
平成３０年度 はだのふるさと寄附金充当事業 

 

１  桜土手古墳公園展示館 大型ディスプレイ等映像機器設置事業 

 (1)  事業目的 

学校見学に対応できるよう、展示フロアに大型デ

ィスプレイを導入しました。 

(2)  事業概要 

65 型液晶テレビ、ブルーレイレコーダー等を購

入し、団体等の見学において、映像上映ができるよ

うになりました。また、企画展の際、市所蔵の映像

資料も上映しています。 

(3)  寄附金充当額 

（文化又は生涯学習に関する事業） 

      601,560 円 

 

 

 

 

 

２  第１４回はだの丹沢水無川マラソン大会 

 (1)  事業目的 

市民の健康づくり・体力づくりや本市の知名度向

上とイメージアップを図るため、全国から多くのラ

ンナーを迎える大会を開催しました。 

(2)  事業概要 

   平成３０年１２月２日（日）開催 

ハーフマラソン参加者 １,８０８名 

５ｋｍコース参加者     ８８８名 

まめっこ(※)       １１９組 

※42.195m(未就学児及びその保護者各 1 名) 

 (3)  寄附金充当額 

（スポーツ又は健康増進の振興に関する事業） 

      1,210,000 円 

 

 

 

 

 

 



 

３ 2019 ラグビーワールドカップ機運醸成事業 

 (1)  事業目的 

2019 年にラグビーワールドカップや 2020 年東京

オリンピック・パラリンピック開催を好機に、「する」

「みる」「ささえる」の視点から、その機運醸成事業

を実施しました。 

(2)  事業概要 

    ア 小学生ラグビー教室 

おおね公園  9 月 8 日 参加者 65 人 

イ 解説付ラグビー観戦ツアー 

秩父宮ラグビー場 11 月 25 日 参加者 84 人 

   ウ ラグビークリニック 

     総合体育館  3 月 16 日 参加者 100 人 

 (3)  寄附金充当額 

（スポーツ又は健康増進の振興に関する事業） 

      336,180 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ はだの浮世絵ギャラリー運営事業 

(1)  事業目的 

平成 10年に本市出身の浮世絵収集家であった実業

家から寄贈を受けた約 1,900 点の浮世絵をより多く

の市民に鑑賞してもらうため、「はだの浮世絵ギャラ

リー」で展示しました。 

(2)  事業概要 

ア 企画展示（全６回） 

イ 開室１周年記念事業 

(3)  寄附金充当額 

（文化又は生涯学習に関する事業） 

      481,071 円 

 

 

 



 

５ 高齢者への見守りキーホルダー登録事業 

(1)  事業目的 

在宅高齢者が住み慣れた地域で安心して暮ら

せるよう、65 歳以上の方を対象に、外出時の事故

や徘徊者保護時に速やかに家族等に連絡できる

よう、また秦野市消防本部、秦野警察署との情報

連携体制の確保を目的として、見守りキーホルダ

ー登録事業を実施しました。 

(2)  事業概要 

  登録者数 550 人 

(3)  寄附金充当額 

（福祉の充実に関する事業） 

      343,440 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 広畑ふれあいプラザ管理運営事業 

(1)  事業目的 

高齢者の健康増進や介護予防を目的とする事業を

実施しました。 

(2)  事業概要 

  安全・快適に施設を利用してもらえるよう、広畑ふ

れあいプラザ設立当初から配置して損耗が激しい折

り畳みイスやスタッキングチェアを新調しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（福祉の充実に関する事業） 

     518,994 円 

 

 

 

 

 



 

７ 障害のある子どもたちへのクリスマスプレゼント 

(1)  事業目的 

社会参加支援の一環として、障害のある子どもた

ちにクリスマスプレゼントとして贈り物を贈呈しま

した。 

(2)  事業概要 

 ア 対象者 18 歳までの障害者手帳取得者 

      470 人に実施済 

イ 贈呈品 主となる贈り物、障害者支援施設商品 

       クリスマスカード 

 (3)  寄附金充当額 

（福祉の充実に関する事業） 

      1,280,000 円 

 

 

 

 

 

 

８  障害者スポーツフェスティバルの開催 

 (1)  事業目的 

障害者の方が気軽に参加でき、「明るく・楽しく・前

向きに」今後の生活を考えられる活力となるような体

験をしてもらうために、福祉のシンボル事業として、

障害者スポーツフェスティバルを実施しました。 

 (2)  事業概要 

    平成 30 年 10 月 20 日開催 

社会福祉大会と同日に開催し、より多くの人に体験

してもらえるよう実施しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（福祉の充実に関する事業） 

      1,620,000 円 

 

 

 

 

 

 



 

 

