合相談員報酬等
・駿河地区行政相談連絡協議会負担金
他

・総合相談員報酬等 
・駿河地区行政相談連絡協議会負担金
他

・総合相談員報酬等 
・駿河地区行政相談連絡協議会負担金
他

- - -

- - -

交通安全推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5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　 
・高齢ドライバーに対する安全運転講習
会を開催 
・運転免許証自主返納支援事業の実施及
び周知 
・高齢者を対象とした急発進抑制装置設
置費補助事業の実施

・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　 
・高齢ドライバーに対する安全運転講習
会を開催 
・運転免許証自主返納支援事業の実施及
び周知 
・高齢者を対象とした急発進抑制装置設
置費補助事業の実施

・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　 
・高齢ドライバーに対する安全運転講習
会を開催 
・運転免許証自主返納支援事業の実施及
び周知 
・高齢者を対象とした急発進抑制装置設
置費補助事業の実施

1,807 1,807 1,807

交通指導員活動事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・交通指導員の活動支援、派遣依頼事務 
・指導員報酬 
・出動費用弁償

・交通指導員の活動支援、派遣依頼事務 
・指導員報酬 
・出動費用弁償 
・交通指導員用被服購入

・交通指導員の活動支援、派遣依頼事務 
・指導員報酬 
・出動費用弁償

4,700 4,700 4,700

- - -

4,700 4,700 4,700

3,943 4,296 3,943

- - -

3,943 4,296 3,943

- - -

- - -
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事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 6-1-3-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 人口政策推進室 予算科目 2-7-3-5 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

3,040 3,040 3,040

- - -

- - -

（単位：千円）

消費者行政事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5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
前講座を開催する。 
・小山高校３年生対象の出前講座を開催
する。 
・消費者教育推進計画を推進する。

・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
前講座を開催する。 
・小山高校３年生対象の出前講座を開催
する。 
・消費者教育推進計画を推進する。

・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
前講座を開催する。 
・小山高校３年生対象の出前講座を開催
する。 
・消費者教育推進計画を推進する。

- - -

- - -

空家対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・各地区区長、住民等から空家に対する
情報収集及び現地調査を実施 
・不動産バンク活用による空家等の有効
活用 
・空家等対策協議会開催 
・特定空家の認定 
・危険空家解体補助金の継続 
　※限度額30万円

・各地区区長、住民等から空家に対する
情報収集及び現地調査を実施 
・不動産バンク活用による空家等の有効
活用 
・空家等対策協議会開催 
・特定空家の認定 
・危険空家解体補助金の継続 
　※限度額30万円

・各地区区長、住民等から空家に対する
情報収集及び現地調査を実施 
・不動産バンク活用による空家等の有効
活用 
・空家等対策協議会開催 
・特定空家の認定 
・危険空家解体補助金の継続 
　※限度額30万円

3,040 3,040 3,040

1,071 1,071 1,071

- - -

1,071 1,071 1,071
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施策No. 2-1 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 3-3-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 3-3-1-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 3-3-1-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 3-3-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 3-3-3-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを進めることを目的とします

（単位：千円）

児童福祉対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・家庭児童相談員の配置
・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

・家庭児童相談員の配置
・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

・家庭児童相談員の配置
・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

第2章  健康で笑顔あふれるまち 【子育て・福祉・健康】

子ども・子育て支援の充実 子育て支援・児童福祉

2,648 2,648 2,648

- - -

2,648 2,648 2,648

- - -

- - -

- - -

1,034 1,034 1,034

1,023 1,023 1,023

- - -

ひとり親家庭等医療費扶助事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・ひとり親家庭等医療費扶助費 ・ひとり親家庭等医療費扶助費 ・ひとり親家庭等医療費扶助費

67,549 67,549 67,549

- - -

児童発達支援事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・児童発達支援事業費（富岳学園通所事
業給付費） 
・放課後児童通所支援事業費（放課後児
童通所給付）

・児童発達支援事業費（富岳学園通所事
業給付費） 
・放課後児童通所支援事業費（放課後児
童通所給付）

・児童発達支援事業費（富岳学園通所事
業給付費） 
・放課後児童通所支援事業費（放課後児
童通所給付）

2,057 2,057 2,057

児童手当事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・児童手当支給（定時払6月・10月・2月
と転出等による随時払い） 
・児童手当未受給者の解消 
・児童手当通知郵送

・児童手当支給（定時払6月・10月・2月
と転出等による随時払い） 
・児童手当未受給者の解消 
・児童手当通知郵送

・児童手当支給（定時払6月・10月・2月
と転出等による随時払い） 
・児童手当未受給者の解消 
・児童手当通知郵送

90,615 90,615 90,615

- - -

23,066 23,066 23,066

219,648 219,648 219,648

- - -

34,590 34,590 34,590

185,058 185,058 185,058

- - -

29,570 29,570 29,570

220,390 220,390 220,390

12,421 12,421 12,421

- - -

こども園管理運営事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・会計年度任用保育教諭、調理員、事務
員報酬
・職員貸与保育服等
・賄材料費
・土地借上料
・保育士会等負担金
・４つのこども園（するがおやま、すが
ぬま、きたごう、すばしり）の管理運営
費、修繕費、維持管理費（トイレ、浄化
槽等清掃、害虫駆除）、備品購入費等

・会計年度任用保育教諭、調理員、事務
員報酬
・職員貸与保育服等
・賄材料費
・土地借上料
・保育士会等負担金
・４つのこども園（するがおやま、すが
ぬま、きたごう、すばしり）の管理運営
費、修繕費、維持管理費（トイレ、浄化
槽等清掃、害虫駆除）、備品購入費等

・会計年度任用保育教諭、調理員、事務
員報酬
・職員貸与保育服等
・賄材料費
・土地借上料
・保育士会等負担金
・４つのこども園（するがおやま、すが
ぬま、きたごう、すばしり）の管理運営
費、修繕費、維持管理費（トイレ、浄化
槽等清掃、害虫駆除）、備品購入費等

262,381 262,381 262,381
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事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 3-3-3-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 3-3-3-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 3-3-3-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 3-3-3-6 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 3-3-4-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円) 6,800

-

3,817 3,817 3,817

3,817 3,817 3,817

2,132 2,132 2,132

- - -

（単位：千円）

こども園児健康管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・嘱託医報酬 
・園児定期検診

・嘱託医報酬 
・園児定期検診

・嘱託医報酬 
・園児定期検診

2,232 2,232 2,232

- - -

2,232 2,232 2,232

- - -

- - -

- - -

169,866 169,866 169,866

33,807 33,807 33,807

136,059 136,059 136,059

- - -

民間こども園施設運営事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

①特別保育運営費補助金
・一時預かり事業
・地域子育て支援拠点事業
・休日保育事業
・病児･病後児保育事業
②施設型給付費扶助

①特別保育運営費補助金
・一時預かり事業
・地域子育て支援拠点事業
・休日保育事業
・病児･病後児保育事業
②施設型給付費扶助

①特別保育運営費補助金
・一時預かり事業
・地域子育て支援拠点事業
・休日保育事業
・病児･病後児保育事業
②施設型給付費扶助

29,216 - -

64 30,000 -

- - -

- 270,000 -

こども園整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・すばしりこども園実施設計

【R2⇒R3 繰越明許】
　（新）すがぬまこども園整備事業
　527,614千円

・すばしりこども園建設

子ども子育て支援事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・子ども子育て会議を実施
・ファミリーサポートセンター事業
・子育て世代包括支援センター事業（利
用者支援事業基本型＋母子保健型）
・子育て支援情報冊子「子育て支援ＢＯ
ＯＫ」の改訂版印刷

・子ども子育て会議を実施
・ファミリーサポートセンター事業
・子育て世代包括支援センター事業（利
用者支援事業基本型＋母子保健型）
・子育て支援情報冊子「子育て支援ＢＯ
ＯＫ」の改訂版印刷

・子ども子育て会議を実施
・ファミリーサポートセンター事業
・子育て世代包括支援センター事業（利
用者支援事業基本型＋母子保健型）
・子育て支援情報冊子「子育て支援ＢＯ
ＯＫ」の改訂版印刷

29,280 300,000 -

マイクロバス運行事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

マイクロバス運行業務
・するがおやまこども園

マイクロバス運行業務
・するがおやまこども園

マイクロバス運行業務
・するがおやまこども園

- - -

- - -

- -

6,800 6,800

- - -

4,668 4,668 4,668
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事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 3-3-4-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 3-3-4-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 ０予算事業 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 健康増進課 予算科目 4-1-4-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

放課後児童クラブ委託
・成美小学校
・明倫小学校
・足柄小学校
・北郷小学校
・須走小学校

放課後児童クラブ委託
・成美小学校
・明倫小学校
・足柄小学校
・北郷小学校
・須走小学校

（単位：千円）

放課後児童クラブ事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度

- - -

13,904 13,904 13,904

42,585 42,585 42,585

- - -

17,172 17,172 17,172

25,413 25,413 25,413

- - -

令和4年度 令和5年度

放課後児童クラブ委託
・成美小学校
・明倫小学校
・足柄小学校
・北郷小学校
・須走小学校
【運営の統一】

1,688 1,688 1,688

- - -

子育て支援センター運営事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・子育て支援拠点会計年度任用職員報酬
（各こども園支援センター）
・支援センター事業講師謝礼
・子育て通信の発行
・小山町子育て支援センター「きんたろ
うひろば」の運営・維持管理

・子育て支援拠点会計年度任用職員報酬
（各こども園支援センター）
・支援センター事業講師謝礼
・子育て通信の発行
・小山町子育て支援センター「きんたろ
うひろば」の運営・維持管理

・子育て支援拠点会計年度任用職員報酬
（各こども園支援センター）
・支援センター事業講師謝礼
・子育て通信の発行
・小山町子育て支援センター「きんたろ
うひろば」の運営・維持管理

- - -

- - -

保育料助成事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・０歳から２歳児：こども園に通園する
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。

・０歳から２歳児：こども園に通園する
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。

・０歳から２歳児：こども園に通園する
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。

15,592 15,592 15,592

母子保健事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

①産前産後サポート事業・産後ケア事業
（デイサービス型・宿泊型）・産婦健康
診査費用助成
・保健事業委託
・子育て世代包括支援センターの充実
②母子保健事業の充実
③専門的な個別相談支援の充実
・健診事後教室の充実（月2回実施・専
門職の確保）
④不妊・不育症治療費助成および啓発

①産前産後サポート事業・産後ケア事業
（デイサービス型・宿泊型）・産婦健康
診査費用助成
・保健事業委託
・子育て世代包括支援センターの充実
②母子保健事業の充実
③専門的な個別相談支援の充実
・健診事後教室の充実（月2回実施・専
門職の確保）
④不妊・不育症治療費助成および啓発

①産前産後サポート事業・産後ケア事業
（デイサービス型・宿泊型）・産婦健康
診査費用助成
・保健事業委託
・子育て世代包括支援センターの充実
②母子保健事業の充実
③専門的な個別相談支援の充実
・健診事後教室の充実（月2回実施・専
門職の確保）
④不妊・不育症治療費助成および啓発

- - -

- - -

- - -

22,395 22,395 22,395

- - -

19,537 19,537 19,537

2,858 2,858 2,858

- - -

15



事務事業名 担当課 健康増進課 予算科目 4-1-4-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 3-3-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

33,000 33,000 33,000

32,472 32,472 32,472

20,607 20,607 20,607

- - -

（単位：千円）

こども医療費助成事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・高校生相当までの保険診療分・入院時
食事療養費を全額助成

・高校生相当までの保険診療分・入院時
食事療養費を全額助成

・高校生相当までの保険診療分・入院時
食事療養費を全額助成

- - -

- - -

児童遊園地管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・遊具修繕 
・遊具保守点検 
・修繕不能遊具の撤去

・遊具修繕 
・遊具保守点検 
・修繕不能遊具の撤去

・遊具修繕 
・遊具保守点検 
・修繕不能遊具の撤去

86,079 86,079 86,079

885 885 885

- - -

885 885 885
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施策No. 2-2 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 介護長寿課 予算科目 3-2-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 介護長寿課 予算科目 3-2-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 介護長寿課 予算科目 3-2-1-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 介護長寿課 予算科目 3-2-1-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 介護長寿課 予算科目 3-2-1-6 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

誰もが安心して暮らせるよう、地域で互いに支え合うことを目的とします

（単位：千円）

高齢者福祉推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ助成
・ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ助成
・養護老人ホーム建設事業交付金(H23～
R12)
・高齢者福祉サービス事業
・2市1町共通利用券負担金

・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ助成
・ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ助成
・養護老人ホーム建設事業交付金(H23～
R12)
・高齢者福祉サービス事業
・2市1町共通利用券負担金
・高齢者保健福祉計画及び第9期介護保
険計画策定のための町民アンケート実施
・高齢者一般調査事業（ＪＡＧＥＳ）

・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ助成
・ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ助成
・養護老人ホーム建設事業交付金(H23～
R12)
・高齢者福祉サービス事業
・2市1町共通利用券負担金
・高齢者保健福祉計画及び第9期介護保
険計画策定（R06～08）

第2章  健康で笑顔あふれるまち 【子育て・福祉・健康】

地域共生社会の実現に向けた取組 地域福祉

36,533 61,934 41,763

1,375 240 240

31,457 35,995 37,860

3,701 25,699 3,663

- - -

- - -

3,877 3,877 3,877

- - -

- - -

敬老会事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

○敬老祝金の贈呈
・満88歳、満99歳、満100歳
○敬老会の開催等
・式典開催
・表彰(白寿・米寿・模範老人・8020)
・演芸講演の実施

○敬老祝金の贈呈
・満88歳、満99歳、満100歳
○敬老会の開催等
・式典開催
・表彰(白寿・米寿・模範老人・8020)
・演芸講演の実施

○敬老祝金の贈呈
・満88歳、満99歳、満100歳
○敬老会の開催等
・式典開催
・表彰(白寿・米寿・模範老人・8020)
・演芸講演の実施

- - -

- - -

老人保護措置事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・老人福祉法に基づく、養護老人ホーム
への入所措置

・老人福祉法に基づく、養護老人ホーム
への入所措置

・老人福祉法に基づく、養護老人ホーム
への入所措置

3,877 3,877 3,877

老人福祉施設等運営事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・シルバーワークプラザ管理委託（暫
定） 
・シルバーワークプラザ土地借上

・シルバーワークプラザ管理委託（方針
はR3中に検討） 
・シルバーワークプラザ土地借上

・シルバーワークプラザ管理委託（方針
はR3中に検討） 
・シルバーワークプラザ土地借上

33,638 33,638 33,638

4,473 4,473 4,473

29,165 29,165 29,165

2,050 2,050 2,050

790 790 790

1,260 1,260 1,260

- - -

- - -

- - -

1,679 3,179 1,679

- - -

- - -

成年後見制度推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・養成講座修了者に対する実地研修の実
施 
・啓発講演会の開催 
・小山町権利養護支援センター事業の実
施

・市民後見人養成講座の開催（御殿場市
と共同） 
・養成講座修了者に対する実地研修の実
施 
・啓発講演会の開催 
・小山町権利養護支援センター事業の実
施

・養成講座修了者に対する実地研修の実
施 
・啓発講演会の開催 
・小山町権利養護支援センター事業の実
施

1,679 3,179 1,679
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事務事業名 担当課 住民福祉課 予算科目 3-1-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 住民福祉課 予算科目 3-1-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 住民福祉課 予算科目 3-1-2-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 住民福祉課 予算科目 3-1-2-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 住民福祉課 予算科目 3-1-2-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

6,317 3,677 3,677

- - -

（単位：千円）

社会福祉総務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・地域生活支援業務交付金
・人権相談支援業務交付金
・福祉団体活動支援
・社会福祉施設整備補助金
・民生委員児童委員協力員設置
・地域福祉コーディネーター配置
・相談支援包括化推進員配置
・社会福祉協議会職員費交付金
・遺家族等援護助成金他各種助成金等
・地域福祉包括支援システム構築

・地域生活支援業務交付金
・人権相談支援業務交付金
・福祉団体活動支援
・社会福祉施設整備補助金
・民生委員児童委員協力員設置
・地域福祉コーディネーター配置
・相談支援包括化推進員配置
・社会福祉協議会職員費交付金
・遺家族等援護助成金他各種助成金等

【民生委員児童委員一斉改選】

・地域生活支援業務交付金
・人権相談支援業務交付金
・福祉団体活動支援
・社会福祉施設整備補助金
・民生委員児童委員協力員設置
・地域福祉コーディネーター配置
・相談支援包括化推進員配置
・社会福祉協議会職員費交付金
・遺家族等援護助成金他各種助成金等

障害福祉総務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・駿豆学園管理組合に対して負担金の支
払い
・障害者団体への支援
・就労支援事業所製品のPR
・給付費適正化総合支援ソフトオクトパ
スシステムの活用
・障害者就労支援事業として、福祉施設
の利用券の交付

・駿豆学園管理組合に対して負担金の支
払い
・障害者団体への支援
・就労支援事業所製品のPR
・給付費適正化総合支援ソフトオクトパ
スシステムの活用
・障害者就労支援事業として、福祉施設
の利用券の交付

・駿豆学園管理組合に対して負担金の支
払い
・障害者団体への支援
・就労支援事業所製品のPR
・給付費適正化総合支援ソフトオクトパ
スシステムの活用
・障害者就労支援事業として、福祉施設
の利用券の交付
・障害者計画策定

43,035 39,515 39,515

10 10 10

36,708 35,828 35,828

3,968 3,968 5,968

- - -

3,882 3,882 5,882

86 86 86

- - -

- - -

35,903 30,556 30,556

17,655 17,655 17,655

- - -

重度心身障害者（児）援護事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・重度障害者に対する医療費助成 
・重度障害者医療費システム導入

・重度障害者に対する医療費助成 ・重度障害者に対する医療費助成

84 84 84

- - -

心身障害者扶養扶助事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・加入者に対する掛金補助 
・年金受給者への年金給付

・加入者に対する掛金補助 
・年金受給者への年金給付

・加入者に対する掛金補助 
・年金受給者への年金給付

53,558 48,211 48,211

自立支援給付事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

〇障害福祉サービスの提供
・障害介護給付費
・身体障害者(児)補装具等購入扶助など

〇障害福祉サービスの提供
・障害介護給付費
・身体障害者(児)補装具等購入扶助など

〇障害福祉サービスの提供
・障害介護給付費
・身体障害者(児)補装具等購入扶助など

4,772 4,772 4,772

4,320 4,320 4,320

368 368 368

342,872 342,872 342,872

- - -

85,945 85,945 85,945

256,927 256,927 256,927

- - -
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事務事業名 担当課 住民福祉課 予算科目 3-1-2-6 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 住民福祉課 予算科目 3-1-2-7 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 住民福祉課 予算科目 3-1-5-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 住民福祉課 予算科目 3-1-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

3,706 3,706 3,706

11,106 11,106 11,106

- - -

（単位：千円）

自立支援医療費給付事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・自立支援医療費の給付 ・自立支援医療費の給付 ・自立支援医療費の給付

19,432 19,432 19,432

- - -

地域生活支援事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・地域活動支援センター事業の実施
・障害者相談支援事業の実施
・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（毎年度見直
し）
・補装具等購入費扶助を実施
・日中一時支援事業を実施
・成年後見制度事業を実施
・御殿場市・小山町地域生活支援拠点の
運用
・成年後見制度利用支援員配置

・地域活動支援センター事業の実施
・障害者相談支援事業の実施
・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（毎年度見直
し）
・補装具等購入費扶助を実施
・日中一時支援事業を実施
・成年後見制度事業を実施
・御殿場市・小山町地域生活支援拠点の
運用
・成年後見制度利用支援員配置

・地域活動支援センター事業の実施
・障害者相談支援事業の実施
・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（毎年度見直
し）
・補装具等購入費扶助を実施
・日中一時支援事業を実施
・成年後見制度事業を実施
・御殿場市・小山町地域生活支援拠点の
運用
・成年後見制度利用支援員配置

14,812 14,812 14,812

国民年金受託事務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

電算委託料　等 
　（システム改修実施）

電算委託料　等 電算委託料　等

34,385 34,385 34,385

- - -

14,953 14,953 14,953

1,418 648 648

- - -

156 1 1

1,262 647 647

- - -

- - -

- - -

780 - -

- - -

人権擁護啓発相談事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・人権擁護公演委託料
・広告料
（Ｒ３：事務局）

780 - -
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施策No. 2-3 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 3-1-4-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 3-2-2-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 3-2-3-4 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 介護長寿課 予算科目 3-2-1-7 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

