
「住まうまち熱海づくり」を加速し、市民が変化を実感できる1年に
（平成２９年度 熱海市の予算・施策）

平成29年4月
熱海市

日本でナンバー１の
温泉観光地づくり

住まうまち熱海づくり

観光・商業振興で得られた原資を活用し、市民の暮らしを豊かに

〈市の貯金（基金）〉

H18
年度末

H28
年度末

48.5億円

12.6億円

子育て相談窓口「すくすく」
（熱海版ネウボラ）の創設

専任の保健師による相談窓口を創設
ママの産前・産後のケアを充実

創業・経営支援の強化

専属アドバイザーの設置（A-biz）
リノベーションまちづくりの推進

消防団詰所の新設

第3分団（西部）
第9分団詰所（初島）新設

H29
年度

待合室洋室化、多目的室
新設などの改装・改修

火葬場施設のリニューアル

ｸﾙｰｽﾞ船誘致委員会の創設
港湾ｴﾘｱの将来ﾋﾞｼﾞｮﾝの調査検討

クルーズ船誘致活動の強化

認定こども園(H31年度中頃開園予定)

小嵐保育園園舎及び第二小学校の地階
をリノベーション

放課後児童クラブの拡充

放課後児童ｸﾗﾌﾞの時間延長（18時まで）
土曜日開設を開始

敬老会の開催支援

各地域で開催する敬老会へ
奨励金を交付

＜内観ｲﾒｰｼﾞ＞

南熱海支所・
消防署南熱海出張所の改築

築50年の南熱海支所・消防署
南熱海出張所の改築に着手

財政運営

「財政危機宣言」（H18）の大きな
要因となった不良債務がゼロに

40.9億円

ゼロ

H18
年度末

H29
年度末見込

〈入湯税による宿泊客数（暦年）〉宿泊客数

38.1億円
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236万人

2年連続
300万人を突破

「食の魅力アップ」・「夜の賑わいづくり」・
「インバウンドの推進」を強化

観光ブランドプロモーションの展開

市制施行８０周年

熱海型別荘コンシェルジュの創設

ワンストップサービスの提供

〈公営企業会計の不良債務 〉

過去10年で蓄えた貯金で
「住まうまち熱海づくり」を加速

熱海発展の歴史を振り返り
未来を展望

302万人

学校施設等の大規模修繕

計画的に屋上防水等の修繕を実施
（多賀小・中、初島小中、泉幼稚園）
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平成 29 年 4 月

熱海市 平成 29 年度予算・施策の概要 

★ 新生熱海の実現に向け「住まうまち熱海づくり」を加速し、市民が変化を実感できる 1 年に。 
 

一般会計予算案 

185 億 8,500 万円 

（対前年度比 4.97 億円 2.7%増） 

（歳入）市税 96.6 億円（同 0.9%減）、繰入金 12.4 億円（同 180.9%増）、市債 15.2 億円（同 1.7%増） 

※ 市税収入（対前年度比）：市民税（個人・法人）0.56 億円減、入湯税 0.42 億円減 

（歳出）人件費 36.7 億円（同 3.1%増）、扶助費 34.1 億円（同 4.3%増）、公債費 16.8 億円（同 0.3%減） 

普通建設事業費 23.0 億円（同 12.8%増）、物件費 35.1 億円（同 10.5%増）、維持補修費 2.1 億円（同 41.3%増） 
  

 

日本でナンバー1 の温泉観光地づくり  
＜市民生活を豊かにする原資を得るための観光・商業振興策＞ 

住まうまち熱海づくり  
＜観光・商業振興で得られた原資を活用し市民生活を豊かにする施策＞

 
 来誘客の満足度向上 

 ・観光ブランドプロモーションの展開 
（食の魅力アップ、夜の賑わいづくり、インバウンドの推進 18,252 千円）

 ・ジャカランダサミットの開催（2,000 千円） 

 ・クルーズ船誘致委員会の創設、港湾エリアの将来ビジョンの調査検討
（セールス等 2,000 千円、港湾調査 30,000 千円） 

・観光施設への投資（海釣り施設更新設計 2,000 千円、香林亭耐震診断 1,000 千円等）

・外国人観光客の受入環境整備の推進 
（観光施設等 FreeWi-Fi 整備 3,000 千円、Wi-Fi 整備等補助 5,500 千円 

飲食店洋式トイレ整備補助 5,000 千円、多言語情報誌の更新） 

・ユニバーサルマナー研修の実施 
（高齢者、障がい者等対応研修 1,160 千円） 

 ・熱海型別荘コンシェルジュの創設 
(別荘所有者ワンストップサービスの提供 5,000 千円) 
 

 経営支援の強化、新たな産業・働き方・暮らし方の創造 
・熱海市チャレンジ応援センター（A-biz）の経営支援機能の強化 

（アドバイザーの設置等 18,000 千円） 

・創業支援とリノベーションまちづくりによる創業環境整備（17,140 千円）

・自伐型林業の推進（担い手の養成等 6,700 千円） 

・商工会議所の耐震化支援（15,000 千円）  
 

 安心して子どもを産み育てる環境の充実 
 ・子育て相談窓口「すくすく」（熱海版ネウボラ）創設、 

産前産後サポート、産後ケア等の開始 
（保健師、助産師、心理相談員による相談等 1,988 千円） 

 ・不妊治療助成の拡充（3,489 千円） 
 就学前施設の充実 
・認定こども園の新設（耐震設計及び詳細設計）  

 ・地方裁量型認定こども園開設（MOA あたみ幼児学園運営費 60,182 千円） 
 ・「IPPO あじろ園」療育事業の拡充（施設改修等 31,107 千円）  

 教育環境等の充実 
・学校施設等大規模修繕（多賀小屋上防水 32,742 千円（3 か年計画）、

多賀中屋上防水 95,000 千円、熱海中体育館外壁改修 11,794 千円、 

初島小中屋根外壁修繕 128,952 千円、泉幼屋根外壁修繕 12,083 千円）

 ・放課後児童クラブの時間延長（18 時）・土曜日開設実施（45,374 千円）

・ALT 増員（5 名⇒7 名）による外国語教育の強化（20,923 千円）  
 高齢者・障がい者福祉の向上 

 ・敬老会開催奨励金（地域開催支援 3,000 千円）  
 ・熱海版地域包括ケアの検討開始（高齢者実態把握調査 1,000 千円） 

・障がい者雇用の促進（ホテル・旅館就労モデル事業 3,914 千円） 

 公共サービス、生活インフラ等への投資（公共施設の整備等）

 ・南熱海支所・消防署出張所改築（基本設計、実施設計 28,080 千円) 
 ・火葬場施設リニューアル（改装・改修 130,000 千円）  
 ・エコ・プラント姫の沢の機能回復（保全工事第 3 期 741,496 千円） 

 ・消防団第 3 分団詰所新設（設計 4,655 千円） 

 ・消防団第 9 分団詰所新設（建設 67,319 千円）  
 ・津波避難路の整備（避難路整備 20,000 千円）  
 ・市単独道路改良等の促進（157,116 千円（119,747 千円増））  

市民のための市役所づくり  
・コンビニ交付サービスの開始（30 年度） 

（コンビニで住民票、戸籍、税証明等が取得可能：債務負担行為～H30 年度）

・市議会・行政の情報公開の強化 
（市議会インターネット議会中継システム導入 1,619 千円） 

・市職員の意識と能力の向上（先進地視察研修 3,000 千円） 