９  子育て応援出産支援金給付事業 

 (1)  事業目的 

出産直後の育児にかかる経済的な負担を軽減し、

安心して子どもを産み育てることができる環境の整

備に役立てるために支援金を支給しました。 

(2)  事業概要 

  892 人に、一人当たり 30,000 円を支給をしました。 

(3)  寄附金充当額 

（子育ての支援又は充実に関する事業） 

      24,630,000 円 

 

 

 

 

 

 

１０  公立認定こども園における特色ある教育活動事業 

 (1)  事業目的 

園児の健やかな成長を願い、教育活動を推進し、地

域の特性や園の特色を生かした教育と教職員の資質

向上を図りました。 

(2)  事業概要 

   リズム指導、絵画指導、体操指導などを実施しまし

た。 

(3)  寄附金充当額 

（子育ての支援又は充実に関する事業） 

      396,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

１１  公立認定こども園空調設備設置 

 (1)  事業目的 

ひろはたこども園及びみどりこども園の保育室に

空調設備を設置しました。 

(2)  事業概要 

   ひろはたこども園 ３教室 約１６２㎡ 

みどりこども園  ４教室 約２１４㎡ 

(3)  寄附金充当額 

（子育ての支援又は充実に関する事業） 

      5,112,720 円 

 

 

 

 

 

 

 

１２  スマートライブラリー用参考書購入事業 

 (1)  事業目的 

      青少年育成施設であるはだのこども館の学習環

境を整えるため、館内図書室に配架する参考書を

購入しました。 

 (2)  事業概要 

      公立高校入試、数学検定、英語検定、漢字検定等

の貸出し用参考書を充実させ、受験生をサポート

しました。 

 (3)  寄附金の使途及び充当額 

    （教育の充実に関する事業） 

     30,000 円 

 

 

 

 

 



１３  汚染地下水の浄化事業 

 (1)  事業目的 

水無川左岸側の第３礫層に残る有機塩素系化学物

質に汚染された地下水を浄化するため、浄化装置を

借上げ、継続して浄化事業を実施しました。 

(2)  事業概要 

浄化装置は、揚水井戸（処理能力最大 400 ㎥/日）

からくみ上げた地下水をばっ気処理し、水に含まれ

る有機塩素系化学物質を気体側に移行させ、ガス用

活性炭に付着させて大気に放出しました。水に残っ

た有機塩素系化学物質は水用活性炭に付着させ、還

元井戸から地下に戻しました。 

(3)  寄附金充当額 

（地下水又は湧水の保全に関する事業） 

      290,000 円 

 

 

 

 

 

 

１４ 着ぐるみ「もりりん」製作事業 

(1)  事業目的 

「もりりん」は、平成 8 年 10 月開催「第 10 回か

ながわ都市緑化秦野フェア」におけるマスコットキ

ャラクターとして誕生(着ぐるみ製作)しました。 

製作から 20 年以上が経過し、経年劣化による損

耗が激しいため、新たに着ぐるみ製作をしました。 

(2)  事業概要（抜粋） 

  ・くずはの家２０周年“秋のつどい”  １０月２８、２９日 

 ・第 ３ ９ 回 秦 野 市 市 民 の 日 １１月３日 

 ・第１４回はだの丹沢水無川マラソン大会 １１月２日 

                      ほか  

 (3)  寄附金充当額 

（もりりん着ぐるみ再製作《もりりんクラウドファンディング》） 

      773,280 円 

 

 

 

 

 

 

 



１５  造林補助事業補助金 

 (1)  事業目的 

森林資源の増強と森林の持つ公益的機能を総合的

かつ高度に発揮させるため、森林組合等が実施する

相当規模地域を単位とした造林事業に対し助成を実

施しました。 

(2)  事業概要 

森林組合が策定する森林経営計画に則う植林から

保育に至る造林事業につき事業費の 15％を助成。 

下刈り 14.61ha   枝打ち 3.24ha 

間 伐  8.09ha  

(3)  寄附金充当額 

（みどり又は里山の保全又は創造に関する事業） 

      1,139,000 円 

 

 

 

１６  民有林整備活用事業補助金 

 (1)  事業目的 

森林資源の増強と森林の持つ公益的機能を総合的

かつ高度に発揮させるため、零細な森林を対象とし

て、森林組合等が行う森林整備と人工林の広葉樹へ

の転換に対して助成しました。また、所有者の森林経

営に対する意欲の喚起と自立的な森林経営の環境整

備を推進するため、木材搬出に対して助成しました。 

(2)  事業概要 

一定量の間伐財搬出が維持されるとともに、継続

的な森林整備を実施しました。 

下刈り 1.14ha   枝打ち    0.5ha 

間 伐 0.5 ha   間伐材搬出 3,097 ㎡ 

(3)  寄附金充当額 

（みどり又は里山の保全又は創造に関する事業） 

      1,793,000 円 

 