52,775 52,775 52,775

- - -

生涯を通じての健康づくりとフレイル予防を推進し、保健・医療・介護サービスを一体的・包括的に提供できるよう努めます

（単位：千円）

国民健康保険特別会計繰出金事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・保険基盤安定（軽減分） 
・保険基盤安定（支援分） 
・職員給与費等 
・出産育児一時金等 
・財政安定化支援事業

・保険基盤安定（軽減分） 
・保険基盤安定（支援分） 
・職員給与費等 
・出産育児一時金等 
・財政安定化支援事業

・保険基盤安定（軽減分） 
・保険基盤安定（支援分） 
・職員給与費等 
・出産育児一時金等 
・財政安定化支援事業

第2章  健康で笑顔あふれるまち 【子育て・福祉・健康】

健康寿命の延伸と包括的支援の充実 保健・医療・介護

介護保険特別会計繰出金事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・介護給付費繰入金
・介護予防繰入金
・包括的支援等繰入金
・保険料軽減強化繰入金
・職員給与費等事務費繰入金

・介護給付費繰入金
・介護予防繰入金
・包括的支援等繰入金
・保険料軽減強化繰入金
・職員給与費等事務費繰入金

・介護給付費繰入金
・介護予防繰入金
・包括的支援等繰入金
・保険料軽減強化繰入金
・職員給与費等事務費繰入金

110,689 110,689 110,689

- - -

57,914 57,914 57,914

309,618 309,618 309,618

- - -

299,559 299,559 299,559

10,059 10,059 10,059

- - -

- - -

7,915 7,915 7,915

23,742 23,742 23,742

- - -

後期高齢者医療特別会計繰出金事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・保険基盤安定繰入金
　保険料軽減分
　　30,393,000円
　社保被扶養者軽減分
　 　　 191,000円

・保険基盤安定繰入金
　保険料軽減分
　　30,393,000円
　社保被扶養者軽減分
　 　　 191,000円

・保険基盤安定繰入金
　保険料軽減分
　　30,393,000円
　社保被扶養者軽減分
　 　　 191,000円

- - -

- - -

保健事業と介護予防の一体的実施事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

○企画担当職員の配置
・高齢者一人ひとりの医療・介護等に関
するデータを分析し、個別支援対象者や
地域の健康課題を抽出するなど、当該事
業を統括するコーディネーター役の保健
師の配置（当該人件費は、職員人件費に
計上）
○事業担当専門職の活用等
・高齢者の個別的支援や通いの場等への
積極的に関与するためなど、地域に医療
専門職（保健師、管理栄養士、歯科衛生
士等）の派遣を行うなど

○企画担当職員の配置
・高齢者一人ひとりの医療・介護等に関
するデータを分析し、個別支援対象者や
地域の健康課題を抽出するなど、当該事
業を統括するコーディネーター役の保健
師の配置（当該人件費は、職員人件費に
計上）
○事業担当専門職の活用等
・高齢者の個別的支援や通いの場等への
積極的に関与するためなど、地域に医療
専門職（保健師、管理栄養士、歯科衛生
士等）の派遣を行うなど

○企画担当職員の配置
・高齢者一人ひとりの医療・介護等に関
するデータを分析し、個別支援対象者や
地域の健康課題を抽出するなど、当該事
業を統括するコーディネーター役の保健
師の配置（当該人件費は、職員人件費に
計上）
○事業担当専門職の活用等
・高齢者の個別的支援や通いの場等への
積極的に関与するためなど、地域に医療
専門職（保健師、管理栄養士、歯科衛生
士等）の派遣を行うなど

31,657 31,657 31,657

4,000 4,000 4,000

4,000 4,000 4,000

- - -
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事務事業名 担当課 介護長寿課 予算科目 介護保険特別会計 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 健康増進課 予算科目 3-1-3-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 健康増進課 予算科目 4-1-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 健康増進課 予算科目 4-1-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

（単位：千円）

地域支援事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

【総合事業】 
・介護予防・生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業 
・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業 
・一般介護予防事業 
【包括的支援事業】 
・総合相談事業（地域包括支援センター
（※専門職配置増） 
・生活支援体制整備事業（生活支援ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置） 
・認知症総合支援事業（認知症地域支援
推進員配置、認知症初期集中支援チーム
設置等） 
・任意事業（介護用品支給事業等） 
・在宅医療・介護連携推進事業（※専門
職新規配置）

【総合事業】 
・介護予防・生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業 
・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業 
・一般介護予防事業 
【包括的支援事業】 
・総合相談事業（地域包括支援セン
ター） 
・生活支援体制整備事業（生活支援ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置） 
・認知症総合支援事業（認知症地域支援
推進員配置、認知症初期集中支援チーム
設置等） 
・任意事業（介護用品支給事業等） 
・在宅医療・介護連携推進事業

【総合事業】 
・介護予防・生活支援ｻｰﾋﾞｽ事業 
・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業 
・一般介護予防事業 
【包括的支援事業】 
・総合相談事業（地域包括支援セン
ター） 
・生活支援体制整備事業（生活支援ｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置） 
・認知症総合支援事業（認知症地域支援
推進員配置、認知症初期集中支援チーム
設置等） 
・任意事業（介護用品支給事業等） 
・在宅医療・介護連携推進事業

103,287 103,287 103,287

52,345 52,345 52,345

- - -

50,942 50,942 50,942

- - -

2,100 2,100 2,100

31,742 31,742 31,742

- - -

- - -

健康福祉会館管理運営事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・指定管理者制度導入により、会館利活
用の促進を図る 
（委託料29,358千円） 
・50万円以上の会館修繕等の対応 
（修繕料1,000千円） 
・指定管理者の選定

・指定管理者制度導入により、会館利活
用の促進を図る 
（委託料29,358千円） 
・50万円以上の会館修繕等の対応 
（修繕料1,000千円）

・指定管理者制度導入により、会館利活
用の促進を図る 
（委託料29,358千円） 
・50万円以上の会館修繕等の対応 
（修繕料1,000千円）

- - -

- - -

保健衛生管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5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） 
・AED借り上げ料（町有２施設、コンビ
ニ9店舗） 
・保健関係機関等への各種負担金 
・精神障害者医療費助成事業 
・保健師等修学資金貸付金事業

・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） 
・AED借り上げ料（町有２施設、コンビ
ニ9店舗） 
・保健関係機関等への各種負担金 
・精神障害者医療費助成事業 
・保健師等修学資金貸付金事業

・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） 
・AED借り上げ料（町有２施設、コンビ
ニ9店舗） 
・保健関係機関等への各種負担金 
・精神障害者医療費助成事業 
・保健師等修学資金貸付金事業

33,842 33,842 33,842

救急医療対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

〇1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 
・御殿場市救急医療ｾﾝﾀｰ運営負担金 
・御殿場市医師会2次救急医療業務負担
金 
・広域救急事業費負担金 
・公的病院等運営費補助金 
・小児2次救急医療業務負担金

〇1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 
・御殿場市救急医療ｾﾝﾀｰ運営負担金 
・御殿場市医師会2次救急医療業務負担
金 
・広域救急事業費負担金 
・公的病院等運営費補助金 
・小児2次救急医療業務負担金

〇1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 
・御殿場市救急医療ｾﾝﾀｰ運営負担金 
・御殿場市医師会2次救急医療業務負担
金 
・広域救急事業費負担金 
・公的病院等運営費補助金 
・小児2次救急医療業務負担金

19,638 19,638 19,638

894 894 894

18,744 18,744 18,744

127,012 130,116 130,116

108,756 2,056 2,056

18,256 128,060 128,060

- - -

- - -

21



事務事業名 担当課 健康増進課 予算科目 4-1-3-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 健康増進課 予算科目 4-1-3-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 健康増進課 予算科目 4-1-3-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 健康増進課 予算科目 4-1-3-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

3,690 3,729 3,979

797 797 797

- - -

（単位：千円）

健康増進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

(１)健康教育、啓発事業 
①健康フェスタの開催　 
②リラクゼーションスタジオを活用した
運動推進事業　③肺がん検診時の禁煙啓
発　④小歯、口腔に関する相談、8020推
進　⑤出張健康講座の実施 
(２)食育推進事業 
婦人会食推部講習、母子栄養指導、健診
事後栄養相談、こどもの食育事業 
(３)自殺対策事業（ココロの健康相談、
心の健康啓発）の実施 
(４)健康大学講座（隔年実施）

(１)健康教育、啓発事業 
①健康フェスタの開催　 
②リラクゼーションスタジオを活用した
運動推進事業　③肺がん検診時の禁煙啓
発　④小歯、口腔に関する相談、8020推
進　⑤出張健康講座の実施 
(２)食育推進事業 
婦人会食推部講習、母子栄養指導、健診
事後栄養相談、こどもの食育事業 
(３)自殺対策事業（ココロの健康相談、
心の健康啓発）の実施

(１)健康教育、啓発事業 
①健康フェスタの開催　 
②リラクゼーションスタジオを活用した
運動推進事業　③肺がん検診時の禁煙啓
発　④小歯、口腔に関する相談、8020推
進　⑤出張健康講座の実施 
(２)食育推進事業 
婦人会食推部講習、母子栄養指導、健診
事後栄養相談、こどもの食育事業 
(３)自殺対策事業（ココロの健康相談、
心の健康啓発）の実施 
(４)健康大学講座（隔年実施）

1,831 1,831 1,831

- - -

生活習慣病予防事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

①各種がん検診の実施及び啓発
・対象者全員に個別案内
・未受診者への再勧奨通知
②要精密者の受診率向上対策の実施
③若年がん患者等支援事業（医療用補整
具購入支援事業、妊孕性温存治療支援事
業、在宅療養生活支援事業）の実施。
④PHR（パーソナルヘルスレコード）シ
ステムの導入

①各種がん検診の実施及び啓発
・対象者全員に個別案内
・未受診者への再勧奨通知
②要精密者の受診率向上対策の実施
③若年がん患者等支援事業（医療用補整
具購入支援事業、妊孕性温存治療支援事
業、在宅療養生活支援事業）の実施。

①各種がん検診の実施及び啓発
・対象者全員に個別案内
・未受診者への再勧奨通知
②要精密者の受診率向上対策の実施
③若年がん患者等支援事業（医療用補整
具購入支援事業、妊孕性温存治療支援事
業、在宅療養生活支援事業）の実施。

4,487 4,526 4,776

健康マイレージ事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・ポイント達成者数の増加 
・参加者の生活変化把握のためのアン
ケート継続 
・健康マイレージ事業の認知度の向上 
・マイレージシート、ハッピーチケット
印刷

・ポイント達成者数の増加 
・参加者の生活変化把握のためのアン
ケート継続 
・健康マイレージ事業の認知度の向上 
・マイレージシート、ハッピーチケット
印刷

・ポイント達成者数の増加 
・参加者の生活変化把握のためのアン
ケート継続 
・健康マイレージ事業の認知度の向上 
・マイレージシート、ハッピーチケット
印刷

52,962 55,000 55,000

1,565 1,565 1,565

49,566 51,604 51,604

1,345 1,345 1,345

- - -

1,345 1,345 1,345

- - -

- - -

- - -

1,575 1,575 1,575

- - -

- - -

クアオルト健康ウオーキング推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・定期的にクアオルト健康ウオーキング
を、実施する。 
・クアオルト健康ウオーキングを推進す
るため、町のホームページなどを活用
し、町内外へのＰＲを行う。 
・運動習慣の向上を図るため、保健指導
等に活用する。

・定期的にクアオルト健康ウオーキング
を、実施する。 
・クアオルト健康ウオーキングを推進す
るため、町のホームページなどを活用
し、町内外へのＰＲを行う。 
・運動習慣の向上を図るため、保健指導
等に活用する。

・定期的にクアオルト健康ウオーキング
を、実施する。 
・クアオルト健康ウオーキングを推進す
るため、町のホームページなどを活用
し、町内外へのＰＲを行う。 
・運動習慣の向上を図るため、保健指導
等に活用する。

1,575 1,575 1,575
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事務事業名 担当課 住民福祉課 予算科目 3-2-3-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 住民福祉課 予算科目 3-2-3-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 住民福祉課 予算科目 後期高齢者医療特別会計 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 住民福祉課 予算科目 国民健康保険特別会計 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

471 471 471

- - -

（単位：千円）

後期高齢者医療事業（一般会計）

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・保険料徴収事務
・健康診査業務
・脳ドック助成
・はり・灸・マッサージ治療費助成
・高齢者の介護予防等との一体的な保健
事業

・保険料徴収事務
・健康診査業務
・脳ドック助成
・はり・灸・マッサージ治療費助成
・高齢者の介護予防等との一体的な保健
事業

・保険料徴収事務
・健康診査業務
・脳ドック助成
・はり・灸・マッサージ治療費助成
・高齢者の介護予防等との一体的な保健
事業

後期高齢者医療負担金事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・広域連合負担金
　　　7,713,000円
・医療費負担金
　　168,800,000円

・広域連合負担金
　　　7,713,000円
・医療費負担金
　　168,800,000円

・広域連合負担金
　　　7,713,000円
・医療費負担金
　　168,800,000円

21,995 21,461 21,461

12,723 12,723 12,723

8,801 8,267 8,267

176,513 176,513 176,513

- - -

176,513 176,513 176,513

- - -

- - -

248,517 261,627 268,362

1,400 1,000 1,000

- - -

- - -

後期高齢者医療事業（特別会計）

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・後期高齢者医療事業 ・後期高齢者医療事業 ・後期高齢者医療事業

6,000 6,000 6,000

- - -

特定健康診査等事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・特定健康診査事業
　特定健診実施
　ＡＩを活用した未受診者勧奨
・特定保健指導事業
　特定検診後、初回面談
　３～６か月後、個別指導及び
　通信による保健指導
・特定健診受診勧奨推進員の配置
・糖尿病性腎症重症化予防事業の実施

・特定健康診査事業
　特定健診実施
　ＡＩを活用した未受診者勧奨
・特定保健指導事業
　特定検診後、初回面談
　３～６か月後、個別指導及び
　通信による保健指導
・特定健診受診勧奨推進員の配置
・糖尿病性腎症重症化予防事業の実施

・特定健康診査事業
　特定健診実施
　ＡＩを活用した未受診者勧奨
・特定保健指導事業
　特定検診後、初回面談
　３～６か月後、個別指導及び
　通信による保健指導
・特定健診受診勧奨推進員の配置
・糖尿病性腎症重症化予防事業の実施

249,917 262,627 269,362

29,729 29,729 29,729

851 851 851

22,878 22,878 22,878
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施策No. 3-1 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-1-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-1-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-1-2-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-1-2-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-1-2-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

解決困難な社会課題に立ち向かえる人材を育成することを目的とします

（単位：千円）

第3章  文化の薫るまち 【教育・文化・スポーツ】

生きる力を育む学校教育の充実 幼児教育・学校教育

- - -

1,209 1,209 1,209

- - -

- - -

教育委員会事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・教育委員報酬 
・研修視察

・教育委員報酬 
・研修視察

・教育委員報酬 
・研修視察

17 17 17

- - -

事務局事務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・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
・姉妹町等富士登山交流事業(勝央町、
福知山市、北茨城市、島原市）
・平和教育生徒派遣事業の実施

・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
・姉妹町等富士登山交流事業(勝央町、
福知山市、北茨城市、島原市）
・平和教育生徒派遣事業の実施

・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
・姉妹町等富士登山交流事業(勝央町、
福知山市、北茨城市、島原市）
・平和教育生徒派遣事業の実施

1,209 1,209 1,209

健康管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・医師報酬 
・各種負担金 
・就学時健診 
・教職員健康診断 
・耳鼻科歯科健診器具借上料等 
・教職員メンタルヘルスチェック

・医師報酬 
・各種負担金 
・就学時健診 
・教職員健康診断 
・耳鼻科歯科健診器具借上料等 
・教職員メンタルヘルスチェック

・医師報酬 
・各種負担金 
・就学時健診 
・教職員健康診断 
・耳鼻科歯科健診器具借上料等 
・教職員メンタルヘルスチェック

9,395 9,395 9,395

1,000 1,000 1,000

8,378 8,378 8,378

3,694 3,694 3,694

- - -

3,694 3,694 3,694

- - -

- - -

- - -

3,932 3,932 3,932

- - -

- - -

特別支援教育事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・臨床心理士等による巡回相談（年間35
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の
実施
・特別支援教育研修会の実施
・こども園･小中学校に対する教育相談
業務の実施
・言語聴覚士相談業務の実施

・臨床心理士等による巡回相談（年間35
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の
実施
・特別支援教育研修会の実施
・こども園･小中学校に対する教育相談
業務の実施
・言語聴覚士相談業務の実施

・臨床心理士等による巡回相談（年間35
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の
実施
・特別支援教育研修会の実施
・こども園･小中学校に対する教育相談
業務の実施
・言語聴覚士相談業務の実施

- - -

- - -

こども相談事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・こども相談員配置 
（※予算＝こども園１人・中学校１人） 

・こども相談員配置 
（※予算＝こども園１人・中学校１人） 

・こども相談員配置 
（※予算＝こども園１人・中学校１人） 

3,932 3,932 3,932

1,683 1,683 1,683

- - -

1,683 1,683 1,683
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事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-2-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-2-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-2-1-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-2-1-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-2-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

（単位：千円）

小学校管理運営事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・会計年度任用用務員、学校事務員報酬
・特別支援員、図書館支援事務員報酬
・小学校管理委託
・光熱水費
・教科用及び校用器具備品購入
・町単独講師報酬(5人)
・校務システム借上料
・コミュニティ・スクール事業の展開
・コロナ対策用消耗品等購入

・会計年度任用用務員、学校事務員報酬
・特別支援員、図書館支援事務員報酬
・小学校管理委託
・光熱水費
・教科用及び校用器具備品購入
・町単独講師報酬(5人)
・校務システム借上料
・コミュニティ・スクール事業の展開

・会計年度任用用務員、学校事務員報酬
・特別支援員、図書館支援事務員報酬
・小学校管理委託
・光熱水費
・教科用及び校用器具備品購入
・町単独講師報酬(5人)
・校務システム借上料
・コミュニティ・スクール事業の展開

142,190 140,900 140,900

1,040 200 200

141,150 140,700 140,700

- - -

- - -

- - -

4,935 4,935 4,935

- - -

- - -

小学校児童健康管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・校医及び薬剤師報酬 
・各種検査委託料 
・各種負担金

・校医及び薬剤師報酬 
・各種検査委託料 
・各種負担金

・校医及び薬剤師報酬 
・各種検査委託料 
・各種負担金

4,400 4,400 4,400

- - -

小学校給食事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・会計年度任用給食員報酬
・会計年度任用栄養士報酬
・給食用備品購入事業
・各種負担金
・小学校給食費無償化に伴う賄費

・会計年度任用給食員報酬
・会計年度任用栄養士報酬
・給食用備品購入事業
・各種負担金
・小学校給食費無償化に伴う賄費

・会計年度任用給食員報酬
・会計年度任用栄養士報酬
・給食用備品購入事業
・各種負担金
・小学校給食費無償化に伴う賄費

4,935 4,935 4,935

小学校施設整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・施設修繕事業 
・小学校整備事業 
・北郷小改修工事基本設計 
・成美小、明倫小非常用階段塗装工事

・施設修繕事業 
・小学校整備事業 
・北郷小改修工事実施設計

・施設修繕事業 
・小学校整備事業 
・北郷小改修工事

108,221 108,221 108,221

51,452 51,452 51,452

52,369 52,369 52,369

34,935 34,000 230,000

20,572 - -

14,363 34,000 63,500

- - 66,000

- - 100,500

- - -

12,952 12,952 12,952

2,200 2,200 2,200

- - -

小学校教育振興事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・成美小放課後こども教室
・明倫小放課後子ども教室
・足柄小放課後こども教室
・北郷小放課後こども教室
・須走小放課後こども教室
　（謝礼等、負担金等
　　ALT指導員派遣事業費等）

・成美小放課後こども教室
・明倫小放課後子ども教室
・足柄小放課後こども教室
・北郷小放課後こども教室
・須走小放課後こども教室
　（謝礼等、負担金等
　　ALT指導員派遣事業費等）

・成美小放課後こども教室
・明倫小放課後子ども教室
・足柄小放課後こども教室
・北郷小放課後こども教室
・須走小放課後こども教室
　（謝礼等、負担金等
　　ALT指導員派遣事業費等）

15,152 15,152 15,152
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事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-2-2-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-2-2-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-3-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-3-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-3-1-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

150 150 150

- - -

（単位：千円）

小学校備品整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・理振法備品購入事業
　（５校分）
・教材備品購入費等
　（５校分）

・理振法備品購入事業
　（５校分）
・教材備品購入費等
　（５校分）

・理振法備品購入事業
　（５校分）
・教材備品購入費等
　（５校分）

小学校就学援助事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・学用品費扶助事業 
・特別支援教育就学奨励事業 
・遠距離通学費補助事業

