
平成２９年度 はだのふるさと寄附金充当事業 

 

１  第１３回はだの丹沢水無川マラソン大会 

 (1)  事業目的 

市民の健康づくりの振興や本市の知名度の向上等

を図るため、全国から多くのランナーを迎える大会

を開催します。 

(2)  事業概要 

   平成２９年１２月３日（日）開催 

ハーフマラソン参加者 ２,２１６名 

５ｋｍコース参加者    ９７５名 

（うち市外合計２,４７５名） 

モバイルＡＥＤ隊      ４２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 

 

 

 

 

 

２  おおね公園多目的広場改修工事（人工芝に改修） 

 (1)  事業目的 

おおね公園多目的広場を多目的かつ効率的に利用

ができる人工芝グラウンドへ改修し、利便性の向上

を図ります。 

(2)  事業概要 

  ア ロングパイル人工芝舗装工 １２，７６０㎡ 

イ クレイ舗装工 ２，９８０㎡ 

ウ 付帯施設工（バックネット、ラグビーゴール

（着脱式）） 

エ 施設機能の内容 

サッカーコート（１面）、少年サッカーコート

（２面）、フットサルコート（１面）、ラグビーコ

ート（１面）、ソフトボール場（１面） 

 (3)  寄附金充当額 

（秦野市のため） 

      39,081,436 円 

 

 

 

 

 



３  障害のある子ども達へのクリスマスプレゼント 

 (1)  事業目的 

障害のある子ども達に、生きがいを感じてもらえ

るよう、クリスマスプレゼントとして贈り物を贈呈

します。 

 (2)  事業概要 

    18 歳までの障害者手帳取得者（470 人） 

主となる贈り物として、障害者支援施設商品及び 

クリスマスカードを贈呈しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（福祉の充実に関する事業） 

      1,406,000 円 

 

 

 

 

４  パラスポーツフェスティバルの開催 

 (1)  事業目的 

障害者スポーツの啓発及び健常者との交流を図る

ため、だれもが参加できるパラスポーツフェスティ

バルを開催します。 

 (2)  事業概要 

    平成 29 年 10 月 21 日開催 

有森裕子氏講演や、車椅子バスケットボール、ユニ 

カール等の体験会を行いました。 

 (3)  寄附金充当額 

（福祉の充実に関する事業） 

      1,922,400 円 

 

 

 

 

 

 



５  子育て応援出産支援金給付事業 

 (1)  事業目的 

出産直後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す。 

(2)  事業概要 

  平成２９年度に、出生後秦野市に住民登録された

９８５人の新生児の養育者（父母等）に対して、新生

児１人につき３０，０００円を支給しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（子育ての支援又は充実に関する事業） 

      9,850,000 円 

 

 

 

６  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

向上を図ります。 

(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 

（教育の充実に関する事業） 

      355,000 円 

 

 

 

 



７  公立認定こども園空調設備設置 

 (1)  事業目的 

すえひろこども園及びつるまきこども園の保育室

に空調設備を設置します。 

(2)  事業概要 

   すえひろこども園 ４教室 約２１０㎡ 

つるまきこども園 ２教室 約１０２㎡ 

(3)  寄附金充当額 

（秦野市のため） 

      2,808,000 円 

 

 

 

 

 

 

８  はだのこども館学習室改修工事 

 (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、学習室を改修します。 

 (2)  事業概要 

      はだのこども館学習室の床等の改修。 

参考書や問題集を揃えたライブラリーと、それ 

を貸出するための無人貸出返却機の設置。 

 (3)  寄附金の使途及び充当額 

    （子育ての支援又は充実に関する事業） 

     10,316,134 円 

 

 

 

 



９  森林遊び場（仮称）整備事業 

 (1)  事業目的 

野外活動などを目的とした、森林遊び場整備事業

を実施します。 

 (2)  事業概要 

    第２期建設工事終了（最終は、第４工期まで） 

  工事内容：空中デッキ等 

 (3)  寄附金充当額 

（子育ての支援又は充実に関する事業） 

      10,882,880 円 

 

 

 

10  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の浄化するため、浄化装置を

賃貸借します。 

(2)  事業概要 

浄化装置は、処理能力最大 400 ㎥/日で揚水井戸か

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す。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す。 

(3)  寄附金充当額 

（地下水又は湧水の保全に関する事業） 

      3,157,000 円 

 

 

 

 

 

 

 