 

 

 



１７ 里山ふれあいの森づくり事業 

 (1)  事業目的 

里地里山の荒廃防止や市民の方への理解を深める

ことを目的に、市民と行政が一丸となって、里地里山

の保全再生活動を実施しました。 

(2)  事業概要 

  開始当初（里山 11 団体、活動面積約 15ha)から事

業を継続し、団体数が増加し事業も拡大しています。 

  里山 24 団体 41.35ha  里地 6 団体 5.55ha 

 (3)  寄附金充当額 

（みどり又は里山の保全又は創造に関する事業） 

      420,000 円 

 

 

 

 

 

 

１８ 市民による植樹・育樹・活樹推進事業 

(1)  事業目的 

里地里山の荒廃防止や市民の方への理解を深める

ことを目的に、市民主体の植樹・育樹・活樹事業を実

施しました。 

(2)  事業概要 

  ア 植樹事業 

弘法山公園で市植樹祭を開催。参加者１３３

名。ヤマザクラ、コナラ、イロハモミジ、コブ

シを計１５５本植樹。 

イ 育樹事業 

千村(頭高山)、堀山下(全国植樹祭地)、曽屋(弘

法山公園)で下草刈り等を実施。 

ウ 活樹事業 

丹沢まつり等において啓発活動を実施。 

(3)  寄附金充当額 

（みどり又は里山の保全又は創造に関する事業） 

      800,000 円 

 

 

 

 

 



１９ 商店街ガイドブック作成事業 

(1)  事業目的 

４駅周辺の地域資源や魅力情報を盛り込むととも

に、地産池消を応援する商店などを紹介することで、

商店街の回遊性とにぎわい創出を支援するため、商

店街等ガイドブック「メルカＨＡＤＡＮＯ」を作成し

ました。 

(2)  事業概要 

  市内全１８商店街の紹介のほか、落花生など秦野

を代表する特産品の生産者取材記事や温泉施設等の

特集記事など、秦野市の魅力を知っていただく内容

で２万部発行しました。スマートフォンをかざすと

紹介動画が見られる機能を搭載していて、商店街を

動画で紹介する全国でも珍しいガイドブックです。 

市役所や公民館などで無料配付中。 

 (3)  寄附金充当額 

（秦野市のため） 

      7,431,521 円 

 

 

 

 

２０ 秦野落花生生産支援事業 

(1)  事業目的 

秦野市を代表する特産農産物の落花生は、近年、低

収益性や担い手不足等による影響で作付面積等が

年々減少し続けているため、落花生の生産者に対し

営農意欲の向上や経費等の軽減を図りました。 

(2)  事業概要 

  落花生の生産者に対して、生産支援に対する補助

金を支出しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（秦野市のため） 

      3,309,500 円 

 

 

 

 



 

 

 

２１ 千村十王堂トイレ整備事業 

(1)  事業目的 

頭高山周辺の観光地としての利便性向上を図りま

した。 

(2)  事業概要 

千村十王堂会館敷地内に公衆トイレを設置 

 (3)  寄附金充当額 

（観光の振興に関する事業） 

      5,020,267 円 

 

 

 

 

２２  花のある観光地づくり推進事業 

 (1)  事業目的 

新たな観光資源として桜の名所を創出するため、後

世に誇れる景観づくりを推進しました。 

(2)  事業概要 

平成３０年１０月の台風により頭高山の八重桜が

甚大な被害を受けたことから、新たに苗木２０本を植

樹しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（観光の振興に関する事業） 

      1,607,240 円 

 

 

 

 

 

 



 

 

２３ 震生湖湖畔南西側園路整備工事 

 (1)  事業目的 

自然環境の保全と良好な景観の向上等を図り、よりよ

い観光拠点、レクリエーション拠点とすることを目指し

て、散策道の整備などの環境整備を行いました。 

(2)  事業概要 

  湖畔の広場を整備しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（観光の振興に関する事業） 

      1,184,436 円 

 

 

 

 

 

 

２４ 市道改良事業 

(1)  事業目的 

スクールバスの進入路となる既存市道を拡幅整備

し利便性の向上を図りました。 

(2)  事業概要 

    延長 １３２ｍ  幅員 ６ｍ 

 (3)  寄附金充当額 

（住みよい街づくりの整備に関する事業） 

      15,032,520 円 

工事前 

 

工事後 

 

 

 

 



 

 