・学用品費扶助事業 
・特別支援教育就学奨励事業 
・遠距離通学費補助事業

・学用品費扶助事業 
・特別支援教育就学奨励事業 
・遠距離通学費補助事業

2,801 2,801 2,801

- - -

2,651 2,651 2,651

2,657 2,657 2,657

- - -

2,471 2,471 2,471

186 186 186

- - -

495 495 495

101,308 101,308 101,308

2,500 2,500 2,500

- - -

中学校管理運営事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・授業アドバイザーの配置
・会計年度任用職員、学校事務員、非常
勤講師、特別支援員、図書室支援事務
員、町単独講師(3人)報酬
・管理委託事業
・光熱水費
・教科用及び校用機器備品購入事業
・校務システム借上料
・コミュニティ･スクール事業の展開

・授業アドバイザーの配置
・会計年度任用職員、学校事務員、非常
勤講師、特別支援員、図書室支援事務
員、町単独講師(3人)報酬
・管理委託事業
・光熱水費
・教科用及び校用機器備品購入事業
・校務システム借上料
・コミュニティ･スクール事業の展開

・授業アドバイザーの配置
・会計年度任用職員、学校事務員、非常
勤講師、特別支援員、図書室支援事務
員、町単独講師(3人)報酬
・管理委託事業
・光熱水費
・教科用及び校用機器備品購入事業
・校務システム借上料
・コミュニティ･スクール事業の展開

- - -

- - -

中学校生徒健康管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・校医及び薬剤師報酬 
・検査委託事業 
・各種負担金

・校医及び薬剤師報酬 
・検査委託事業 
・各種負担金

・校医及び薬剤師報酬 
・検査委託事業 
・各種負担金

104,303 104,303 104,303

中学校給食事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・会計年度任用給食員報酬
・給食備品購入事業
・各種負担金
・中学校給食費無償化に伴う賄費

・会計年度任用給食員報酬
・給食備品購入事業
・各種負担金
・中学校給食費無償化に伴う賄費

・会計年度任用給食員報酬
・給食備品購入事業
・各種負担金
・中学校給食費無償化に伴う賄費

2,982 2,982 2,982

- - -

2,982 2,982 2,982

52,529 52,529 52,529

31,134 31,134 31,134

21,395 21,395 21,395

- - -

- - -
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事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-3-1-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-3-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-3-2-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 9-3-2-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 こども育成課 予算科目 育英奨学資金特別会計 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

21,812 3,000 3,000

- - -

- - -

（単位：千円）

中学校施設整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

施設修繕事業 
・施設整備事業 
・学校用地取得費 
 
【R2⇒R3 繰越明許】 
・北郷中学校空調設備改修工事 
　58,140千円 

施設修繕事業 
・施設整備事業 

施設修繕事業 
・施設整備事業

- - -

- - -

中学校教育振興事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・夢チャレンジ支援事業
・ALT指導員派遣事業
・各種負担金
・総合学力調査（５教科）
・デジタル教科書
(改正に合わせて3年間使用)　事業費未
定
・放課後学習室事業

・夢チャレンジ支援事業
・ALT指導員派遣事業
・各種負担金
・総合学力調査（５教科）
・デジタル教科書
(改正に合わせて3年間使用)　事業費未
定
・放課後学習室事業

・夢チャレンジ支援事業
・ALT指導員派遣事業
・各種負担金
・総合学力調査（５教科）
・デジタル教科書
(改正に合わせて3年間使用)　事業費未
定
・放課後学習室事業

21,812 3,000 3,000

中学校備品整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・理振法備品購入事業 
　（３校分） 
・教材備品購入費等 
　（３校分）

・理振法備品購入事業 
　（３校分） 
・教材備品購入費等 
　（３校分）

・理振法備品購入事業 
　（３校分） 
・教材備品購入費等 
　（３校分）

41,242 41,242 41,242

1,050 1,050 1,050

40,192 40,192 40,192

1,919 1,919 1,919

- - -

1,769 1,769 1,769

150 150 150

- - -

- - -

4,399 4,399 4,399

245 245 245

- - -

中学校就学援助事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・学用品費等扶助事業 
・特別支援教育就学奨励事業 
・遠距離通学費

・学用品費等扶助事業 
・特別支援教育就学奨励事業 
・遠距離通学費

・学用品費等扶助事業 
・特別支援教育就学奨励事業 
・遠距離通学費

- - -

- - -

（単位：千円）

育英奨学資金事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

【貸付金について】 
・継続貸付者（大学生３名） 
　＠30,000円/月 
・新規貸付者（大学生３名） 
　＠30,000円/月 
・新規貸付者（高校生１名） 
　＠12,000円/月

【貸付金について】 
・継続貸付者（大学生３名） 
　＠30,000円/月 
・新規貸付者（大学生３名） 
　＠30,000円/月 
・新規貸付者（高校生１名） 
　＠12,000円/月

【貸付金について】 
・継続貸付者（大学生３名） 
　＠30,000円/月 
・新規貸付者（大学生３名） 
　＠30,000円/月 
・新規貸付者（高校生１名） 
　＠12,000円/月

4,644 4,644 4,644

2,304 2,304 2,304

1 1 1

2,303 2,303 2,303
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施策No. 3-2 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 生涯学習課 予算科目 9-4-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 生涯学習課 予算科目 9-4-1-3 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 生涯学習課 予算科目 9-4-3-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 生涯学習課 予算科目 9-4-4-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

好奇心を持ちながら生涯学び続け、地域の中で充実した生活や活動を行うことを目的とします

（単位：千円）

社会教育事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・ﾎﾞ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
・金太郎教室を実施
・家庭教育支援の充実
・子育て支援ｾﾝﾀｰと連携しながら｢親学
講座｣を実施
・町内小学校で学校応援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを実施
・青少年健全育成事業全般に関すること
・成人式の開催
・中学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の推進
・中学生の職場体験推進
・小中学校芸術鑑賞会支援
・同窓会助成事業実施
・通学合宿の実施(支援)
・ふるさと金太郎博士事業の推進
・その他各種負担金等

・ﾎﾞ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
・金太郎教室を実施
・家庭教育支援の充実
・子育て支援ｾﾝﾀｰと連携しながら｢親学
講座｣を実施
・町内小学校で学校応援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを実施
・青少年健全育成事業全般に関すること
・成人式の開催
・中学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の推進
・中学生の職場体験推進
・小中学校芸術鑑賞会支援
・同窓会助成事業実施
・通学合宿の実施(支援)
・ふるさと金太郎博士事業の推進
・その他各種負担金等

・ﾎﾞ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
・金太郎教室を実施
・家庭教育支援の充実
・子育て支援ｾﾝﾀｰと連携しながら｢親学
講座｣を実施
・町内小学校で学校応援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを実施
・青少年健全育成事業全般に関すること
・成人式の開催
・中学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の推進
・中学生の職場体験推進
・小中学校芸術鑑賞会支援
・同窓会助成事業実施
・通学合宿の実施(支援)
・ふるさと金太郎博士事業の推進
・その他各種負担金等

第3章  文化の薫るまち 【教育・文化・スポーツ】

心豊かな生涯学習の推進 生涯学習・青少年育成

10,797 10,797 10,797

300 300 300

9,797 9,797 9,797

700 700 700

- - -

- - -

1,731 1,731 1,731

- - -

- - -

生涯学習推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・生涯学習推進講演会を開催
・生涯学習フェスティバルの開催

・生涯学習推進講演会を開催
・生涯学習フェスティバルの開催

・生涯学習推進講演会を開催
・生涯学習フェスティバルの開催

- - -

- - -

図書館管理運営事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・ブックスタート、セカンドブック事業
・読書通帳の配布及び販売
・『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)
※ブックスタート
生後５、６か月児とその保護者を対象に
H16から開始。絵本を手渡し、本への関
わりの第１歩としている。
※セカンドブック
年長児を対象にブックスタートのフォ
ローアップとしてH23から実施。絵本を
配布している。

・ブックスタート、セカンドブック事業
・読書通帳の配布及び販売
・『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)
・町史デジタル化（2巻・3巻）
　[560万円]
・室内灯のLED化（県市町村振興協会交
付金使用）

・ブックスタート、セカンドブック事業
・読書通帳の配布及び販売
・『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)
・町史デジタル化（4巻・5巻）
　[560万円]

1,731 1,731 1,731

文化会館等管理運営事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・指定管理料 
・文化会館修繕 
・生涯学習施設の長寿命化計画による修
繕（大ホール照明等修繕） 

・指定管理料 
・文化会館修繕 
・生涯学習施設の長寿命化計画による修
繕

・指定管理料 
・文化会館修繕 
・生涯学習施設の長寿命化計画による修
繕

463 10,494 6,094

- 4,400 -

463 6,094 6,094

184,541 180,000 180,000

12,454 10 10

172,087 17,990 17,990

- - -

- 162,000 162,000
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施策No. 3-3 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 生涯学習課 予算科目 9-4-1-3 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 生涯学習課 予算科目 9-4-2-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 生涯学習課 予算科目 9-4-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

第3章  文化の薫るまち 【教育・文化・スポーツ】

文化芸術活動の振興 文化芸術

- - -

1,731 1,731 1,731

- - -

- - -

町民が日常生活において、文化芸術に触れることができる生活を送ることを目的とします

（単位：千円）

生涯学習推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・生涯学習推進講演会を開催
・生涯学習フェスティバルの開催

・生涯学習推進講演会を開催
・生涯学習フェスティバルの開催

・生涯学習推進講演会を開催
・生涯学習フェスティバルの開催

1,754 1,314 984

- - -

文化財事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5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
・文化財等修繕の実施
・文化財等解説冊子作成（須走）
・新規指定文化財の調査、指定
・富士山世界文化遺産協議会及び地域連
携会議負担金
・富士山を題材とした講座の開講
・小山町文化財保存活用地域計画策定
（Ｒ３～５年度の１年目）
　※文化庁補助

・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
・文化財等解説冊子作成（全町版）
・新規指定文化財の調査、指定
・富士山世界文化遺産協議会及び地域連
携会議負担金
・富士山を題材とした講座の開講
・森村橋復原工事報告書作成業務委託
（R4～6年度継続事業）
【初年度500万円、2年目・3年目250万
円】
・小山町文化財保存活用地域計画策定
（Ｒ３～５年度の２年目）
　※文化庁補助

・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
・文化財等解説冊子増刷（全町版）
・新規指定文化財の調査、指定
・富士山世界文化遺産協議会及び地域連
携会議負担金
・富士山を題材とした講座の開講
・森村橋復原工事報告書作成業務委託
（R4～6年度継続事業）
【初年度500万円、2年目・3年目250万
円】
・小山町文化財保存活用地域計画策定
（Ｒ３～５年度の３年目）
　※文化庁補助

1,731 1,731 1,731

文化芸術振興事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・アートビレッジ実行委員会交付金
・文化芸術振興基本計画策定事業
・文化芸術振興事業
・文化連盟他各種団体助成金
・町民文化祭助成金
・文化芸術奨励金
・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）
・駿河路のつどい開催
・姉妹市町等との文化交流事業

・アートビレッジ実行委員会交付金
・文化芸術振興事業
・文化連盟他各種団体助成金
・町民文化祭助成金
・文化芸術奨励金
・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）
・駿河路のつどい開催
・姉妹市町等との文化交流事業

・アートビレッジ実行委員会交付金
・文化芸術振興事業
・文化連盟他各種団体助成金
・町民文化祭助成金
・文化芸術奨励金
・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）
・駿河路のつどい開催
・姉妹市町等との文化交流事業

4,794 10,418 7,588

10 10 10

3,030 9,094 6,594

9,917 6,199 6,199

600 600 600

9,317 5,599 5,599

- - -

- - -
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施策No. 3-4 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 生涯学習課 予算科目 9-5-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 生涯学習課 予算科目 9-5-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

第3章  文化の薫るまち 【教育・文化・スポーツ】

スポーツ・レクリエーション活動の振興 スポーツ・レクリエーション

400 400 400

24,285 24,600 24,600

- - -

- - -

町民が運動習慣を身につけ、心身ともに健康になることを目的とします

（単位：千円）

保健体育総務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・町の主なスポーツイベントである4事
業（町民体育大会、市町対抗駅伝競走大
会、町内一周駅伝、富士マラソンフェス
タ）の支援
・レクスポ大会等を開催
・全国大会等出場者奨励
・町民プールの実施・管理
・体育協会他、各種スポーツ団体への助
成、支援
・スポーツ振興基本計画を策定
・一流選手を招いてのスポーツ教室を開
催
・他市町とのスポーツ交流事業を開催
・子どもの海外スポーツ体験応援事業の
検討

・町の主なスポーツイベントである4事
業（町民体育大会、市町対抗駅伝競走大
会、町内一周駅伝、富士マラソンフェス
タ）の支援
・レクスポ大会等を開催
・全国大会等出場者奨励
・町民プールの実施・管理
・体育協会他、各種スポーツ団体への助
成、支援
・スポーツ推進委員ユニフォーム更新
（偶数年度）
・一流選手を招いてのスポーツ教室を開
催
・他市町とのスポーツ交流事業を開催
・子どもの海外スポーツ体験応援事業の
推進

・町の主なスポーツイベントである4事
業（町民体育大会、市町対抗駅伝競走大
会、町内一周駅伝、富士マラソンフェス
タ）の支援
・レクスポ大会等を開催
・全国大会等出場者奨励
・町民プールの実施・管理
・体育協会他、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
（４年に一度静岡県大会に参加）
・一流選手を招いてのスポーツ教室を開
催
・他市町とのスポーツ交流事業を開催
・子どもの海外スポーツ体験応援事業の
推進

- 37,866 -

- - -

体育施設事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

【長寿命化計画に基づく体育施設等の
　｢維持｣｢管理｣｢修繕｣】

・多目的広場改修工事設計委託
・須走地区におけるスポーツツーリズム
（準高地トレーニング含む）の推進と、
　施設整備の検討
・パークゴルフ場敷地借上料

【長寿命化計画に基づく体育施設等の
　｢維持｣｢管理｣｢修繕｣】

・多目的広場改修工事（toto補助金を
　活用）　71,000千円×2/3×80%
・須走地区におけるスポーツツーリズム
（準高地トレーニング含む）の推進と、
　施設整備の検討
・パークゴルフ場敷地借上料

【長寿命化計画に基づく体育施設等の
　｢維持｣｢管理｣｢修繕｣】

・須走地区におけるスポーツツーリズム
（準高地トレーニング含む）の推進と、
　施設整備の検討
・パークゴルフ場敷地借上料

24,685 25,000 25,000

19,748 79,862 8,800

18,421 31,000 1,000

1,327 10,996 7,800
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施策No. 3-5 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 地域振興課 予算科目 2-8-1-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進局 予算科目 2-8-1-3 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

第3章  文化の薫るまち 【教育・文化・スポーツ】

地域間交流・国際交流の推進 地域間交流・国際交流

- - -

1,417 2,617 2,617

- - -

- - -

地域間交流・国際交流を通し、次世代を担う子どもの教育及び交流人口の拡大を図ります

（単位：千円）

国際交流・姉妹都市交流事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・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）
・カナダミッション市及び中国浙江省海
寧市との友好交流の継続
・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

・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）
・カナダミッション市及び中国浙江省海
寧市との友好交流の継続
・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
・小山町・海寧市学生交流事業実行委員
会及び県立小山高等学校における学生相
互訪問事業への支援
・ミッション市の学生受け入れ、小山町
学生のミッション市へのホームステイ派
遣

・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） 
・カナダミッション市及び中国浙江省海
寧市との友好交流の継続 
・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 
・小山町・海寧市学生交流事業実行委員
会及び県立小山高等学校における学生相
互訪問事業への支援 
・ミッション市の学生受け入れ、小山町
学生のミッション市へのホームステイ派
遣

- - -

- - -

東京オリンピック・パラリンピック推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・開催50日･100日前イベント
・装飾、モニュメントの設置
・聖火リレー実施
・本大会実施
（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ3日間・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ4日間）
・コミュニティライブサイト実施
・大会の記念誌作成
・その他各種経費

【R2⇒R3繰越明許】
・東京2020大会小山町開催記録映像制作
　7,029千円

1,417 2,617 2,617

86,216 - -

86,216 - -

- - -
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施策No. 4-1 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 フロンティア推進課 予算科目 6-1-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 フロンティア推進課 予算科目 6-1-2-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 フロンティア推進課 予算科目 小山ＰＡ周辺開発事業特別会計 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 フロンティア推進課 予算科目 上野工業団地造成事業特別会計 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

（単位：千円）

第4章  活力あふれるまち 【産業・経済】

三来拠点事業の推進 雇用創出・経済活動

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・太陽光発電事業の地権者協議会の運営
・三来拠点事業関連地権者組織の助成、
運営
・小学生対象の環境学習の実施

・太陽光発電事業の地権者協議会の運営 
・三来拠点事業関連地権者組織の助成、
運営 
・小学生対象の環境学習の実施

・太陽光発電事業の地権者協議会の運営 
・三来拠点事業関連地権者組織の助成、
運営 
・小学生対象の環境学習の実施 

- - -

-

企業立地推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・企業誘致活動
・企業立地市町連絡会、富士山麓ビジネ
スマッチング事業への参画
・富士小山工業団地等排水管の管理
・地域産業立地事業費補助金
【(県1/2、町1/2)×6社分】
・三来拠点事業視察対応

・企業誘致活動 
・企業立地市町連絡会、富士山麓ビジネ
スマッチング事業への参画 
・富士小山工業団地等排水管の管理 
・地域産業立地事業費補助金 
【(県1/2、町1/2)×3社分】 
・三来拠点事業視察対応

・企業誘致活動 
・企業立地市町連絡会、富士山麓ビジネ
スマッチング事業への参画 
・富士小山工業団地等排水管の管理 
・地域産業立地事業費補助金 
【(県1/2、町1/2)×5社分】 
・三来拠点事業視察対応

516,386 310,000

三来拠点事業により経済活動を促進し、町の活性化を図ることを目的とします

上野工業団地造成事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

9,392 9,392

13,974

850,000

- - -

517,271 310,885 850,885

- - -

11,800 12,600 -

2,886 3,000 3,000

1,036,543 623,885 1,703,885

未来拠点事業

具体的取組 
(内容)

- -

4,582 4,582 4,582

9,392

・造成工事 
・工事監理 
・水文調査 
・確定測量 
・登記事務 
・地区計画検討

・造成工事完了 
・工事監理 
・分譲開始 
・地区計画策定 
・起債償還

- - -

43,000 36,500 -

- - -

10,600 10,500 -

53,600 47,000 -

13,974 13,974

269,800 30,600 -

- - -

258,000 18,000 -

小山ＰＡ周辺開発事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・確定測量 
・登記事務 
・造成工事 
・工事監理 
・用地買収、物件移転補償 
・特別会計の清算

・施設の一部営業開始 
・起債償還
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事務事業名 担当課 フロンティア推進課 予算科目 木質バイオマス発電事業特別会計 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 フロンティア推進課 予算科目 2-7-1-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 フロンティア推進課 予算科目 6-3-1-4 再掲 〇

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 6-1-2-4 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 6-1-2-5 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

10,400 10,400 -

- - -

- - -

上野工業団地造成事業特別会計繰出金

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・上野工業団地造成事業特別会計繰出金 ・上野工業団地造成事業特別会計繰出金

11,600 11,600 -

- - -

11,600 11,600 -

- - -

- - -

小山ＰＡ周辺開発事業特別会計繰出金

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・小山ＰＡ周辺開発事業特別会計繰出金 ・小山ＰＡ周辺開発事業特別会計繰出金

10,400 10,400 -

- - -

（単位：千円）

木質バイオマス発電事業

・施設運営委託 
・起債償還 
　11,632千円 
・本稼働 
・熱供給開始

- - -

- - -

26,754 52,650 66,669

- - -

26,754 52,650 66,669

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・施設運営委託 
・起債償還 
　11,632千円 
・復旧工事 
・試運転開始　・暫定稼働 
・熱供給先の検討 
・資金不足等解消計画の策定 

・施設運営委託 
・起債償還 
　11,632千円 
・暫定稼働（今後の検討） 
・熱供給整備工事

官民連携推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・駿河小山駅前再開発まちづくり検討支
援
・5・6倉庫用地の活用推進
・官民対話の実施