11  秦野名水フェスティバル 

 (1)  事業目的 

名水百選選抜総選挙おいしさが素晴らしい名水部

門第１位を獲得した「おいしい秦野の水～丹沢の雫」

をはじめとする「秦野名水」の魅力を発信します。 

(2)  事業概要 

   平成２９年８月２日（水）開催 

講演会、展示、縁日、自然教室、映画上映会を開催。 

参加者計    1,229 名 

(3)  寄附金充当額 

（地下水又は湧水の保全に関する事業） 

      1,099,460 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

12  平成２９年度堀西法面崩落防止工事 

 (1)  事業目的 

崩落の危険が生じた市道の法面の土留工事を行

い、安全性を確保します。 

(2)  事業概要 

崩落の危険がある箇所についての土留工事ととも

に、車の退避スペースも設けました。 

(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） 

      4,263,840 円 

工事前 

 

工事後 

 

 

 

 



13  くずはの家屋根及び外壁等塗装工事 

 (1)  事業目的 

ログハウスとなっているくずはの家の躯体を維持

するための塗装工事を行います。 

(2)  事業概要 

屋根及び外壁を塗装しました。 

(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） 

      2,232,576 円 

工事前 

 

工事後 

 

 

 

14  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

相当規模の地域を単位とした造林事業に対し助成し

ます。 

(2)  事業概要 

秦野市森林組合が策定する森林経営計画に則った

植林から保育にいたる造林事業について事業費の１

５％を助成しました。 

(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） 

      1,477,000 円 

 

 

 



15  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す。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す。 

(2)  事業概要 

１ｈａ未満の森林の植栽、間伐、枝打ち等の森林整

備に対して助成しました。また、林業としての採算が

見込まれない森林について、広葉樹への転換に対す

る支援を行いました。 

(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） 

      1,993,000 円 

 

 

 

 

 

 

16  くずはの泉公衆トイレ整備工事 

 (1)  事業目的 

観光客の利便性向上のため、くずはの泉に公衆ト

イレを設置します。 

(2)  事業概要 

  公衆トイレ１基を設置しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（観光の振興に関する事業） 

      4,179,856 円 

 

 

 

 



17  花のある観光地づくり推進事業 

 (1)  事業目的 

桜の名所を創出するため、弘法山公園を中心に桜

の苗木を植樹します。 

(2)  事業概要 

  ソメイヨシノやジンダイアケボノ等の苗木を植樹

しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（観光の振興に関する事業） 

      1,000,000 円 

 

    

 

 

 

18  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

す。 

(2)  事業概要 

  湖畔散策道約１２０メートルを整備しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（観光の振興に関する事業） 

      993,600 円 

 

 

 

 



19  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）の全てのトイレを洋式化・快

適トイレ化します。  

(2)  事業概要 

  本町小、南小、大根小、広畑小、末広小の１３０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） 

      21,000,000 円 

 

 

 

 

 

20  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）の全てのトイレを洋式化・快適

トイレ化します。 

(2)  事業概要 

  本町中、北中、渋沢中の７３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） 

      11,000,000 円 

 

 

 

 

 

 



21  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す。 

(2)  事業概要 

本町幼稚園（２室）、南幼稚園（２室）、東幼稚園（２

室）、北幼稚園（３室）、大根幼稚園（３室）、西幼稚

園（２室）、みなみがおか幼稚園（３室）、ほりかわ幼

稚園（３室）にエアコンを設置しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（教育の充実に関する事業） 

      7,310,425 円 

 

 

 

 

 

 

 

22  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

育を実施します。 

(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、数園において、様々な取組を実施しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（教育の充実に関する事業） 

      366,000 円 

 

 

 



23  小学校ＩＣＴ環境整備事業 

(1)  事業目的 

市立小学校の児童が授業で使用するためのタブレ

ット端末とテレビモニターを導入します。 

(2)  事業概要 

  タブレット端末５１２台、テレビモニター２６０

台等を導入しました。 

 (3)  寄附金充当額 

（秦野市のため） 

      20,000,000 円 

 

 

 

24  源実朝公御首塚の整備事業 

 (1)  事業目的 

第３０回実朝祭及び平成３０年の源実朝公没後 

８００年に向けて市指定の史跡である源実朝公御首

塚(東田原１０１７番地)の整備事業を実施します。 

(2)  事業概要 

周囲に設置済の垣根を竹製から樹脂製(延長５５.

８ｍ)に変更しました。 

歌碑や記念碑、灯籠など、全体のバランスに配慮

しながら再配置しました。 

史跡内の樹木(高木及び中･低木)の剪定作業を実

施しました。 

(3)  寄附金充当額 

（文化又は生涯学習の振興に関する事業） 

      960,444 円 

 

 

 

 

 