２５ ペコちゃん公園はだの（中央こども公園）の遊具改修事業 

 (1)  事業目的 

施設を安全に利用していただくため、劣化した大

型複合遊具及び健康遊具を改修しました。 

(2)  事業概要 

大型複合遊具について、木柵や滑り台などを部分

改修しました。健康遊具１基については入れ替えを

しました。 

(3)  寄附金充当額 

（みどり又は里山の保全又は創造に関する事業） 

      8,725,914 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６ みずなし川緑地散策路整備事業 

(1)  事業目的 

段差や亀裂が生じていたため、みずなし川緑地の

散策路を整備しました。 

(2)  事業概要 

整備延長        ２２０ｍ 

アスファルト舗装面積 ４５６㎡ 

 (3)  寄附金充当額 

（秦野市のため） 

      13,805,640 円 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

２７ 小学校トイレ快適化第二次整備事業 

 (1)  事業目的 

市立小学校（１３校）のトイレの洋式化・快適トイ

レ化を図りました。  

(2)  事業概要 

  ５校 計１０５台のトイレを洋式化しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（秦野市のため） 

      13,249,539 円 

 

 

 

 

 

 

２８ 中学校トイレ快適化第二次整備事業 

 (1)  事業目的 

市立中学校（９校）のトイレの洋式化・快適トイレ

化を図りました。 

(2)  事業概要 

  ４校 計６４台のトイレを洋式化しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（秦野市のため） 

      8,978,157 円 

 

 

 

 



 

 

２９ 幼稚園保育室にエアコンを設置 

 (1)  事業目的 

園児たちが快適に生活できるよう市立幼稚園の保 

育室にエアコンを設置しました。 

(2)  事業概要 

６園の年長組保育室に、計１２台を設置しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（秦野市のため） 

      5,211,840 円 

 

 

 

 

 

 

３０  幼稚園教育活動推進事業 

 (1)  事業目的 

園児の情操教育や体力づくり、地域の自然を生か

した体験学習など、より良い発達を促すことを目的

として、専門的な技量を持つ講師による特色ある教

育を実施しました。 

(2)  事業概要 

  音楽指導、絵画指導、体操指導、農業体験、お話

会など、各園において、様々な取組を実施しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（秦野市のため） 

      304,000 円 

 

 

 

 

 



 

３１ 給食設備購入事業 

(1)  事業目的 

安全・安心な学校給食実施のため、耐用年数を経過

した設備を更新しました。 

(2)  事業概要 

  食器洗浄機及び給湯器（末広小学校） 

  消毒保管庫（南が丘小学校） 

 (3)  寄附金充当額 

（秦野市のため） 

      7,470,360 円 

 

 

 

 

 

 

 

３２  中学校ＩＣＴ環境整備事業 

(1)  事業目的 

生徒の学力向上を図るため、タブレット端末を全て

の中学校に配置するとともに、大型テレビモニターを

普通教室に設置し、ＩＣＴ環境の整備を推進しました。 

(2)  事業概要 

  タブレット端末３８９台、タブレット端末の画像等

を投影する大型テレビモニター１１５台を配置するこ

とでＩＣＴ環境の整備を進めました。 

タブレット端末で写真等を記録し、そのデータを用

いてレポートをまとめるため、観察力や表現力の向上

に寄与しました。 

大型テレビモニターを用いることで授業進行が円滑

になり、生徒が考える時間に多くを割くことで授業中

の時間配分が有効にできるようになりました。 

 (3)  寄附金充当額 

（教育の充実に関する事業） 

      22,663,914 円 

 

 

 

 

 

 

 



３３ いじめ・不登校対策事業 

 (1)  事業目的 

秦野市からいじめの根絶をめざすことを目的に、

学校や家庭を含めた地域への啓発運動を行いまし

た。 

(2)  事業概要 

秦野市の全小学校・中学校の代表児童・生徒（全 

４４名）が集い、いじめを生まない学級・学年・学校

創りについて情報交換や意見交換を行い、今後の学校

での活動につなげるための委員会を年間４回（5/6、

6/10、8/17、11/11）開催しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（教育の充実に関する事業） 

      191,528 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３４ はだのっ子アワード事業体験活動部門における「マチアルキ」アプリの活用 

(1)  事業目的 

秦野を愛する子どもたちを育むため、自然、風土、

産業、伝統、文化を学習・体験する地域めぐりを実施。 

(2)  事業概要 

  市内の文化財、自然等の情報を「マチアルキ」アプ

リに登録し、タブレット端末とＡＲ機能(※)を用いた

地域探索が可能となるよう整備しました。 

一部地域において地域めぐりの親子体験行事を実

施。講師解説に加え、疑似体験を交えて発見する楽し

みを味わいながら地域への関心や知識を深めました。 

（※ＡＲ機能：タブレット端末等でレンズ越しのディスプレイに映った被写体につ

いて、その説明が表示されるなど、拡張現実機能により疑似体験ができること） 

 (3)  寄附金充当額 

（教育の充実に関する事業） 

      2,651,820 円 

 

 

 

 

 

 

 

 