【参考掲載】
（コロナによる事故繰越を予定）
・創業支援ファンド出資
（100,000千円）

・駿河小山駅前再開発まちづくり検討支
援
・5・6倉庫用地の活用推進
・官民対話の実施
・ＰＦＩ可能性調査

・創業支援ファンド出資
（75,000千円）
（※R5若しくはR6で、75,000千円を
　出資予定）

・駿河小山駅前再開発まちづくり検討支
援 
・5・6倉庫用地の活用推進 
・官民対話の実施

- - -

- - -

- 75,000 -

454 10,000 454

454 85,000 454

7,500 7,500 7,500

- - -

7,500 7,500 7,500

新たな働き方推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・テレワーク環境整備備品購入費 
・サテライトオフィス設置支援補助金

・テレワーク環境整備備品購入費 
・サテライトオフィス設置支援補助金

・テレワーク環境整備備品購入費 
・サテライトオフィス設置支援補助金

- - -

- - -
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施策No. 4-2 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進局 予算科目 2-8-1-3 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 地域振興課 予算科目 2-8-1-6 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 6-2-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

小山町ならではの観光サービスを提供し、観光交流の増大と消費の拡大を目的とします

（単位：千円）

東京オリンピック・パラリンピック推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・開催50日･100日前イベント
・装飾、モニュメントの設置
・聖火リレー実施
・本大会実施
（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ3日間・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ4日間）
・コミュニティライブサイト実施
・大会の記念誌作成
・その他各種経費

【R2⇒R3繰越明許】
・東京2020大会小山町開催記録映像制作
　7,029千円

第4章  活力あふれるまち 【産業・経済】

地域資源を活用した観光交流の振興 観光交流

86,216 - -

86,216 - -

- - -

- - -

- - -

- - -

9,660 9,660 9,660

- - -

- - -

スタジオタウン小山推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・フィルムコミッション支援を継続 
・指定管理者による小山フィルムファク
トリーの管理運営の継続 
・誘致番組・映画等延べ本数　目標150
本 
・経済効果　目標80,000千円 
・映画祭『Oyama Movie Camp』の開催

・フィルムコミッション支援を継続 
・指定管理者による小山フィルムファク
トリーの管理運営の継続 
・誘致番組・映画等延べ本数　目標150
本 
・経済効果　目標80,000千円 
・映画祭『Oyama Movie Camp』の開催

・フィルムコミッション支援を継続 
・指定管理者による小山フィルムファク
トリーの管理運営の継続 
・誘致番組・映画等延べ本数　目標150
本 
・経済効果　目標80,000千円 
・映画祭『Oyama Movie Camp』の開催

- - -

- - -

観光振興事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・富士山金太郎まつり、笛まつり、もみ
じまつりの開催 
・観光パンフレット作成、活用 
・観光協会への助成、支援 
・各種イベントを活用した観光ＰＲ 
・次期観光振興計画、アクションプラン
の推進 
・着地型旅行商品の造成 
・観光ガイドの育成と活用 
・大学コンソーシアムの活用 
・地域おこし協力隊の活用 
・顔認証型ＡＩサーマルカメラ等の購入

・富士山金太郎まつり、笛まつり、もみ
じまつりの開催 
・観光パンフレット作成、活用 
・観光協会への助成、支援 
・各種イベントを活用した観光ＰＲ 
・次期観光振興計画、アクションプラン
の推進 
・着地型旅行商品の造成 
・観光ガイドの育成と活用 
・大学コンソーシアムの活用 
・地域おこし協力隊の活用 

・富士山金太郎まつり、笛まつり、もみ
じまつりの開催 
・観光パンフレット作成、活用 
・観光協会への助成、支援 
・各種イベントを活用した観光ＰＲ 
・次期観光振興計画、アクションプラン
の推進 
・着地型旅行商品の造成 
・観光ガイドの育成と活用 
・大学コンソーシアムの活用 
・地域おこし協力隊の活用 

9,660 9,660 9,660

34,496 23,000 23,000

1,595 - -

32,901 23,000 23,000
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事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 6-2-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 6-2-1-4 再掲 〇

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 6-2-1-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

（単位：千円）

富士山観光事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・登山パンフレット(多言語版)の作成、
活用
・富士山関係団体と連携した誘客
・一斉清掃の実施
・五合目観光案内所、公衆トイレ、駐車
場、下山道の維持管理
・五合目送電施設維持管理
・富士登山ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ配置
・富士山須走ルート巡視業務
・須走口登山ｶﾞｲﾄﾞの認定、活用
・須走口五合目再整備(環境省による工
事着手)
・ふじあざみラインマイカー規制実施
（開山期間中）
・須走口ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業の実施
・須走口段階的規制の実施
・五合目観光案内所の解体

・登山パンフレット(多言語版)の作成、
活用
・富士山関係団体と連携した誘客
・一斉清掃の実施
・五合目公衆トイレ、駐車場、下山道の
維持管理
・五合目送電施設維持管理
・富士登山ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ配置
・富士山須走ルート巡視業務
・須走口登山ｶﾞｲﾄﾞの認定、活用
・須走口五合目インフォメーションセン
ター供用開始
・ふじあざみラインマイカー規制実施
（開山期間中）
・須走口ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業の実施
・須走口段階的規制の実施
・小富士遊歩道の整備

・登山パンフレット(多言語版)の作成、
活用
・富士山関係団体と連携した誘客
・一斉清掃の実施
・五合目公衆トイレ、駐車場、下山道の
維持管理
・五合目送電施設維持管理
・富士登山ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ配置
・富士山須走ルート巡視業務
・須走口登山ｶﾞｲﾄﾞの認定、活用
・須走口五合目インフォメーションセン
ターの活用
・ふじあざみラインマイカー規制実施
（開山期間中）
・須走口ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業の実施
・須走口段階的規制の実施

32,660 53,000 38,000

13,009 15,000 15,000

18,651 29,500 22,000

1,000 8,500 1,000

- - -

15,017 15,017 15,017

3,218 3,218 3,218

- - -

- - -

交流人口拡大事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・各種自転車イベントの開催、拡大
・サイクリストの聖地づくり事業の推進
・モータースポーツの推進
・首都圏等のイベントを活用した観光Ｐ
Ｒ
・表富士観光キャラバンによる広域観光
PR
・ゴルフ場の利用促進
・観光地ワーケーション受入促進事業

・各種自転車イベントの開催、拡大
・サイクリストの聖地づくり事業の推進
・モータースポーツの推進
・首都圏等のイベントを活用した観光Ｐ
Ｒ
・表富士観光キャラバンによる広域観光
PR
・ゴルフ場の利用促進
・観光地ワーケーション受入促進事業

・各種自転車イベントの開催、拡大
・サイクリストの聖地づくり事業の推進
・モータースポーツの推進
・首都圏等のイベントを活用した観光Ｐ
Ｒ
・表富士観光キャラバンによる広域観光
PR
・ゴルフ場の利用促進
・観光地ワーケーション受入促進事業

- - -

- - -

観光施設管理運営事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・駿河小山駅前交流センターの維持管
理、活用 
・駿河小山駅前交流センター試行的運営
助成金 
・足柄駅前交流センターの維持管理、活
用 
・足柄峠周辺施設の維持管理 
・宮上公衆トイレの維持管理 
・金時山山頂トイレの維持管理

・駿河小山駅前交流センターの維持管
理、活用 
・足柄駅前交流センターの維持管理、活
用 
・足柄峠周辺施設の維持管理 
・宮上公衆トイレの維持管理 
・金時山山頂トイレの維持管理

・駿河小山駅前交流センターの維持管
理、活用 
・足柄駅前交流センターの維持管理、活
用 
・足柄峠周辺施設の維持管理 
・宮上公衆トイレの維持管理 
・金時山山頂トイレの維持管理

18,235 18,235 18,235

16,011 12,394 12,394

2 2 2

16,009 12,392 12,392
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事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 6-2-1-6 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 6-2-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 6-2-3-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 6-2-3-3 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 温泉供給事業特別会計 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

（単位：千円）

富士箱根トレイル等維持管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・官民協働によるハイキングコースの維
持管理(8団体) 
・トレイルコースのＰＲ・活用 
・ハイキングバスの運行・利用促進 
・足柄古道等を活用したツアー開催(目
標2回) 
・山のスタンプラリーＹＡＭＡＳＴＡ負
担金

・官民協働によるハイキングコースの維
持管理(8団体) 
・トレイルコースのＰＲ・活用 
・ハイキングバスの運行・利用促進 
・足柄古道等を活用したツアー開催(目
標2回) 
・山のスタンプラリーＹＡＭＡＳＴＡ負
担金

・官民協働によるハイキングコースの維
持管理(8団体) 
・トレイルコースのＰＲ・活用 
・ハイキングバスの運行・利用促進 
・足柄古道等を活用したツアー開催(目
標2回) 
・山のスタンプラリーＹＡＭＡＳＴＡ負
担金

6,686 6,686 6,686

- - -

6,686 6,686 6,686

- - -

- - -

65,202 - -

2,780 5,000 5,000

- - -

- - -

町民いこいの家管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・施設の維持管理 
・日常業務の運営委託 
・内風呂濾過機濾材交換 
・あしがら温泉の活用・誘客 
（利用者数目標　100千人） 
 
※指定管理者の選定 
 
【R2⇒R3繰越明許】 
設備修繕：10,027千円 
改修事業：27,971千円

・施設の維持管理 
・あしがら温泉の活用・誘客 
（利用者数目標　110千人） 
 
 
※指定管理の開始

・施設の維持管理 
・あしがら温泉の活用・誘客 
（利用者数目標　110千人） 

- - -

- - -

道の駅地域振興センター管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・施設の維持管理
・土地借上

・道の駅「ふじおやま」の活用・誘客
（利用者数目標　618千人）

・施設の維持管理
・土地借上

・道の駅「ふじおやま」の活用・誘客
（利用者数目標　619千人）

・施設の維持管理 
・土地借上 
 
・道の駅「ふじおやま」の活用・誘客 
（利用者数目標　620千人）

67,982 5,000 5,000

道の駅観光交流センター管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・施設の維持管理

・道の駅「すばしり」の活用・誘客
（利用者数目標　345千人）

・施設の維持管理

・道の駅「すばしり」の活用・誘客
（利用者数目標　350千人）

・施設の維持管理

・道の駅「すばしり」の活用・誘客
（利用者数目標　355千人）

2,075 2,000 1,000

- - -

2,075 2,000 1,000

1,000 1,000 1,000

- - -

1,000 1,000 1,000

- - -

- - -

-

965 965 965

- - -

- - -

温泉供給事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・温泉供給事業 
・温泉ポンプ点検 
・設備の維持管理

・温泉供給事業 
・温泉ポンプ点検 
・設備の維持管理

・温泉供給事業 
・温泉ポンプ点検 
・設備の維持管理

965 965 965

- -
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施策No. 4-3 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-1-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-1-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-1-2-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・定例会の開催（月１回） 
・農地台帳保守等 
・農地パトロールの実施 
・農地利用状況調査及び農地利用意向調
査の実施 
・農地中間管理事業の推進 
・レッツゴーファーム支援 
・人・農地プランでの地元調整 
・部会勉強会（農業振興部会、農業政策
部会） 
・農業委員会だより発行 
・地元での農政に関わる意見・情報収集

・定例会の開催（月１回） 
・農地台帳保守等 
・農地パトロールの実施 
・農地利用状況調査及び農地利用意向調
査の実施 
・農地中間管理事業の推進 
・レッツゴーファーム支援 
・人・農地プランでの地元調整 
・部会勉強会（農業振興部会、農業政策
部会） 
・農業委員会だより発行 
・地元での農政に関わる意見・情報収集 

・定例会の開催（月１回） 
・農地台帳保守等 
・農地パトロールの実施 
・農地利用状況調査及び農地利用意向調
査の実施 
・農地中間管理事業の推進 
・レッツゴーファーム支援 
・人・農地プランでの地元調整 
・部会勉強会（農業振興部会、農業政策
部会） 
・農業委員会だより発行 
・地元での農政に関わる意見・情報収集

高付加価値で生産性の高い農業を推進し、農業の持続的な発展を目指します

（単位：千円）

- - -

127 127 127

4,339 4,339 4,339

6,156

農業委員会運営事業

1,690 1,690 1,690

第4章  活力あふれるまち 【産業・経済】

活力ある農業の振興と継承 農業

6,156 6,156

農業振興事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・農地中間管理事業により農地の集約化
を図るとともに､地区ごとに人・農地プ
ランの作成を進める。
・農業用機械購入補助の実施
・学校給食へ地場農産物の供給を進め､
地産地消を推進する。
・農作業体験により、消費者と生産者の
交流を図る。
・米コン本大会の開催。（11月27・28
日）
・中山間地域直接支払推進事業
・環境保全型直接支払交付金事業

【R2⇒R3 繰越明許】
・産地生産基盤ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業
(次世代型大規模施設園芸施設への支援:
ｻﾝﾌｧｰﾏｰｽﾞ)
(繰越明許費：458,836千円)
(国1/2、事業者1/2、町０)

・農地中間管理事業により農地の集約化
を図るとともに､地区ごとに人・農地プ
ランの作成を進める。
・農業用機械購入補助の実施
・学校給食へ地場農産物の供給を進め､
地産地消を推進する。
・農作業体験により、消費者と生産者の
交流を図る。
・中山間地域直接支払推進事業
・環境保全型直接支払交付金事業
・産地生産基盤ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業
（次世代型大規模施設園芸施設への支
援:ｻﾗﾀﾞﾎﾞｰﾙ472,500）
(国1/2、事業者1/2、町０)

・農地中間管理事業により農地の集約化
を図るとともに､地区ごとに人・農地プ
ランの作成を進める。
・農業用機械購入補助の実施
・学校給食へ地場農産物の供給を進め､
地産地消を推進する。
・農作業体験により、消費者と生産者の
交流を図る。
・中山間地域直接支払推進事業
・環境保全型直接支払交付金事業
・産地生産基盤ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業
（次世代型大規模施設園芸施設への支
援:ｻﾗﾀﾞﾎﾞｰﾙ472,500）
(国1/2、事業者1/2、町０)

7,189 479,689 479,689

- - -

- - -

8,470 8,470 8,470

15,659 488,159 488,159

有害鳥獣対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・猟友会及び鳥獣被害対策実施隊と連携
し有害鳥獣の捕獲や見回りを行う。 
・鳥獣被害に対する理解を深めるため、
勉強会を開催する。 
・電気柵等の補助を実施し、被害軽減を
推進する。 
・新規狩猟免許取得者への補助を実施
し、担い手の確保に努める。

・猟友会及び鳥獣被害対策実施隊と連携
し有害鳥獣の捕獲や見回りを行う。 
・鳥獣被害に対する理解を深めるため、
勉強会を開催する。 
・電気柵等の補助を実施し、被害軽減を
推進する。 
・新規狩猟免許取得者への補助を実施
し、担い手の確保に努める。

・猟友会及び鳥獣被害対策実施隊と連携
し有害鳥獣の捕獲や見回りを行う。 
・鳥獣被害に対する理解を深めるため、
勉強会を開催する。 
・電気柵等の補助を実施し、被害軽減を
推進する。 
・新規狩猟免許取得者への補助を実施
し、担い手の確保に努める。

4,396 4,396 4,396

- - -

- - -

1,864 1,864 1,864

6,260 6,260 6,260
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事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-1-2-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-1-2-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-1-2-6 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-1-3-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-1-3-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

（単位：千円）

経営所得安定対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・農業行政協力員や部農会の班長を対象
に制度の説明会を実施し、制度の周知徹
底を図る。
・これらの活動を通じて農家の申請手続
き等が円滑に行われるように支援する。

・農業行政協力員や部農会の班長を対象
に制度の説明会を実施し、制度の周知徹
底を図る。 
・これらの活動を通じて農家の申請手続
き等が円滑に行われるように支援する。

・農業行政協力員や部農会の班長を対象
に制度の説明会を実施し、制度の周知徹
底を図る。 
・これらの活動を通じて農家の申請手続
き等が円滑に行われるように支援する。

518 518 518

- - -

- - -

- - -

518 518 518

畜産事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・北駿畜産共進会の支援 
・死亡獣畜処理運搬事業支援 
・家畜予防接種事業支援 
・畜産クラスター事業

・北駿畜産共進会の支援 
・死亡獣畜処理運搬事業支援 
・家畜予防接種事業支援 
・畜産クラスター事業

・北駿畜産共進会の支援 
・死亡獣畜処理運搬事業支援 
・家畜予防接種事業支援 
・畜産クラスター事業

- - -

- - -

- - -

174 174 174

174 174 174

農村活性化センター管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・土地借上料 
・修繕の実施

・土地借上料 
・修繕の実施

・土地借上料 
・修繕の実施

- - -

- - -

- - -

1,190 1,190 1,190

1,190 1,190 1,190

土地改良事業総務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・県営事業特別賦課金
ため池整備、経営体育成基盤整備、中山
間総合整備、団体営農業基盤整備促進事
業
・農業用施設維持管理･修繕
・部農会原材料支給
・東富士演習場周辺土地改良事業費負担
金

・県営事業特別賦課金
ため池整備、経営体育成基盤整備、中山
間総合整備、団体営農業基盤整備促進事
業
・農業用施設維持管理･修繕
・部農会原材料支給
・東富士演習場周辺土地改良事業費負担
金

・県営事業特別賦課金
ため池整備、経営体育成基盤整備、中山
間総合整備、団体営農業基盤整備促進事
業
・農業用施設維持管理･修繕
・部農会原材料支給
・東富士演習場周辺土地改良事業費負担
金

- - -

- - -

- - -

7,090 7,090 7,090

7,090 7,090 7,090

土地改良施設維持管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・中島八重桐の池管理委託業務委託費
692千円 
・多面的機能支払制度 
上野ほか3地区

・中島八重桐の池管理委託業務委託費
692千円
・多面的機能支払制度
上野ほか
・八重桐の池給水管設置
C＝6,214千円
　（NEXCOからの受託）

・中島八重桐の池管理委託業務委託費
692千円 
・多面的機能支払制度 
上野ほか 

3,410 3,410 3,410

- - -

- 6,214 -

1,964 4,965 1,964

5,374 14,589 5,374
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事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-1-3-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-1-3-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-1-3-6 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-1-3-7 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

7,900 4,700 14,100

5,850 5,250 15,750

950 550 1,650

（単位：千円）

演習場周辺障害防止対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

【工事】
・佐野川下堰（沈砂池工）改修工事
　事業費
　9,000千円
【測量委託】２箇所
　6,000千円

【工事】
・用排水路改修工事事業費
　10,000千円
【測量委託】1箇所
　5,000千円

【工事】
・用排水路改修工事事業費
　10,000千円
【測量委託】1箇所
　5,000千円

15,000 15,000 15,000

- - -

- - -

2,039 2,039 2,039

17,039 17,039 17,039

中山間地域総合整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・足柄金時地区 
換地業務等 
C＝33,000千円×15％ 
・北郷南西部地区 
補完工事（用沢）、換地業務（用沢）等 
C＝45,000千円×15％ 
・棚頭、阿多野、一色、原向、桑木地区
（新規採択）調整事業　　 
事業実施 
C＝6,000千円×50％

・北郷南西部地区 
換地業務（用沢）等 
C＝20,000千円×15％ 
・棚頭、阿多野、一色、原向、桑木地区
（新規採択）　 
事業実施 
C＝50,000千円×15％

・北郷南西部地区 
換地業務（用沢）等 
C＝10,000千円×15％ 
・棚頭、阿多野、一色、原向、桑木地区
（新規採択）　 
事業実施 
C＝200,000千円×15％

14,700 10,500 31,500

町単独土地改良事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

令和3年度土地改良事業計画予定個所
・町単工事、測量設計

令和4年度土地改良事業計画予定個所
・町単工事、測量設計

令和５年度土地改良事業計画予定個所
・町単工事、測量設計

- - -

11,700 25,300 4,600

13,100 18,200 240

4,674 2,900 640

29,474 46,400 5,480

経営体育成基盤整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・高根西部・一色地区 
工事 
小山町負担金 
C＝29,122千円×10％ 
（地権者負担金は土地改良区が直接支
出） 
・アグリふじおやま地区 
ファームポンド、農道舗装等 
C＝131,000千円×20％

・高根西部・一色地区 
工事 
小山町負担金 
C＝100,000千円×10％ 
（地権者負担金は土地改良区が直接支
出） 
・アグリふじおやま地区 
農道舗装 
C＝182,000千円×20％

3,502 3,502 3,502

3,977 3,977 3,977

- - -

- - -

475 475 475

・高根西部・一色地区 
工事 
小山町負担金 
C＝50,000千円×10％ 
（地権者負担金は土地改良区が直接支
出） 
・アグリふじおやま地区 
換地業務 
C＝2,400千円×20％
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事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-1-2-7 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 10-1-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 10-1-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円) 2,140 2,140 2,140

490 490

800 800 800

300 300 300

農地災害復旧事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・農地災害復旧事業（頭出し） ・農地災害復旧事業（頭出し） ・農地災害復旧事業（頭出し）

- -

600 600 600

1,040 1,040 1,040

500 500 500

農業用施設災害復旧事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・農業用施設災害復旧事業（頭出し） ・農業用施設災害復旧事業（頭出し） ・農業用施設災害復旧事業（頭出し）

（単位：千円）

農村公園管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・農園利用区画数４２区画（目標） 
・パークゴルフ利用者数 
２０００人（目標） 
・芝生広場を活用したスポ・レクイベン
トの誘致、開催 
・BBQｶﾞｰﾃﾞﾝ利用者数 
２５００人（目標） 
・維持管理業務委託

・農園利用区画数４２区画（目標） 
・パークゴルフ利用者数 
２０００人（目標） 
・芝生広場を活用したスポ・レクイベン
トの誘致、開催 
・BBQｶﾞｰﾃﾞﾝ利用者数 
２５００人（目標） 
・維持管理業務委託

・農園利用区画数４２区画（目標） 
・パークゴルフ利用者数 
２０００人（目標） 
・芝生広場を活用したスポ・レクイベン
トの誘致、開催 
・BBQｶﾞｰﾃﾞﾝ利用者数 
２５００人（目標） 
・維持管理業務委託

- - -

- - -

1,824 1,824 1,824

1,990 1,990 1,990

400 400 400

490

-

6,074 6,074 6,074

7,898 7,898 7,898
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施策No. 4-4 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-2-1-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-2-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-2-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-2-2-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

具体的取組 
(内容)

- - -

-

13,357 9,000 4,500

具体的取組 
(内容)

- - -

9,387 12,000

林道維持管理事業

6,241 - -

12,000

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・町有林の整備 
・主伐再造林試験場の管理業務 
・森林経営計画策定支援 
・高性能林業機械導入補助

・町有林の整備 
・主伐再造林試験場の管理業務 
・森林経営計画策定支援 
・高性能林業機械導入補助

・町有林の整備 
・主伐再造林試験場の管理業務 
・森林経営計画策定支援 
・高性能林業機械導入補助

森林整備事業

7,188 8,000 8,000

22,816 20,000 20,000

9,440

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・林道修繕業務の実施
・林道管理委託
　林道8路線について、地元森林所有者
の団体に、林道の草刈や、側溝清掃を実
施する。
・林道補修用原材料支給

・林道修繕業務の実施
・林道管理委託
　林道8路線について、地元森林所有者
の団体に、林道の草刈や、側溝清掃を実
施する。
・林道補修用原材料支給

・林道修繕業務の実施
・林道管理委託
　林道8路線について、地元森林所有者
の団体に、林道の草刈や、側溝清掃を実
施する。
・林道補修用原材料支給

- - -

- -

1,500 1,500 1,500

1,500 1,500

3,520 3,520

20,000

令和3年度 令和4年度 令和5年度

- - -

-

1,500

具体的取組 
(内容)

- - -

21,000 20,000

・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。
　① 排水施設改良の実施
　　<林道中島線>
　　<林道竹之下金時線>
　　2路線の排水施設の改良
　② 林道拡幅の実施（県営事業）
　　<林道金時線>

・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。
　① 排水施設改良の実施
　　<林道中島線>
　　<林道竹之下金時線>
　　<林道生土不老山線>
　　3路線の排水施設の改良
　② 林道拡幅の実施（県営事業）
　　<林道金時線>
　③林道延伸の実施

・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。
　① 排水施設改良の実施
　　<林道中島線>
　　<林道竹之下金時線>
　　<林道生土不老山線>
　　3路線の排水施設の改良
　② 林道拡幅の実施（県営事業）
　　<林道金時線>
　③林道延伸の実施

林道整備事業

3,520

-

13,257 9,000 4,500

森林の適切な整備を通じて豊富な森林資源を循環利用し、林業の成長産業化を目指します

（単位：千円）

第4章  活力あふれるまち 【産業・経済】

適切な森林整備を通じた林業の活性化 林業

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・森林認証林の範囲拡大を推進するた
め、小山町内外の森林管理団体に参入を
促す。
・『富士山-金時材』の普及啓発
・林業事業体へ間伐施業の指導
・木質燃料ストーブ導入補助
・ナラ枯れ対策事業補助
・東京オリンピック・パラリンピック競
技大会のビレッジプラザに提供した『富
士山金時材』の回収と後利用の検討

・森林認証林の範囲拡大を推進するた
め、小山町内外の森林管理団体に参入を
促す。
・『富士山-金時材』の普及啓発
・林業事業体へ間伐施業の指導
・木質燃料ストーブ導入補助
・ナラ枯れ対策事業補助

・森林認証林の範囲拡大を推進するた
め、小山町内外の森林管理団体に参入を
促す。
・『富士山-金時材』の普及啓発
・林業事業体へ間伐施業の指導
・木質燃料ストーブ導入補助

林業総務事業

10,480 10,480

33,960 34,000 34,000

具体的取組 
(内容)

- - -

100
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事務事業名 担当課 農林課 予算科目 10-1-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

林道施設災害（頭出し）
【R2⇒R3 繰越明許】
・林道施設災害復旧事業
　7,300千円

林道施設災害（頭出し） 林道施設災害（頭出し）

2,540

- - -

640 640 640

1,000 1,000 1,000

900 900 900

（単位：千円）

林道施設災害復旧事業

具体的取組 
(内容)

2,540 2,540
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施策No. 4-5 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 6-2-3-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 6-2-3-3 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 地域振興課 予算科目 2-8-1-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 6-1-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

2,075 2,000 1,000

- - -

- - -

商店街の賑わいを創出し、中小企業の経営基盤を強化することで、商工業の振興を図ります

（単位：千円）

道の駅地域振興センター管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・施設の維持管理
・土地借上

・道の駅「ふじおやま」の活用・誘客
（利用者数目標　618千人）

・施設の維持管理
・土地借上

・道の駅「ふじおやま」の活用・誘客
（利用者数目標　619千人）

・施設の維持管理 
・土地借上 
 
・道の駅「ふじおやま」の活用・誘客 
（利用者数目標　620千人）

第4章  活力あふれるまち 【産業・経済】

賑わいと活気があふれる商工業の振興 商工業

- - -

- - -

道の駅観光交流センター管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・施設の維持管理

・道の駅「すばしり」の活用・誘客
（利用者数目標　345千人）

・施設の維持管理

・道の駅「すばしり」の活用・誘客
（利用者数目標　350千人）

・施設の維持管理

・道の駅「すばしり」の活用・誘客
（利用者数目標　355千人）

2,075 2,000 1,000

ふるさと振興事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・歳入見込み額：４億円 
・システム保守 
・指定に関する申出書提出 
・新しい返礼品の企画等 
・サイト広告を活用したＰＲ 
・ワンストップ特例申請通知書の送付

・歳入見込み額：4億円 
・システム保守 
・指定に関する申出書提出 
・新しい返礼品の企画等 
・サイト広告を活用したＰＲ 
・ワンストップ特例申請通知書の送付

・歳入見込み額：4億円 
・システム保守 
・指定に関する申出書提出 
・新しい返礼品の企画等 
・サイト広告を活用したＰＲ 
・ワンストップ特例申請通知書の送付

1,000 1,000 1,000

- - -

1,000 1,000 1,000

173,000 173,000 173,000

- - -

173,000 173,000 173,000

- - -

- - -

5,200 - -

9,663 10,000 10,000

- - -

- - -

商工業振興事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・商工会への助成、支援
・地域活性化対策助成金（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ商品
券・住宅ﾘﾌｫｰﾑ助成・金太郎夢まきま
す・ｷｬｯｼｭﾚｽ推進等）
・金太郎ベンチャーキッズ育成事業への
助成、支援
・商工会優良推奨品の認定･販路拡大
・農商工連携協議会への助成、支援
・小規模事業所訪問調査、支援策実施
・生産性向上設備導入計画の活用
・創業支援等事業計画の活用
【R2⇒R3 繰越明許】
・地域振興臨時給付金交付事業
　60,000千円

・商工会への助成、支援 
・金太郎ベンチャーキッズ育成事業への
助成、支援 
・住宅リフォーム助成事業への助成・支
援 
・商工会優良推奨品の認定･販路拡大 
・農商工連携協議会への助成、支援 
・小規模事業所訪問調査、支援策実施 
・生産性向上設備導入計画の活用 
・創業支援等事業計画の活用 

・商工会への助成、支援 
・金太郎ベンチャーキッズ育成事業への
助成、支援 
・住宅リフォーム助成事業への助成・支
援 
・商工会優良推奨品の認定･販路拡大 
・農商工連携協議会への助成、支援 
・小規模事業所訪問調査、支援策実施 
・生産性向上設備導入計画の活用 
・創業支援等事業計画の活用 

14,863 10,000 10,000
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事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 6-1-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 6-3-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 6-3-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

- - -

（単位：千円）

中小企業振興事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・静岡県信用保証協会負担金・支援
・小口資金利子補給交付金・支援
・新型コロナウイルス感染症対策融資に
対する利子補給金
・中小企業・小規模企業振興基本条例の
制定、計画の策定
（振興推進会議の実施）

・静岡県信用保証協会負担金・支援
・小口資金利子補給交付金・支援
・新型コロナウイルス感染症対策融資に
対する利子補給金
・中小企業・小規模事業振興推進会議の
実施

・静岡県信用保証協会負担金・支援
・小口資金利子補給交付金・支援
・新型コロナウイルス感染症対策融資に
対する利子補給金
・中小企業・小規模事業振興推進会議の
実施

勤労者支援事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・勤労者住宅建設資金貸付預託金・支援 
・駿東勤労者福祉サービスセンター負担
金・支援 
・北駿地区労働者福祉協議会助成金・支
援 
・御殿場小山建築業組合連合会助成金・
支援 
・技能功労者表彰

・駿東勤労者福祉サービスセンター負担
金・支援 
・北駿地区労働者福祉協議会助成金・支
援 
・御殿場小山建築業組合連合会助成金・
支援 
・技能功労者表彰

・駿東勤労者福祉サービスセンター負担
金・支援 
・北駿地区労働者福祉協議会助成金・支
援 
・御殿場小山建築業組合連合会助成金・
支援 
・技能功労者表彰

8,714 8,714 8,714

7,928 7,928 7,928

786 786 786

10,238 3,300 3,300

6,874 - -

3,364 3,300 3,300

- - -

- - -

1,000 - -

3,422 2,660 2,660

- - -

- - -

雇用対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・駿東地域職業能力開発協会負担金・支
援
・駿東地域商工労働行政推進協議会負担
金・支援

・駿東地域職業能力開発協会負担金・支
援
・駿東地域商工労働行政推進協議会負担
金・支援

・駿東地域職業能力開発協会負担金・支
援
・駿東地域商工労働行政推進協議会負担
金・支援

4,422 2,660 2,660
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施策No. 4-6 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 人口政策推進室 予算科目 2-7-3-5 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 人口政策推進室 予算科目 2-7-3-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 人口政策推進室 予算科目 2-7-3-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 人口政策推進室 予算科目 宅地造成事業特別会計 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

- - -

小山町の魅力と新しいライフスタイルを発信し、移住定住の促進を図ることを目的とします

（単位：千円）

空家対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・各地区区長、住民等から空家に対する
情報収集及び現地調査を実施 
・不動産バンク活用による空家等の有効
活用 
・空家等対策協議会開催 
・特定空家の認定 
・危険空家解体補助金の継続 
　※限度額30万円

・各地区区長、住民等から空家に対する
情報収集及び現地調査を実施 
・不動産バンク活用による空家等の有効
活用 
・空家等対策協議会開催 
・特定空家の認定 
・危険空家解体補助金の継続 
　※限度額30万円

・各地区区長、住民等から空家に対する
情報収集及び現地調査を実施 
・不動産バンク活用による空家等の有効
活用 
・空家等対策協議会開催 
・特定空家の認定 
・危険空家解体補助金の継続 
　※限度額30万円

第4章  活力あふれるまち 【産業・経済】

地域特性を活かした移住定住の促進 移住定住

定住促進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・個人住宅取得資金利子補給金（R5年度
まで） 
・移住・就業支援事業 
・イベント等出展料 
・松田町営駐車場使用料

・個人住宅取得資金利子補給金（R5年度
まで） 
・移住・就業支援事業 
・イベント等出展料 
・松田町営駐車場使用料

・個人住宅取得資金利子補給金（R5年度
まで） 
・移住・就業支援事業 
・イベント等出展料 
・松田町営駐車場使用料

1,071 1,071 1,071

- - -

1,071 1,071 1,071

12,652 12,652 12,652

10,252 10,252 10,252

- - -

2,400 2,400 2,400

- - -

4,731 1,000 1,000

- 3,731 3,731

1,623 1,623 1,623

- - -

結婚支援事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5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、婚シェル
ジュ養成講座実施 
・成婚記念品の贈呈 
・結婚祝金支給 
・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、婚シェル
ジュ養成講座実施 
・成婚記念品の贈呈 
・結婚祝金支給 
・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、婚シェル
ジュ養成講座実施 
・成婚記念品の贈呈 
・結婚祝金支給 
・結婚新生活支援補助金

- - -

- - -

宅地造成事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・大胡田分譲地の分譲開始 
・宮ノ台分譲地の完売 
・地方債償還 
　　　　　75,000千円 
 
【R2⇒R3 繰越明許】 
・大胡田地区宅地整備事業 
　26,730千円

・大胡田分譲地の完売 
・一般会計に繰入れを行い宅地造成事業
の終了

6,354 6,354 6,354

75,000 - -

- - -

75,000 - -

45



事務事業名 担当課 人口政策推進室 予算科目 2-7-3-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 商工観光課 予算科目 6-2-1-4 再掲 〇

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 フロンティア推進課 予算科目 6-3-1-4 再掲 〇

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

（単位：千円）

少子化対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・おやまライフサポート事業補助金（遠
距離通学者交通費助成、奨学金制度利用
者への定住支援助成、ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ･ﾍﾞﾋﾞｰ
ｶｰ･おむつ･ﾐﾙｸ等必需品購入費助成な
ど）

・おやまライフサポート事業補助金（遠
距離通学者交通費助成、奨学金制度利用
者への定住支援助成、ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ･ﾍﾞﾋﾞｰ
ｶｰ･おむつ･ﾐﾙｸ等必需品購入費助成な
ど）

・おやまライフサポート事業補助金（遠
距離通学者交通費助成、奨学金制度利用
者への定住支援助成、ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ･ﾍﾞﾋﾞｰ
ｶｰ･おむつ･ﾐﾙｸ等必需品購入費助成な
ど）

2,759 2,759 2,759

1,380 1,380 1,380

- - -

1,379 1,379 1,379

- - -

7,500 7,500 7,500

- - -

- - -

- - -

新たな働き方推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・テレワーク環境整備備品購入費 
・サテライトオフィス設置支援補助金

・テレワーク環境整備備品購入費 
・サテライトオフィス設置支援補助金

・テレワーク環境整備備品購入費 
・サテライトオフィス設置支援補助金

3,218 3,218 3,218

18,235 18,235 18,235

7,500 7,500 7,500

交流人口拡大事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・各種自転車イベントの開催、拡大
・サイクリストの聖地づくり事業の推進
・モータースポーツの推進
・首都圏等のイベントを活用した観光Ｐ
Ｒ
・表富士観光キャラバンによる広域観光
PR
・ゴルフ場の利用促進
・観光地ワーケーション受入促進事業

・各種自転車イベントの開催、拡大
・サイクリストの聖地づくり事業の推進
・モータースポーツの推進
・首都圏等のイベントを活用した観光Ｐ
Ｒ
・表富士観光キャラバンによる広域観光
PR
・ゴルフ場の利用促進
・観光地ワーケーション受入促進事業

・各種自転車イベントの開催、拡大
・サイクリストの聖地づくり事業の推進
・モータースポーツの推進
・首都圏等のイベントを活用した観光Ｐ
Ｒ
・表富士観光キャラバンによる広域観光
PR
・ゴルフ場の利用促進
・観光地ワーケーション受入促進事業

- - -

- - -

15,017 15,017 15,017
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施策No. 5-1 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 4-2-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 4-2-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 4-2-2-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

- - -

環境保全事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5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。
・アースキッズチャレンジ事業による町
内小学生を対象としたCo2削減などの環
境学習を実施する。

・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。
・アースキッズチャレンジ事業による町
内小学生を対象としたCo2削減などの環
境学習を実施する。

・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。
・アースキッズチャレンジ事業による町
内小学生を対象としたCo2削減などの環
境学習を実施する。
・第２次環境基本計画の策定

富士山をはじめとする豊かな自然環境を保全し、後世に引き継いでいくことを目的とします

（単位：千円）

第5章  富士山と共に生きるまち 【環境】

恵まれた環境の保全 富士山・環境保全・環境美化

環境美化事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・春、秋及び東京オリンピック開催前の
一斉清掃やクリーンアップ事業を実施す
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。 
・地域猫活動の推進。（飼い主のいない
猫の不妊・去勢手術等）

・春、秋の一斉清掃やクリーンアップ事
業を実施する。 
・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。 
・地域猫活動の推進。（飼い主のいない
猫の不妊・去勢手術等）

・春、秋の一斉清掃やクリーンアップ事
業を実施する。 
・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。 
・地域猫活動の推進。（飼い主のいない
猫の不妊・去勢手術等）

1,602 1,602 4,602

- - -

1,602 1,602 4,602

940 940 940

100 100 100

840 840 840

- - -

- - -

- - -

3,429 3,429 3,429

- - -

- - -

公害対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・河川水質測定を実施
　主要３河川(須川、馬伏川、
　　　　　　 佐野川×２) 計４箇所
　支流河川30箇所
　鮎沢川２箇所
　足柄上堰１箇所
・特定事業場水質測定を実施
　特定事業場18箇所
・工業排水路水質検査を実施
　工業排水路３箇所
・湧水・井戸等水質調査を実施
　菅沼地区湧水等３箇所
・地下水水質測定を実施
　菅沼・湯船地区井戸等５箇所

・河川水質測定を実施
　主要３河川(須川、馬伏川、
　　　　　　 佐野川×２) 計４箇所
　支流河川30箇所
　鮎沢川２箇所
　足柄上堰１箇所
・特定事業場水質測定を実施
　特定事業場18箇所
・工業排水路水質検査を実施
　工業排水路３箇所
・湧水・井戸等水質調査を実施
　菅沼地区湧水等３箇所
・地下水水質測定を実施
　菅沼・湯船地区井戸等５箇所

・河川水質測定を実施
　主要３河川(須川、馬伏川、
　　　　　　 佐野川×２) 計４箇所
　支流河川30箇所
　鮎沢川２箇所
　足柄上堰１箇所
・特定事業場水質測定を実施
　特定事業場18箇所
・工業排水路水質検査を実施
　工業排水路３箇所
・湧水・井戸等水質調査を実施
　菅沼地区湧水等３箇所
・地下水水質測定を実施
　菅沼・湯船地区井戸等５箇所

3,429 3,429 3,429
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施策No. 5-2 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 フロンティア推進課 予算科目 木質バイオマス発電事業特別会計 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-2-1-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 4-2-1-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

- - -

地球の自然生態系を守るために、地球温暖化対策を推進することを目的とします

（単位：千円）

木質バイオマス発電事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・施設運営委託 
・起債償還 
　11,632千円 
・復旧工事 
・試運転開始　・暫定稼働 
・熱供給先の検討 
・資金不足等解消計画の策定 

・施設運営委託 
・起債償還 
　11,632千円 
・暫定稼働（今後の検討） 
・熱供給整備工事

・施設運営委託 
・起債償還 
　11,632千円 
・本稼働 
・熱供給開始

第5章  富士山と共に生きるまち 【環境】

地球温暖化対策の推進 地球温暖化対策

林業総務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・森林認証林の範囲拡大を推進するた
め、小山町内外の森林管理団体に参入を
促す。
・『富士山-金時材』の普及啓発
・林業事業体へ間伐施業の指導
・木質燃料ストーブ導入補助
・ナラ枯れ対策事業補助
・東京オリンピック・パラリンピック競
技大会のビレッジプラザに提供した『富
士山金時材』の回収と後利用の検討

・森林認証林の範囲拡大を推進するた
め、小山町内外の森林管理団体に参入を
促す。
・『富士山-金時材』の普及啓発
・林業事業体へ間伐施業の指導
・木質燃料ストーブ導入補助
・ナラ枯れ対策事業補助

・森林認証林の範囲拡大を推進するた
め、小山町内外の森林管理団体に参入を
促す。
・『富士山-金時材』の普及啓発
・林業事業体へ間伐施業の指導
・木質燃料ストーブ導入補助

26,754 52,650 66,669

26,754 52,650 66,669

- - -

13,357 9,000 4,500

100 - -

13,257 9,000 4,500

- - -

- - -

- - -

1,500 1,500 1,500

- - -

- - -

太陽エネルギー利用設備設置推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・個人住宅の太陽光発電システム及び太
陽熱利用システムの設置に補助金交付 
・平成22年度から継続実施 
 
補助金額（1件あたり） 
太陽光発電システム50千円 
太陽熱利用システム25千円

・個人住宅の太陽光発電システム及び太
陽熱利用システムの設置に補助金交付 
・平成22年度から継続実施 
 
補助金額（1件あたり） 
太陽光発電システム50千円 
太陽熱利用システム25千円

・個人住宅の太陽光発電システム及び太
陽熱利用システムの設置に補助金交付 
・平成22年度から継続実施 
 
補助金額（1件あたり） 
太陽光発電システム50千円 
太陽熱利用システム25千円

1,500 1,500 1,500
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施策No. 5-3 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 4-2-1-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 4-3-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 4-3-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

- - -

ごみの減量化や資源化を図り、持続可能な循環型社会を構築することを目的とします

（単位：千円）

ごみ減量・リサイクル推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5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。
・町内の公共施設（６ヶ所）での古着回
収を実施する。
・町内不法投棄回収事業を実施する。

・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。
・町内の公共施設（６ヶ所）での古着回
収を実施する。
・町内不法投棄回収事業を実施する。

・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。
・町内の公共施設（６ヶ所）での古着回
収を実施する。
・町内不法投棄回収事業を実施する。

第5章  富士山と共に生きるまち 【環境】

資源循環型社会の構築 ごみ・環境衛生・食品ロス

塵芥収集事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・一般家庭が排出する一般廃棄物（生活
ごみ）の収集

・一般家庭が排出する一般廃棄物（生活
ごみ）の収集

・一般家庭が排出する一般廃棄物（生活
ごみ）の収集

3,373 3,373 3,373

- - -

3,373 3,373 3,373

62,864 62,864 62,864

115 5 115

62,749 62,859 62,749

- - -

- - -

484 484 484

15,351 15,351 15,351

- - -

- - -

塵芥処理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・再資源化センターを利用し、一般廃棄
物（可燃ごみ以外）の再資源化を進める
など適正処理に努める。

・再資源化センターを利用し、一般廃棄
物（可燃ごみ以外）の再資源化を進める
など適正処理に努める。

・再資源化センターを利用し、一般廃棄
物（可燃ごみ以外）の再資源化を進める
など適正処理に努める。

15,835 15,835 15,835

49



施策No. 5-4 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 4-2-2-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 企画政策課 予算科目 ０予算事業 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 生涯学習課 予算科目 ０予算事業 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

- - -

貴重な財産である水資源を保全し、適切に活用することを目的とします

（単位：千円）

公害対策事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・河川水質測定を実施
　主要３河川(須川、馬伏川、
　　　　　　 佐野川×２) 計４箇所
　支流河川30箇所
　鮎沢川２箇所
　足柄上堰１箇所
・特定事業場水質測定を実施
　特定事業場18箇所
・工業排水路水質検査を実施
　工業排水路３箇所
・湧水・井戸等水質調査を実施
　菅沼地区湧水等３箇所
・地下水水質測定を実施
　菅沼・湯船地区井戸等５箇所

・河川水質測定を実施
　主要３河川(須川、馬伏川、
　　　　　　 佐野川×２) 計４箇所
　支流河川30箇所
　鮎沢川２箇所
　足柄上堰１箇所
・特定事業場水質測定を実施
　特定事業場18箇所
・工業排水路水質検査を実施
　工業排水路３箇所
・湧水・井戸等水質調査を実施
　菅沼地区湧水等３箇所
・地下水水質測定を実施
　菅沼・湯船地区井戸等５箇所

・河川水質測定を実施
　主要３河川(須川、馬伏川、
　　　　　　 佐野川×２) 計４箇所
　支流河川30箇所
　鮎沢川２箇所
　足柄上堰１箇所
・特定事業場水質測定を実施
　特定事業場18箇所
・工業排水路水質検査を実施
　工業排水路３箇所
・湧水・井戸等水質調査を実施
　菅沼地区湧水等３箇所
・地下水水質測定を実施
　菅沼・湯船地区井戸等５箇所

第5章  富士山と共に生きるまち 【環境】

清らかで豊かな水資源の保全と活用 水資源・水辺

地下水保全事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・小山町土地利用指導要綱に基づく指
導、助言 
・地下水位計測（毎月実施） 
・湧水量の定期観測（年２回） 
・町内事業所の揚水量調査

小山町土地利用指導要綱に基づく指導、
助言 
・地下水位計測（毎月実施） 
・湧水量の定期観測（年２回） 
・町内事業所の揚水量調査

小山町土地利用指導要綱に基づく指導、
助言 
・地下水位計測（毎月実施） 
・湧水量の定期観測（年２回） 
・町内事業所の揚水量調査

3,429 3,429 3,429

- - -

3,429 3,429 3,429

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

ホタルの里づくり事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・「ホタルの里」の維持管理。 
・ホタル観賞会の実施 
・先進地の視察 
・他団体との連携 
・ヘイケボタルを放流 
 
※事業費については、綱山五徳会から
「小山町ホタル保存会」へ10万円の助成
を受けて実施。

・「ホタルの里」の維持管理。 
・ホタル観賞会の実施 
・先進地の視察 
・他団体との連携 
・ヘイケボタルを放流 
 
※事業費については、綱山五徳会から
「小山町ホタル保存会」へ10万円の助成
を受けて実施。

・「ホタルの里」の維持管理。 
・ホタル観賞会の実施 
・先進地の視察 
・他団体との連携 
・ヘイケボタルを放流 
 
※事業費については、綱山五徳会から
「小山町ホタル保存会」へ10万円の助成
を受けて実施。

- - -
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施策No. 6-1 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 企画政策課 予算科目 2-7-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

- - -

持続可能なインフラとしての地域公共交通ネットワークサービスの形成を目的とします

（単位：千円）

地域公共交通活性化事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・小山町地域公共交通計画 事業実施
・コミュニティバスの運行（周知・利用
促進策の徹底、見直し等）
・新東名高速バス停設置（設置協議会開
催、設置計画書策定等）
・御殿場線利活用推進協議会による要望
活動

・小山町地域公共交通計画 事業実施
・コミュニティバスの運行（周知・利用
促進策の徹底、見直し等）
・新東名高速バス停設置（整備計画変更
手続き、バス停設置工事等）
　※事業費はバス事業者負担、
　　町は事務局的位置付け
・御殿場線利活用推進協議会による要望
活動

・小山町地域公共交通計画 事業実施
・コミュニティバスの運行（周知・利用
促進策の徹底、見直し等）
・新東名高速バス停設置（バス停設置工
事、２次交通検討等）
　※事業費はバス事業者負担、
　　町は事務局的位置付け
・御殿場線利活用推進協議会による要望
活動

第6章  便利で快適なまち 【都市計画・都市基盤】

公共交通の維持・活性化 公共交通

81,496 81,000 81,000

77,429 77,000 77,000

4,067 4,000 4,000
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施策No. 6-2 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 上下水道課 予算科目 水道事業会計 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 上下水道課 予算科目 下水道事業特別会計 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 4-2-1-6 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 7-4-4-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・水源施設の機械・電気設備交換工事を
実施(向方水源ポンプ) 
・配水池築造工事及び配水管布設工事を
実施 
(配水池築造：須走低区配水池(8条)) 
(配水管布設：耐震化率27％目標) 
・新東名側道配水管布設工事、切り回し
工事を実施 
・老朽管及び老朽施設更新事業の実施(9
条)

・水源施設の機械・電気設備交換工事を
実施(新柴水源ポンプ) 
・配水池築造工事及び配水管布設工事を
実施 
(配水池築造：須走低区配水池(8条)) 
(配水管布設：耐震化率28％目標) 
・老朽管及び老朽施設更新事業の実施(9
条) 
・新東名側道配水管布設工事、切り回し
工事を実施

・水源施設の機械・電気設備交換工事を
実施(用沢第１水源ポンプ) 
・配水池築造工事及び配水管布設工事を
実施 
(配水池築造：原向減圧槽(8条)) 
(配水管布設：耐震化率29％目標) 
・新東名側道配水管布設工事、切り回し
工事を実施 
・老朽管及び老朽施設更新事業の実施(9
条)

（単位：千円）

上・下水道

浄化槽設置推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

- - -

1,282 - -

34,286 24,250 19,240

28,400 20,750 17,560

・合併処理浄化槽を設置する個人から補
助金申請を受付、設置後の完了検査によ
り適正であることを確認し、補助金を交
付する。
補助金額（上限）
　5人槽：332千円
　7人槽：414千円
 10人槽：548千円
財　源
　国：1/3
　県：新設は国の36％
　　　転換は国の40％
　町：54.1％

・合併処理浄化槽を設置する個人から補
助金申請を受付、設置後の完了検査によ
り適正であることを確認し、補助金を交
付する。
補助金額（上限）
　5人槽：332千円
　7人槽：414千円
 10人槽：548千円
財　源
　国：1/3
　県：新設は国の36％
　　　転換は国の40％
　町：54.1％

・合併処理浄化槽を設置する個人から補
助金申請を受付、設置後の完了検査によ
り適正であることを確認し、補助金を交
付する。
補助金額（上限）
　5人槽：332千円
　7人槽：414千円
 10人槽：548千円
財　源
　国：1/3
　県：新設は国の36％
　　　転換は国の40％
　町：54.1％

8,141 8,141 8,141

- - -

-

93,934 94,000

- - -

- - -

- - -

93,934 94,000 94,000

令和3年度 令和4年度 令和5年度

下水道事業特別会計繰出金 下水道事業特別会計繰出金 下水道事業特別会計繰出金

94,000

公共下水道事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・ストックマネジメント計画に基づく設
備工事（社交金）
　電気設備
　（監視制御装置）
・ストックマネジメント計画、実施方
針、管路施設点検・調査詳細計画策定
（社交金）
・ストックマネジメント計画に基づく調
査・点検、実施設計等
・マンホールポンプオーバーホールの実
施

・ストックマネジメント計画に基づく設
備工事（社交金）
　電気設備
　（No.2-1,No.2-2曝気装置VVVF盤、
No.1脱水機汚泥供給量計/No.1薬品供給
量計、薬品溶融タンク液位計）
・ストックマネジメント計画に基づく調
査・点検、実施設計等
・ストックマネジメント計画に基づくマ
ンホールポンプの更新工事

・ストックマネジメント計画に基づく設
備工事（社交金）
　電気設備
　（No.2返送汚泥流量計、No.2ディッチ
溶存酸素計、No.2返送汚泥濃度計)
・ストックマネジメント計画に基づく調
査・点検、実施設計等
・ストックマネジメント計画に基づくマ
ンホールポンプの更新工事
・ストックマネジメント計画第２期計画
策定

良質な水の安定供給と、適切な下水処理による水質浄化を図ることを目的とします

第6章  便利で快適なまち 【都市計画・都市基盤】

安全な水の安定供給と適切な下水処理

20,000 50,000 50,000

123,604 79,653 67,444

157,442 264,884 86,000

79,500

380,546 548,237 249,444

- -

9,866 9,866 9,866

18,007 18,007 18,007

下水道事業特別会計繰出金

具体的取組 
(内容)

63,968 45,000 36,800

153,700 46,000

上水道資本的事業
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施策No. 6-3 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 建設課 予算科目 7-1-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 建設課 予算科目 7-1-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 建設課 予算科目 7-2-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 建設課 予算科目 7-2-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 建設課 予算科目 7-2-2-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

7,097 7,097 7,097

- - -

- - -

土木総務事業

快適な道路ネットワークを形成することを目的とします

（単位：千円）

第6章  便利で快適なまち 【都市計画・都市基盤】

安全で快適な道路網の整備 道路網

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・各システム使用料 
・各負担金 
・公用車管理 
・土木工事図面データベース化業務委託

・各システム使用料 
・各負担金 
・公用車管理 
・土木工事図面データベース化業務委託

・各システム使用料 
・各負担金 
・公用車管理 
・土木工事図面データベース化業務委託

- - -

- - -

公共用地測量登記事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・公共用地取得に伴う、地権者との境界
立会い　 
・公共用地測量委託（分筆等） 
・公共嘱託登記（寄附、売買による所有
権移転登記） 
・公共事業用地取得単価の算定に使用す
る、町内不動産鑑定評価の時点修正

・公共用地取得に伴う、地権者との境界
立会い　 
・公共用地測量委託（分筆等） 
・公共嘱託登記（寄附、売買による所有
権移転登記） 
・公共事業用地取得単価の算定に使用す
る、町内不動産鑑定評価の時点修正

・公共用地取得に伴う、地権者との境界
立会い　 
・公共用地測量委託（分筆等） 
・公共嘱託登記（寄附、売買による所有
権移転登記） 
・公共事業用地取得単価の算定に使用す
る、町内不動産鑑定評価の時点修正

7,097 7,097 7,097

道路橋梁総務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・安全な道路施設の維持管理 
・街路灯の維持管理 
・街路灯修繕（LED） 
・公用作業車の定期整備 
・道路台帳整備 
・県営事業負担金

・安全な道路施設の維持管理 
・街路灯の維持管理 
・街路灯修繕（LED） 
・公用作業車の定期整備 
・道路台帳整備 
・県営事業負担金

・安全な道路施設の維持管理 
・街路灯の維持管理 
・街路灯修繕（LED） 
・公用作業車の定期整備 
・道路台帳整備 
・県営事業負担金

1,431 1,431 1,431

- - -

1,431 1,431 1,431

21,971 21,971 21,971

10,632 10,632 10,632

11,339 11,339 11,339

- - -

- - -

360 360 360

11,058 11,058 11,058

- - -

- - -

町道維持管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

【安心安全な道路・橋梁の維持管理】
・道路パトロールによる補修箇所の早期
発見、早期対応
・町道の補修工事等による健全度の向上
・町道の凍結防止剤散布及び除雪作業
（冬期時）
・町道等の除草業務
・オリ・パラ対策用町道除草業務

【安心安全な道路・橋梁の維持管理】 
・道路パトロールによる補修箇所の早期
発見、早期対応 
・町道の補修工事等による健全度の向上 
・町道の凍結防止剤散布及び除雪作業
（冬期時） 
・町道等の除草業務

【安心安全な道路・橋梁の維持管理】 
・道路パトロールによる補修箇所の早期
発見、早期対応 
・町道の補修工事等による健全度の向上 
・町道の凍結防止剤散布及び除雪作業
（冬期時） 
・町道等の除草業務

- - -

- - -

公共施設地区対応事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

要望に対しその内容を精査し、緊急性と
優先度の高いものから順次実施する。

要望に対しその内容を精査し、緊急性と
優先度の高いものから順次実施する。

要望に対しその内容を精査し、緊急性と
優先度の高いものから順次実施する。

11,418 11,418 11,418

42,500 42,500 42,500

42,500 - -

- 42,500 42,500
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事務事業名 担当課 建設課 予算科目 7-2-3-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 建設課 予算科目 7-2-4-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 建設課 予算科目 7-2-4-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

（単位：千円）

町道整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5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。

・1017号線道路舗装補修（生土）
・上野大御神線移転補償費
【防衛９条事案】
・原向本線舗装補修工事（原向）
・小山犬の平線舗装補修工事（小山）

【R2⇒R3繰越明許】
・小山白岩線他１路線設計･地質調査業
務委託、町道1626号線道路改良舗装工事
　50,020千円

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。

・3292号線改良舗装工事（吉久保）
・一色中日向線交差点改良工事（用沢）
【防衛９条事案】
・小山犬の平線舗装補修工事（小山）
・3496号線外１舗装補修工事（一色）

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。

・1288号線待避所設置工事（南藤曲）
・2362号線改良舗装工事（桑木）
【防衛９条事案】
・3496号線外１舗装補修工事（一色）外

225,968 50,000 50,000

174,319 10,000 10,000

5,749 6,000 6,000

45,900 34,000 34,000

- - -

14,200 - -

281 2,500 10,000

91,500 25,000 100,000

82,300 22,500 90,000

公共道路整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

主要町道の拡幅等整備事業を継続実施す
る。

・用沢大御神線改良舗装工事（用沢）

【R2⇒R3繰越明許】
・用沢大御神線及び大胡田用沢線の物件
補償･道路改良舗装工事他
　206,436千円

主要町道の拡幅等整備事業を継続実施す
る。 
 
・足柄三保線測量設計（菅沼）

主要町道の拡幅等整備事業を継続実施す
る。 
 
・足柄三保線用地買収・物件補償（菅
沼）

6,600 130,900 43,450

4,800 97,000 32,600

新東名関連町道整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・中日本高速道路㈱への委託事業（3975
号線新設及び3628号線付替工事）を継続
実施する。 
・小山SICアクセス道路(3628号線)整備
工事を継続実施する。

・中日本高速道路㈱への委託事業（3975
号線新設及び3628号線付替工事）を継続
実施する。 
・小山SICアクセス道路(3628号線)整備
工事を継続実施する。

・中日本高速道路㈱への委託事業（3975
号線新設及び3628号線付替工事）を継続
実施する。 
・小山SICアクセス道路(3628号線)整備
工事を継続実施する。

188,281 50,000 200,000

17,997 238,700 79,700

- - -

6,597 10,800 3,650
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事務事業名 担当課 建設課 予算科目 7-2-4-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 建設課 予算科目 7-2-4-6 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 建設課 予算科目 7-2-6-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 フロンティア推進課 予算科目 7-2-3-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 フロンティア推進課 予算科目 7-2-4-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

（単位：千円）

道路構造物長寿命化事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

〇道路構造物修繕
・橋梁補修工事(3橋)
中西沢橋他2橋
・舗装補修工事
一色大胡田線外1路線
・法面・擁壁補修工事
小山犬の平線外1路線
・橋梁補修設計(6橋)
用澤原橋外5橋
・舗装補修実施設計
足柄三保線外1路線
・法面・擁壁補修実施設計
小山白岩線外2路線
〇道路構造物点検
・橋梁定期点検:43橋(5ヵ年周期2期目)
・判定Ⅳ橋梁改修工事（3橋）
【R2⇒R3繰越明許】
・坪入橋他4橋の橋梁補修工事:99,080千
円

〇道路構造物修繕
・橋梁補修工事(3橋)
用澤原橋、無名橋2
・舗装補修工事
足柄三保線外1路線
・法面・擁壁補修工事
小山白岩線外2路線
・橋梁補修設計(6橋)
柳橋外5橋
・舗装補修実施設計
小山白岩線外2路線
・法面・擁壁補修実施設計
文京通り線外4路線
〇道路構造物点検
・橋梁定期点検:43橋(5ヵ年周期2期目)

〇道路構造物修繕
・橋梁補修工事(3橋)
大久保橋、無名橋2
・舗装補修工事
小山白岩線外2路線
・法面・擁壁補修工事
文京通り線外4路線
・橋梁補修設計(5橋)
和手橋外4橋
・舗装補修実施設計
足柄三保線
〇道路構造物点検
・橋梁定期点検:15橋(5ヵ年周期2期目・
一部3期目)

166,918 160,000 160,000

20,000 19,000 19,000

1,118 1,000 1,000

81,900 80,000 80,000

63,900 60,000 60,000

- 91,588 76,669

- - -

- 27,476 23,001

- - -

260,000 240,000 156,250

- - -

- - -

足柄ＳＡ周辺地区開発道路整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・町道2416号線道路改良工事
 C=200,000千円(社会資本整備総合交付
金:補助率50％)
・橋梁整備工事 C=60,000千円

・道路改良工事
 C=240,000千円(社会資本整備総合交付
金:補助率50％)
・橋梁整備工事

・舗装工事
 C=156,250千円(社会資本整備総合交付
金:補助率50％)

15,000 -

- - -

無電柱化整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

【R2⇒R3繰越明許】
　事業費202,000千円

・富士学校線電線共同溝設置工事 
・富士学校線電線共同溝設備工事委託

・富士学校線電線共同溝引込設備工事
（負担金）

令和5年度

町道の改良及び舗装工事を実施し改善に
努める。
・上野大御神線(その３)区間の用地買収
及び物件補償

町道の改良及び舗装工事を実施し改善に
努める。
・上野大御神線(その３)区間の改良舗装
工事

- 30,000 10,000

- - -

- 15,000 10,000

-

- - -

- - -

- 64,112 53,668

- - -

防衛施設道路整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度

- - -

100,000 120,000 78,000

- - -

160,000 120,000 78,250

工業団地アクセス道路整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

【R2⇒R3 繰越明許】
・工業団地アクセス道路整備事業費
　49,114千円

・町道3099号線供用開始
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施策No. 6-4 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 建設課 予算科目 7-1-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 都市整備課 予算科目 7-4-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 都市整備課 予算科目 7-4-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 都市整備課 予算科目 7-4-2-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

- - -

都市計画道路整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

【R2⇒R3 繰越明許】
・都市計画道路整備事業
　5,334千円

- - -

- - -

- - -

地域の特性を活かし、計画的で効率的な土地利用へ誘導することを目的とします

第6章  便利で快適なまち 【都市計画・都市基盤】

活力ある土地利用の推進 土地利用

- - -

- - -

（単位：千円）

地籍調査事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・地籍測量調査業務
　一色その２(再国調)6ha
・地籍調査成果を法務局へ送り込み
　小山その１～その３
　用沢その１、その２
・会計年度任用職員報酬等

・地籍調査成果を法務局へ送り込み
　一色その１、その２

・地籍調査業務
　小山その４（再国調）
　事業計画の策定

計画調査総務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・窓口事務 
・各種負担金

・窓口事務 
・各種負担金

・窓口事務 
・各種負担金

6,042 4,000 4,000

180 180 180

5,862 3,820 3,820

1,639 1,600 1,600

831 800 800

808 800 800

- - -

- - -

4,796 4,796 1,000

- - -

4,796 4,796 1,000

- - -

- - -

都市計画事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・都市計画審議会の開催 
・都市計画マスタープランに沿った都市
計画事業等の推進 
・湯船原地区（新産業集積エリア）の地
区計画の決定 
・用途地域の変更の調査、検討 
・都市計画図書電子化 

・都市計画審議会の開催 
・都市計画マスタープランに沿った都市
計画事業等の推進 
・湯船原地区（上野工業団地）の地区計
画の決定 
・用途地域の変更 
・都市計画図書電子化

・都市計画審議会の開催 
・都市計画マスタープランに沿った都市
計画事業等の推進 
・都市計画図書電子化
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施策No. 6-5 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 都市整備課 予算科目 7-4-2-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 都市整備課 予算科目 7-5-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 都市整備課 予算科目 7-5-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 都市整備課 予算科目 7-5-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

- - -

人と自然が調和した美しい街並みと良好な住まいを確保することを目的とします

（単位：千円）

景観形成推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・景観審議会を随時開催する。
・各協議会等に参画する。
・行為の届出について審査を行う。
・公共施設景観形成ガイドライン策定調
査の実施。

・景観審議会を随時開催する。
・各協議会等に参画する。
・行為の届出について審査を行う。
・公共施設景観形成ガイドライン策定調
査の実施。

・景観審議会を随時開催する。
・各協議会等に参画する。
・行為の届出について審査を行う。
・公共施設景観形成ガイドライン策定調
査の実施。

第6章  便利で快適なまち 【都市計画・都市基盤】

良好な景観の形成と住環境の整備 景観・住環境

町営住宅維持管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・湯船団地一部解体
・湯船団地移転交渉
・南藤曲団地改修 １棟
・町営住宅への入居者及び小規模修繕等
について静岡県住宅供給公社へ管理委託

・湯船団地一部解体
・湯船団地移転交渉
・向方団地移転交渉
・長寿命化計画策定
・町営住宅への入居者及び小規模修繕等
について静岡県住宅供給公社へ管理委託

・湯船団地一部解体
・向方団地移転交渉
・南藤曲団地改修 １棟
・町営住宅への入居者及び小規模修繕等
について静岡県住宅供給公社へ管理委託

162 162 162

- - -

162 162 162

62,282 59,200 64,200

52,980 43,000 48,000

1,864 8,700 8,700

7,438 7,500 7,500

- - -

22,747 22,754 22,759

- - -

- - -

- - -

地域優良賃貸住宅整備事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

【歳出】 
・施設購入費返済  14,474千円 
・維持管理費　8,274円 
・基金積立（大規模修繕用） 
 
※歳出の財源は全額家賃収入

【歳出】 
　施設購入費返済　14,480千円 
・維持管理費　8,274千円 
・基金積立（大規模修繕用） 
 
※歳出の財源は全額家賃収入

【歳出】 
　施設購入費返済　14,485千円 
・維持管理費　8,274千円 
・基金積立（大規模修繕用） 
 
※歳出の財源は全額家賃収入

10,708 5,300 5,300

- - -

建築指導事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

○TOUKAI-0
・耐震診断  15件 (予定)
（委託料：47,180円/戸）
（国：1/2、県：3/8、町：1/8）
・耐震計画及び耐震補強一体化事業  3
件 (予定)
（補助額：1,000,000円/件）
（国：1/2、県・町：1/2）
・耐震補強  2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  10件 (予定)
（委託料：47,180円/戸）
（国：1/2、県：3/8、町：1/8）
・耐震計画及び耐震補強一体化事業  3
件 (予定)
（補助額：1,000,000円/件）
（国：1/2、県・町：1/2）

○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  10件 (予定)
（委託料：47,180円/戸）
（国：1/2、県：3/8、町：1/8）
・耐震計画及び耐震補強一体化事業  3
件 (予定)
（補助額：1,000,000円/件）
（国：1/2、県・町：1/2）

○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

22,747 22,754 22,759

14,697 7,300 7,300

- - -

3,989 2,000 2,000
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施策No. 6-6 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 農林課 予算科目 5-1-2-7 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 都市整備課 予算科目 7-4-3-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

町民の生活に多面的な機能を果たす公園・緑地の整備を進めることを目的とします

（単位：千円）

農村公園管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・農園利用区画数４２区画（目標） 
・パークゴルフ利用者数 
２０００人（目標） 
・芝生広場を活用したスポ・レクイベン
トの誘致、開催 
・BBQｶﾞｰﾃﾞﾝ利用者数 
２５００人（目標） 
・維持管理業務委託

・農園利用区画数４２区画（目標） 
・パークゴルフ利用者数 
２０００人（目標） 
・芝生広場を活用したスポ・レクイベン
トの誘致、開催 
・BBQｶﾞｰﾃﾞﾝ利用者数 
２５００人（目標） 
・維持管理業務委託

・農園利用区画数４２区画（目標） 
・パークゴルフ利用者数 
２０００人（目標） 
・芝生広場を活用したスポ・レクイベン
トの誘致、開催 
・BBQｶﾞｰﾃﾞﾝ利用者数 
２５００人（目標） 
・維持管理業務委託

第6章  便利で快適なまち 【都市計画・都市基盤】

公園・緑地整備の推進 公園・緑地

7,898 7,898 7,898

1,824 1,824 1,824

6,074 6,074 6,074

- - -

- - -

29,032 22,000 22,000

6,600 - -

22,432 22,000 22,000

- - -

- - -

都市公園維持管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5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･照明等維持管理
・集落支援員や地元有志による維持管
理、状況観察、イベント等の開催
・須走多目的広場サッカーゴール購入
・須走水の広場№3改修工事

・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･照明等維持管理
・集落支援員や地元有志による維持管
理、状況観察、イベント等の開催

・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･照明等維持管理
・集落支援員や地元有志による維持管
理、状況観察、イベント等の開催
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施策No. 7-1 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 企画政策課 予算科目 2-1-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 企画政策課 予算科目 2-8-1-7 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-1-8-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-1-8-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

- - -

町民との信頼関係を育み、透明性の高い町政運営を行うことを目的とします

（単位：千円）

町長秘書事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・各種負担金 
・町長旅費、交際費 
・公用車リース料 
・公用車運転業務　等

・各種負担金 
・町長旅費、交際費 
・公用車リース料 
・公用車運転業務　等

・各種負担金 
・町長旅費、交際費 
・公用車リース料 
・公用車運転業務　等

第7章  計画を推進するために 【町政運営・協働】

町民の目線に立った町政運営 意識改革・コンプライアンス

町民アンケート事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

４～５月
・アンケート内容調整
・発送準備
６月
・アンケート実施
７月～８月
・集計作業
９月
・施策評価に反映
１１月
・広報紙等に公開

４～５月
・アンケート内容調整
・発送準備
６月
・アンケート実施
７月～８月
・集計作業
９月
・施策評価に反映
１１月
・広報紙等に公開

４～５月
・アンケート内容調整
・発送準備
６月
・アンケート実施
７月～８月
・集計作業
９月
・施策評価に反映
１１月
・広報紙等に公開

10,898 10,898 10,898

- - -

10,898 10,898 10,898

287 287 287

- - -

287 287 287

- - -

- - -

- - -

5,888 5,888 5,888

- - -

- - -

職員福利厚生事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・職場における職員の健康確保
・快適な職場環境の構築
・職員健康診断の実施
・産業医とのメンタル不調者面談の実施
・臨床心理士相談委託
・職員互助会助成金事業

・職場における職員の健康確保
・快適な職場環境の構築
・職員健康診断の実施
・産業医とのメンタル不調者面談の実施
・臨床心理士相談委託
・職員互助会助成金事業

・職場における職員の健康確保
・快適な職場環境の構築
・職員健康診断の実施
・産業医とのメンタル不調者面談の実施
・臨床心理士相談委託
・職員互助会助成金事業

- - -

- - -

職員研修事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・人材育成基本方針に示す職員の育成
・各種研修の実施による職員のスキル
アップ
・年間研修計画を作成し、計画的な研修
受講を実施
・町主催研修の実施
・職員による自主的な研修に対する補助

・人材育成基本方針に示す職員の育成
・各種研修の実施による職員のスキル
アップ
・年間研修計画を作成し、計画的な研修
受講を実施
・町主催研修の実施
・職員による自主的な研修に対する補助

・人材育成基本方針に示す職員の育成
・各種研修の実施による職員のスキル
アップ
・年間研修計画を作成し、計画的な研修
受講を実施
・町主催研修の実施
・職員による自主的な研修に対する補助

5,888 5,888 5,888

2,163 2,163 2,163

- - -

2,163 2,163 2,163
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事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-1-8-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-1-9-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-6-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 企画政策課 予算科目 2-1-2-3 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 企画政策課 予算科目 2-7-1-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

（単位：千円）

人事管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・人事管理システム等を利用し、事務の
適正化及び効率化を図る
・競争試験による優秀な人材確保
・人事評価制度による適正な評価の実施
・人事評価研修の実施
・職員採用選考試験の実施
・人事評価研修による適正な評価のスキ
ルアップ
・適正な出退勤管理

・人事管理システム等を利用し、事務の
適正化及び効率化を図る
・競争試験による優秀な人材確保
・人事評価制度による適正な評価の実施
・人事評価研修の実施
・職員採用選考試験の実施
・人事評価研修による適正な評価のスキ
ルアップ
・適正な出退勤管理

・人事管理システム等を利用し、事務の
適正化及び効率化を図る
・競争試験による優秀な人材確保
・人事評価制度による適正な評価の実施
・人事評価研修の実施
・職員採用選考試験の実施
・人事評価研修による適正な評価のスキ
ルアップ
・適正な出退勤管理

4,877 4,877 4,877

- - -

4,877 4,877 4,877

- - -

- - -

918 918 918

41,305 41,305 41,305

1,785 1,785 1,785

- - -

会計年度任用職員福利厚生事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・会計年度任用職員の福利厚生及び健康
維持 
・会計年度任用職員管理システム

・会計年度任用職員の福利厚生及び健康
維持 
・会計年度任用職員管理システム

・会計年度任用職員の福利厚生及び健康
維持 
・会計年度任用職員管理システム

- - -

- - -

監査委員事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・例月出納検査
・決算審査
・定例監査
・財政援助団体監査
・指定管理者監査
・基金運用状況審査
・行政監査

・例月出納検査
・決算審査
・定例監査
・財政援助団体監査
・指定管理者監査
・基金運用状況審査
・行政監査

・例月出納検査
・決算審査
・定例監査
・財政援助団体監査
・指定管理者監査
・基金運用状況審査
・行政監査

44,008 44,008 44,008

行財政改革推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・行政改革大綱の評価及び検証 
・行財政改革審議会の開催 
・内部統制の充実 
・職員配置ヒアリングの実施 
・業務改善制度の推進 
・行政アドバイザーの活用 
・働き方改革の推進 
・行政デジタル化の推進

・行政改革大綱の評価及び検証 
・行財政改革審議会の開催 
・内部統制の充実 
・職員配置ヒアリングの実施 
・業務改善制度の推進 
・行政アドバイザーの活用 
・働き方改革の推進 
・行政デジタル化の推進

・行政改革大綱の評価及び検証 
・行財政改革審議会の開催 
・内部統制の充実 
・職員配置ヒアリングの実施 
・業務改善制度の推進 
・行政アドバイザーの活用 
・働き方改革の推進 
・行政デジタル化の推進

1,171 1,171 1,171

- - -

1,171 1,171 1,171

3,491 5,616 5,216

- - -

3,491 5,616 5,216

- - -

- - -

- - -

585 585 585

- - -

- - -

企画調査事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・“第５次”小山町総合計画（まちひと
しごと創生総合戦略一体型）の開始（同
年度より進行管理を行う）
・その他特命事項

・“第５次”小山町総合計画（まちひと
しごと創生総合戦略一体型）の進行管理
・その他特命事項

・“第５次”小山町総合計画（まちひと
しごと創生総合戦略一体型）の進行管理
・その他特命事項

585 585 585
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施策No. 7-2 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 地域振興課 予算科目 2-1-6-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 地域振興課 予算科目 2-1-6-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 地域振興課 予算科目 2-8-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 生涯学習課 予算科目 9-4-1-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- 45,374 -

- - -

参加と協働によるまちづくりを推進し、元気で、明るく、豊かな地域社会を実現します

（単位：千円）

自治振興事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・区長交付金及び区運営交付金の交付 
・区長会及び幹事会を開催し行政と各区
との情報共有を図る。 
・各地区要望の取り纏め、調整 
・コミュニティ施設建設事業補助金の交
付 
・足柄地区コミュニティセンター実施設
計 

・区長交付金及び区運営交付金の交付 
・区長会及び幹事会を開催し行政と各区
との情報共有を図る。 
・各地区要望の取り纏め、調整 
・コミュニティ施設建設事業補助金の交
付 
・足柄地区コミュニティセンター改修事
業

・区長交付金及び区運営交付金の交付 
・区長会及び幹事会を開催し行政と各区
との情報共有を図る。 
・各地区要望の取り纏め、調整 
・コミュニティ施設建設事業補助金の交
付

第7章  計画を推進するために 【町政運営・協働】

参加と協働によるまちづくり 参加・協働・情報共有

協働推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・各地域での地域づくり活動の推進 ・各地域での地域づくり活動の推進 ・各地域での地域づくり活動の推進

33,836 183,916 24,955

10,121 100,000 1

23,715 38,542 24,954

2,261 2,261 2,261

1,833 1,833 1,833

428 428 428

- - -

- - -

60 60 60

18,631 18,000 18,000

128 - -

- - -

広報広聴事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・広報おやまの発行
・無線放送、ホームページ、Facebook及
びLine等ＳＮＳの活用による町政情報等
の発信
・「町長への手紙」事業
・定例記者会見の開催
・継続的なシティプロモーションの実施
・町ガイドブックの更新
・ＯＴＫとの連携事業
・ラジオ番組の制作・放送
・ドローン活用の強化

・広報おやまの発行
・無線放送、ホームページ、Facebook及
びLine等ＳＮＳの活用による町政情報等
の発信
・「町長への手紙」事業
・定例記者会見の開催
・継続的なシティプロモーションの実施
・町ガイドブックの更新
・ＯＴＫとの連携事業
・ラジオ番組の制作・放送
・ドローン活用の強化

・広報おやまの発行
・無線放送、ホームページ、Facebook及
びLine等ＳＮＳの活用による町政情報等
の発信
・「町長への手紙」事業
・定例記者会見の開催
・継続的なシティプロモーションの実施
・町ガイドブックの更新
・ＯＴＫとの連携事業
・ラジオ番組の制作・放送
・ドローン活用の強化

- - -

- - -

男女共同参画推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・男女共同参画推進委員会開催
・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）
・「男女共同参画社会づくり宣言」を行
う事業所の増加活動
・第５次小山町男女共同参画社会づくり
行動計画の策定（R4～R8年度）

・男女共同参画推進委員会開催
・男女共同参画講演会を開催
・県主催の職員研修に参加
・第５次小山町男女共同参画社会づくり
行動計画の進行管理
・「男女共同参画社会づくり宣言」を行
う事業所の増加活動

・男女共同参画推進委員会開催 
・男女共同参画講演会を開催 
・県主催の職員研修に参加 
・第５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） 
・「男女共同参画社会づくり宣言」を行
う事業所の増加活動

18,819 18,060 18,060

213 102 102

- - -

213 102 102
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施策No. 7-3 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 企画政策課 予算科目 2-1-2-3 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 企画政策課 予算科目 2-7-1-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-1-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-1-4-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-1-4-5 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

効率的な行政運営により、質の高い行政サービスを提供することを目的とします

（単位：千円）

行財政改革推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・行政改革大綱の評価及び検証 
・行財政改革審議会の開催 
・内部統制の充実 
・職員配置ヒアリングの実施 
・業務改善制度の推進 
・行政アドバイザーの活用 
・働き方改革の推進 
・行政デジタル化の推進

・行政改革大綱の評価及び検証 
・行財政改革審議会の開催 
・内部統制の充実 
・職員配置ヒアリングの実施 
・業務改善制度の推進 
・行政アドバイザーの活用 
・働き方改革の推進 
・行政デジタル化の推進

・行政改革大綱の評価及び検証 
・行財政改革審議会の開催 
・内部統制の充実 
・職員配置ヒアリングの実施 
・業務改善制度の推進 
・行政アドバイザーの活用 
・働き方改革の推進 
・行政デジタル化の推進

第7章  計画を推進するために 【町政運営・協働】

効率的な行政運営の推進 行政運営

3,491 5,616 5,216

- - -

3,491 5,616 5,216

- - -

- - -

- - -

585 585 585

- - -

- - -

企画調査事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・“第５次”小山町総合計画（まちひと
しごと創生総合戦略一体型）の開始（同
年度より進行管理を行う）
・その他特命事項

・“第５次”小山町総合計画（まちひと
しごと創生総合戦略一体型）の進行管理
・その他特命事項

・“第５次”小山町総合計画（まちひと
しごと創生総合戦略一体型）の進行管理
・その他特命事項

32 32 32

- - -

一般行政事務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・適正な行政運営の維持
・行政資源の効率的活用
・質の高い行政サービスの実現

・適正な行政運営の維持
・行政資源の効率的活用
・質の高い行政サービスの実現

・適正な行政運営の維持
・行政資源の効率的活用
・質の高い行政サービスの実現

585 585 585

庁舎管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・本庁舎光熱水費 
・本庁舎修繕費 
・本庁舎各種検査等手数料 
・本庁舎各種委託費 
・本庁舎備品購入費　等

・本庁舎光熱水費 
・本庁舎修繕費 
・本庁舎各種検査等手数料 
・本庁舎各種委託費 
・本庁舎備品購入費　等

・本庁舎光熱水費 
・本庁舎修繕費 
・本庁舎各種検査等手数料 
・本庁舎各種委託費 
・本庁舎備品購入費　等

46,299 46,299 46,299

2,530 2,530 2,530

43,737 43,737 43,737

35,315 35,315 35,315

4,593 4,593 4,593

30,722 30,722 30,722

- - -

- - -

- - -

10,026 10,026 10,026

- - -

- - -

公用車管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・一括管理公用車燃料費
・一括管理公用車修繕料
・公用車保険料
・高速道路通行料等
・公用車購入費　等
【R2⇒R3 繰越明許】
・公用車購入事業　2,190千円

・一括管理公用車燃料費 
・一括管理公用車修繕料 
・公用車保険料 
・高速道路通行料等 
・公用車購入費　等

・一括管理公用車燃料費 
・一括管理公用車修繕料 
・公用車保険料 
・高速道路通行料等 
・公用車購入費　等

10,026 10,026 10,026
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事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-1-4-6 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-1-7-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-4-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-4-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-4-3-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

- - -

（単位：千円）

契約管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・指定管理者選定委員報酬及び費用弁償 
・入札事務費 
・工事検査事務費 
・電子入札システム負担金

・指定管理者選定委員報酬及び費用弁償 
・入札事務費 
・工事検査事務費 
・電子入札システム負担金

・指定管理者選定委員報酬及び費用弁償 
・入札事務費 
・工事検査事務費 
・電子入札システム負担金

電算管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

サーバ、パソコン、システム使用料 
・通信回線利用料 
・クラウド・ハウジング使用料 
・ASP使用料

サーバ、パソコン、システム使用料 
・通信回線利用料 
・クラウド・ハウジング使用料 
・ASP使用料

サーバ、パソコン、システム使用料 
・通信回線利用料 
・クラウド・ハウジング使用料 
・ASP使用料

414 414 414

- - -

414 414 414

99,484 99,484 99,484

- - -

99,484 99,484 99,484

- - -

- - -

- - -

759 759 759

- - -

- - -

選挙管理運営事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

小山町選挙管理委員会事務 
公正かつ適正な事務の執行 
選挙人名簿の管理 
期日前投票所の増設及び投票区・投票所
の再編成 
 
静岡県知事選挙 
（R01.7.4任期満了） 
衆議院議員総選挙 
（R01.10.21任期満了）

小山町選挙管理委員会事務 
公正かつ適正な事務の執行 
選挙人名簿の管理 
 
参議院議員通常選挙 
（R04.7.25任期満了)

小山町選挙管理委員会事務 
公正かつ適正な事務の執行 
選挙人名簿の管理 
 
静岡県議会議員選挙 
（R05.4.29任期満了） 
 
小山町議会議員及び小山町長選挙選挙 
（R05.4.30任期満了）

- - -

- - -

明るい選挙推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

小山町明るい選挙推進協議会事務 
公明公正な選挙の推進 
公明公正な選挙の実施に向けた啓発運動
の展開

小山町明るい選挙推進協議会事務 
公明公正な選挙の推進 
公明公正な選挙の実施に向けた啓発運動
の展開

小山町明るい選挙推進協議会事務 
公明公正な選挙の推進 
公明公正な選挙の実施に向けた啓発運動
の展開

759 759 759

県知事選挙事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

静岡県知事選挙 
（R01.7.4任期満了） 
投票率向上のための啓発活動 
投開票事務を含めた選挙事務

73 73 73

- - -

73 73 73

8,800 - -

- - -

- - -

8,800 - -

- - -
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事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-4-33-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-4-4-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-4-44-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-4-50-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 地域振興課 予算科目 2-5-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 地域振興課 予算科目 2-5-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

- - 39

- 240 6,025

- - -

（単位：千円）

静岡県議会議員選挙事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

静岡県議会議員選挙
（R05.4.29任期満了）
投票率向上のための啓発活動
投開票事務を含めた選挙事務

静岡県議会議員選挙
（R05.4.29任期満了）
投票率向上のための啓発活動
投開票事務を含めた選挙事務

9,900 - -

- - -

衆議院議員総選挙事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

衆議院議員選挙 
（H33.10.21任期満了） 
投票率向上のための啓発活動 
投開票事務を含めた選挙事務

- 240 6,064

町議会議員及び町長選挙事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

小山町議会議員及び小山町長選挙選挙
（R05.4.30任期満了）
投票率向上のための啓発活動
投開票事務を含めた選挙事務

9,900 - -

- - -

- - -

- - 7,962

- - -

- - 7,962

- - -

- - -

- - -

- - -

- 9,323 -

- - -

参議院議員選挙事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

参議院議員通常選挙
（R01.7.25任期満了）
投票率向上のための啓発活動
投開票事務を含めた選挙事務

7 7 7

- - -

統計一般事務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

静岡県統計協会負担金 
統計調査に伴う消耗品費

静岡県統計協会負担金 
統計調査に伴う消耗品費

静岡県統計協会負担金 
統計調査に伴う消耗品費

- 9,323 -

基幹統計調査事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

社会生活基本調査（10/20） 
経済センサス活動調査（6/1）

就業構造基本調査（10/1） 住宅・土地統計調査（10/1）

19 19 19

- - -

12 12 12

746 700 1,000

- - -

- - -

746 700 1,000

- - -
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事務事業名 担当課 議会事務局 予算科目 1-1-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 議会事務局 予算科目 1-1-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 住民福祉課 予算科目 2-3-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 住民福祉課 予算科目 2-3-1-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

80,459 80,459 80,459

- - -

- - -

（単位：千円）

議会運営事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

議会運営（報酬、議長交際費、議会だよ
り等） 
※議員　13名 
※報酬 
議長：320,000円 
副議長：280,000円 
委員長：270,000円 
議員：260,000円 
※議員期末手当 
年間3.5カ月 
※議会だより　年4回発行 
（7,000部 全戸配布）

議会運営（報酬、議長交際費、議会だよ
り等） 
※議員　13名 
※報酬 
議長：320,000円 
副議長：280,000円 
委員長：270,000円 
議員：260,000円 
※議員期末手当 
年間3.5カ月 
※議会だより　年4回発行 
（7,000部 全戸配布）

議会運営（報酬、議長交際費、議会だよ
り等） 
※議員　13名 
※報酬 
議長：320,000円 
副議長：280,000円 
委員長：270,000円 
議員：260,000円 
※議員期末手当 
年間3.5カ月 
※議会だより　年4回発行 
（7,000部 全戸配布）

- - -

- - -

議会調査活動事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・議会調査活動（旅費及び各種負担金）
※政務活動費予算額
（12,500円×12月×13人）

・議会調査活動（旅費及び各種負担金）
※政務活動費予算額
（12,500円×12月×13人）

・議会調査活動（旅費及び各種負担金）
※政務活動費予算額
（12,500円×12月×13人）

80,459 80,459 80,459

戸籍住民基本台帳事務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・電算委託料、戸籍住民システム機器賃
貸借料　等 
・住基台帳システム及び戸籍情報システ
ム改修

・電算委託料、戸籍住民システム機器賃
貸借料　等

・電算委託料、戸籍住民システム機器賃
貸借料　等

4,740 4,740 4,740

- - -

4,740 4,740 4,740

25,742 21,528 21,528

8,500 8,500 8,500

17,214 13,000 13,000

28 28 28

- - -

- - -

5,471 5,471 5,471

7,422 7,422 7,422

- - -

個人番号カード関連事務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・個人番号カード関連事務 
・個人番号カード事務交付金

・個人番号カード関連事務 
・個人番号カード事務交付金

・個人番号カード関連事務 
・個人番号カード事務交付金

12,893 12,893 12,893

65



事務事業名 担当課 須走支所 予算科目 2-1-5-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 足柄支所 予算科目 2-1-5-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 北郷支所 予算科目 2-1-5-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

- - -

（単位：千円）

須走支所管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・住基事務処理及び各種証明書発行
・各種申請書、届出書の受付、担当課へ
の進達
・コミセン､支所等の管理､貸出受付事務
・須走地区上下水道の開栓、閉栓事務
・須走区長会関係事務の支援(事務局)
　区長会等の会議、事業の開催及び各団
体との連絡調整。
・東富士演習場関係事務
　土地契約事務の処理。各種会議への出
席。

・住基事務処理及び各種証明書発行
・各種申請書、届出書の受付、担当課へ
の進達
・コミセン､支所等の管理､貸出受付事務
・須走地区上下水道の開栓、閉栓事務
・須走区長会関係事務の支援(事務局)
　区長会等の会議、事業の開催及び各団
体との連絡調整。
・東富士演習場関係事務
　土地契約事務の処理。各種会議への出
席。

・住基事務処理及び各種証明書発行
・各種申請書、届出書の受付、担当課へ
の進達
・コミセン､支所等の管理､貸出受付事務
・須走地区上下水道の開栓、閉栓事務
・須走区長会関係事務の支援(事務局)
　区長会等の会議、事業の開催及び各団
体との連絡調整。
・東富士演習場関係事務
　土地契約事務の処理。各種会議への出
席。

足柄支所管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

支所及びコミセン管理事業 支所及びコミセン管理事業 支所及びコミセン管理事業

3,860 3,860 3,860

52 52 52

3,808 3,808 3,808

2,156 2,156 2,156

200 200 200

1,956 1,956 1,956

- - -

- - -

30 530 30

4,307 4,307 4,307

- - -

- - -

北郷支所管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

光熱水費等665千円 
施設維持管理費484千円

光熱水費等665千円 
施設維持管理費484千円 
備品購入費800千円（綱山五徳会補助500
千円）

光熱水費等665千円 
施設維持管理費484千円

4,337 4,837 4,337
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施策No. 7-4 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 3-1-4-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 3-2-2-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 3-2-3-4 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 6-1-2-4 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 6-1-2-5 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 7-4-4-2 再掲 ○

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

52,775 52,775 52,775

- - -

歳入確保、歳出見直し及び財政情報の公表により持続可能な財政運営を行うことを目的とします

（単位：千円）

国民健康保険特別会計繰出金事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・保険基盤安定（軽減分） 
・保険基盤安定（支援分） 
・職員給与費等 
・出産育児一時金等 
・財政安定化支援事業

・保険基盤安定（軽減分） 
・保険基盤安定（支援分） 
・職員給与費等 
・出産育児一時金等 
・財政安定化支援事業

・保険基盤安定（軽減分） 
・保険基盤安定（支援分） 
・職員給与費等 
・出産育児一時金等 
・財政安定化支援事業

第7章  計画を推進するために 【町政運営・協働】

持続可能な財政運営 財政運営

介護保険特別会計繰出金事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・介護給付費繰入金
・介護予防繰入金
・包括的支援等繰入金
・保険料軽減強化繰入金
・職員給与費等事務費繰入金

・介護給付費繰入金
・介護予防繰入金
・包括的支援等繰入金
・保険料軽減強化繰入金
・職員給与費等事務費繰入金

・介護給付費繰入金
・介護予防繰入金
・包括的支援等繰入金
・保険料軽減強化繰入金
・職員給与費等事務費繰入金

110,689 110,689 110,689

- - -

57,914 57,914 57,914

309,618 309,618 309,618

- - -

299,559 299,559 299,559

10,059 10,059 10,059

- - -

- - -

7,915 7,915 7,915

23,742 23,742 23,742

- - -

後期高齢者医療特別会計繰出金事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・保険基盤安定繰入金
　保険料軽減分
　　30,393,000円
　社保被扶養者軽減分
　 　　 191,000円

・保険基盤安定繰入金
　保険料軽減分
　　30,393,000円
　社保被扶養者軽減分
　 　　 191,000円

・保険基盤安定繰入金
　保険料軽減分
　　30,393,000円
　社保被扶養者軽減分
　 　　 191,000円

- - -

- - -

上野工業団地造成事業特別会計繰出金

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・上野工業団地造成事業特別会計繰出金 ・上野工業団地造成事業特別会計繰出金

31,657 31,657 31,657

小山ＰＡ周辺開発事業特別会計繰出金

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・小山ＰＡ周辺開発事業特別会計繰出金 ・小山ＰＡ周辺開発事業特別会計繰出金

10,400 10,400 -

- - -

10,400 10,400 -

11,600 11,600 -

- - -

11,600 11,600 -

- - -

- - -

- - -

93,934 94,000 94,000

- - -

- - -

下水道事業特別会計繰出金

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

下水道事業特別会計繰出金 下水道事業特別会計繰出金 下水道事業特別会計繰出金

93,934 94,000 94,000
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事務事業名 担当課 会計収納課 予算科目 2-1-3-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 会計収納課 予算科目 2-2-2-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 税務課 予算科目 2-2-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 税務課 予算科目 2-2-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 11-1-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

- - -

出納事務管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・関係法規に基づく会計事務の適正な執
行 
・収支見込額調書をもとに資金計画をま
とめ効率的な資金の運用

・関係法規に基づく会計事務の適正な執
行 
・収支見込額調書をもとに資金計画をま
とめ効率的な資金の運用

・関係法規に基づく会計事務の適正な執
行 
・収支見込額調書をもとに資金計画をま
とめ効率的な資金の運用

（単位：千円）

徴収事務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・督促状（４税）の発送
・催告書の発送（一斉、税別、機構予
告、個別等）
・財産調査の実施
・差押の執行
・捜索及びインターネット公売の実施
・適正な執行停止と欠損処分による収入
未済額の圧縮
・静岡地方税滞納整理機構へ移管(2件)
・個人住民税徴収対策本部会議における
収入率の数値目標（目標98.5％）

・督促状（４税）の発送
・催告書の発送（一斉、税別、機構予
告、個別等）
・財産調査の実施
・差押の執行
・捜索及びインターネット公売の実施
・適正な執行停止と欠損処分による収入
未済額の圧縮
・静岡地方税滞納整理機構へ移管(2件)
・個人住民税徴収対策本部会議における
収入率の数値目標（目標98.5％）

・督促状（４税）の発送
・催告書の発送（一斉、税別、機構予
告、個別等）
・財産調査の実施
・差押の執行
・捜索及びインターネット公売の実施
・適正な執行停止と欠損処分による収入
未済額の圧縮
・静岡地方税滞納整理機構へ移管(2件)
・個人住民税徴収対策本部会議における
収入率の数値目標（目標98.5％）

5,058 5,058 5,058

165 165 165

4,893 4,893 4,893

5,623 5,623 5,623

- - -

5,623 5,623 5,623

- - -

- - -

- - -

3,110 3,110 3,110

- - -

- - -

税務総務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・会計年度任用職員賃金
・税証明発行窓口業務他
（通年）
・個人住民税 給報整理
（１月～３月）
※町県民税申告受付は他課の支援を受け
職員対応とする
・確定申告沼津会場派遣(２月～３月)

・会計年度任用職員賃金
・税証明発行窓口業務他
（通年）
・個人住民税 給報整理
（１月～３月）
※町県民税申告受付は他課の支援を受け
職員対応とする
・確定申告沼津会場派遣(２月～３月)

・会計年度任用職員賃金
・税証明発行窓口業務他
（通年）
・個人住民税 給報整理
（１月～３月）
※町県民税申告受付は他課の支援を受け
職員対応とする
・確定申告沼津会場派遣(２月～３月)

32,598 32,500 32,500

- - -

課税事務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・土地評価見直業務（債務負担行為１年
目）

※財源には「県民税徴収委託金が充当さ
れている」（担当：会計収納課）

・令和６年度の評価替に向けての標準宅
地鑑定評価、不動産鑑定意見書
・土地評価見直業務（債務負担行為２年
目）
※財源には「県民税徴収委託金が充当さ
れている」（担当：会計収納課）

・土地評価見直業務（債務負担行為３年
目）

※財源には「県民税徴収委託金が充当さ
れている」（担当：会計収納課）

3,110 3,110 3,110

公債費（元金）

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

今までに借入した起債の元金の償還 今までに借入した起債の元金の償還 今までに借入した起債の元金の償還

39,033 46,000 52,000

- - -

6,435 13,500 19,500

855,012 855,012 855,012

1,776 1,776 1,776

853,236 853,236 853,236

- - -

- - -
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事務事業名 担当課 総務課 予算科目 11-1-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 12-1-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-1-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-1-4-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-1-4-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

- - -

42,639 42,639 42,639

- - -

- - -

（単位：千円）

公債費（利子）

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

今までに、借入した起債の利子の償還 今までに、借入した起債の利子の償還 今までに、借入した起債の利子の償還

- - -

- - -

予備費

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

予算において、予定した経費の不足また
は未計上の経費の必要に備える。

予算において、予定した経費の不足また
は未計上の経費の必要に備える。

予算において、予定した経費の不足また
は未計上の経費の必要に備える。

42,639 42,639 42,639

財政管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5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。 
・歳出事業の緊急度、優先度を検討し、
健全財政の維持に努める。 
・公債費の抑制を進め、将来負担の軽減
化を図る。 
・国、県などの補助制度の活用など財源
の確保に努める。

・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。 
・歳出事業の緊急度、優先度を検討し、
健全財政の維持に努める。 
・公債費の抑制を進め、将来負担の軽減
化を図る。 
・国、県などの補助制度の活用など財源
の確保に努める。

・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。 
・歳出事業の緊急度、優先度を検討し、
健全財政の維持に努める。 
・公債費の抑制を進め、将来負担の軽減
化を図る。 
・国、県などの補助制度の活用など財源
の確保に努める。

20,000 20,000 20,000

- - -

20,000 20,000 20,000

5,599 5,599 5,599

- - -

5,599 5,599 5,599

- - -

- - -

- - -

4,911 4,911 4,911

- - -

- - -

財産管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・町有建物保険料 
・町有地管理 
・山野組合負担金　等

・町有建物保険料 
・町有地管理 
・山野組合負担金　等

・町有建物保険料 
・町有地管理 
・山野組合負担金　等

217,210 217,210 217,210

- - -

基金管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

財政の健全化を図り、一般財源の確保に
努め、基金の積立を行っていく。

財政の健全化を図り、一般財源の確保に
努め、基金の積立を行っていく。

財政の健全化を図り、一般財源の確保に
努め、基金の積立を行っていく。

4,911 4,911 4,911

475,354 475,354 475,354

22,145 22,145 22,145

235,999 235,999 235,999
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施策No. 7-5 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 企画政策課 予算科目 2-7-1-4 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 企画政策課 予算科目 2-7-4-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 企画政策課 予算科目 8-1-1-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 4-2-1-7 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 4-3-3-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 くらし安全課 予算科目 4-3-2-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

行政運営における広域連携を推進し、行政サービスの向上とまちの活性化を図ります

（単位：千円）

広域連携推進事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5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
・富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワー
ク（＝ＳＫＹ）による合同サミットへの
参加
・２市１町行政懇談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（＝ＳＫＹ）による合同サミットに向
けた協議
・２市１町行政懇談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（＝ＳＫＹ）による合同サミットに向
けた協議
・２市１町行政懇談会による広域課題に
対する検討

第7章  計画を推進するために 【町政運営・協働】

広域連携の推進 広域連携

380 380 380

- - -

380 380 380

- - -

- - -

- - -

47,823 47,823 47,823

- - -

- - -

広域行政組合管理事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

負担金内訳（議会費、総務費、予備費） 負担金内訳（議会費、総務費、予備費） 負担金内訳（議会費、総務費、予備費）

- - -

- - -

広域行政組合常備消防費負担金事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

常備消防費 常備消防費 常備消防費

47,823 47,823 47,823

広域行政組合斎場費負担金事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

広域行政組合斎場負担金 広域行政組合斎場負担金 広域行政組合斎場負担金

334,358 334,358 334,358

- - -

334,358 334,358 334,358

15,106 15,106 15,106

- - -

15,106 15,106 15,106

- - -

- - -

- - -

74,961 74,961 74,961

- - -

- - -

広域行政組合し尿処理費負担金事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

広域行政組合し尿処理費負担金 広域行政組合し尿処理費負担金 広域行政組合し尿処理費負担金

- - -

- - -

広域行政組合塵芥処理費負担金事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

広域行政組合塵芥処理費負担金 広域行政組合塵芥処理費負担金 広域行政組合塵芥処理費負担金

74,961 74,961 74,961

169,251 169,251 169,251

- - -

169,251 169,251 169,251
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施策No. 7-6 施策名 施策分野

目  的

事務事業名 担当課 企画政策課 予算科目 2-7-2-2 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

事務事業名 担当課 総務課 予算科目 2-1-9-3 再掲 －

国・県支出金

地方債

その他特定財源

一般財源

事業費(千円)

地域住民の生活の安定を図ることと、自衛隊との共存・共栄を目的とします

（単位：千円）

演習場渉外事務

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・第12次東富士演習場使用協定における
東富士演習場の円滑かつ安定使用に向け
た調整
・東富士演習場土地賃貸借契約の締結に
向けた調整
・土地契要望の実現、民生安定事業の事
業展開のための関係機関との協議、調整

・第12次東富士演習場使用協定における
東富士演習場の円滑かつ安定使用に向け
た調整
・東富士演習場土地賃貸借契約の締結に
向けた調整
・土地契要望の実現、民生安定事業の事
業展開のための関係機関との協議、調整

・第12次東富士演習場使用協定における
東富士演習場の円滑かつ安定使用に向け
た調整
・東富士演習場土地賃貸借契約の締結に
向けた調整
・土地契要望の実現、民生安定事業の事
業展開のための関係機関との協議、調整

第7章  計画を推進するために 【町政運営・協働】

地域住民と自衛隊との共存・共栄 地域住民と自衛隊

700 700 700

- - -

- - -

700 700 700

- - -

2,934 2,934 2,934

300 300 300

2,634 2,634 2,634

- - -

- - -

その他事務事業

具体的取組 
(内容)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

・陸上自衛隊富士学校小山町協力会事務
局事務（総会、開設記念式典共催、富士
総合火力演習見学、自衛隊施設見学等）

・総合賠償保険料
・非常勤公務災害補償事務負担金
・社会保険協会負担金
・総合賠償保障金

・陸上自衛隊富士学校小山町協力会事務
局事務（総会、開設記念式典共催、富士
総合火力演習見学、自衛隊施設見学等）

・総合賠償保険料
・非常勤公務災害補償事務負担金
・社会保険協会負担金
・総合賠償保障金

・陸上自衛隊富士学校小山町協力会事務
局事務（総会、開設記念式典共催、富士
総合火力演習見学、自衛隊施設見学等）

・総合賠償保険料
・非常勤公務災害補償事務負担金
・社会保険協会負担金
・総合賠償保障金
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