
 

 

 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 度  施 政 方 針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              湯河原町長  冨 田 幸 宏 

 



-１- 

 

令和３年度当初予算案及び諸議案を提出するに当たり、私の町政の運

営における所信と施策の概要につきまして、ご説明申し上げ、議員各位

及び町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 我が国の経済状況は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然

として厳しい状況にありますが、輸出は、増加しており、輸入は、おお

むね横ばいとなっております。企業収益は、感染症の影響により、大幅

な減少が続いているものの、総じてその幅に縮小がみられております。 

そのような中、感染拡大の防止と両立する形で、社会経済活動のレベ

ルを引き上げた「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」などの効果

により、個人消費が改善してきたことから、持ち直しの動きもみられて

おります。 

しかしながら、経済の水準は新型コロナの流行前を下回った状態にと

どまり、回復はいまだに途上にあるなど、引き続き、感染症の拡大によ

る変動に十分注意する必要があるとされております。 

 国では、感染症の拡大防止策、ポストコロナに向けた経済構造の

転換・好循環の実現、防災・減災、国土強靭化の推進など安全・安

心の確保を柱とする「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための

総合経済対策」を策定いたしました。 

 国の経済財政運営に当たっては、国民の命と暮らしを守るため、感染

防止対策と社会経済活動の両立を図るとしております。 

今回、新型コロナの感染拡大により明らかとなった行政サービス等に

おける様々な課題に対処すべく、デジタル化に向けた規制改革の推進、

デジタル社会を目指すための集中投資・実装とその環境整備及び新しい

社会を支える「人」・イノベーションへの投資を強化するとしておりま

す。 

また、活力ある地方を創るべく、中小企業の生産性向上や最低賃金の

全国的な引上げに取り組むとともに、観光や農林水産業の振興、地域公

共交通の活性化などにより、地方の所得を増やし、地方を活性化すると

しております。 

不妊治療の医療保険適用への取り組みなど、切れ目のない子育て支援

や保育サービスを拡充するなど少子化対策を進め、全ての世代の方々が
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安心できる社会保障制度を構築するとしております。このため、テレワ

ークや同一労働同一賃金など働き方改革を推進するとともに、就職氷河

期世代をはじめ、個々人の状況に応じた社会参加など頑張る人を強力に

支援し、若者も高齢者も女性も障がいや難病のある方も皆が活躍できる

地域共生社会の実現に取り組むとしております。 

このような経済動向により、持ち直しが期待されておりますが、国・

地方の債務残高がＧＤＰの２倍を超えて膨らむ見込みであるなど、以前

にも増して、地方における経済は、厳しい状況が続くものと考えており

ます。 

 本年度の予算編成に当たっては、新型コロナの影響を受けたことによ

り、歳入では、町民税や入湯税など町税全体において減収となっており、

令和２年度予算と比べ歳入総額が大幅に減額となり、令和３年度以降も

同様な状況が続くことが予測されます。感染症の拡大防止と経済活動の

両立を図り、町民の皆様の生活を守る必要な取り組みを推進していくた

めには、自主財源だけではなく、地方交付税や臨時財政対策債等の依存

財源に頼らざるを得ないところでございます。 

 このような中、町民の皆様を取り巻く環境は、大変厳しいものとなっ

ていることから、さらなる負担を強いることはできないという判断によ

り、職員自ら身を削って職務に挑む覚悟が示され、管理職手当について、

現在20％削減しているところ、さらに役職に応じた削減率をもって削減

することといたしました。 

また、多くの皆様から本町を応援していただいております「ふるさと

納税」につきましては、インターネットだけではなく、新たな寄附の方

法として、本町にお越しいただいた方に向けて、ふるさと納税自動販売

機を設置させていただいたことなど、新たな仕組みや活用方法等をさら

に検討し、あらゆる角度から本町の魅力を広くＰＲすることで、多くの

ご支援をいただきますよう努めてまいります。 

一方、歳出では、感染症予防対策や介護・福祉・児童関係の社会保障

制度の充実に向けた各種サービスに係る扶助費等の義務的経費は、引き

続き増加することが見込まれております。また、湯河原町真鶴町衛生組

合における最終処分場再生事業などの起債の元金償還に伴う負担金も増
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加しております。 

このような中、町の観光拠点である温泉場地区におきましては、これ

までに様々な整備に取り組んでまいりましたが、その集大成といたしま

して、本年春、約70 年前から皆様に親しまれてきた公園としての歴史に

逆らわずに、「リビング＆ガーデン」のコンセプトを付加した万葉公園

がリニューアルされます。「ウィズコロナ」「アフターコロナ」の新し

い生活様式の中で、本町の豊かな自然環境、温泉、史跡などのかけがえ

のない資源を最大限に活用して観光産業を活性化することにより、地域

経済をけん引するとともに、観光立町の実現を推進することで、町内経

済の持続的な発展、町民生活の向上、町税の増収に努めてまいりたいと

考えております。 

また、現行の総合計画「ゆがわら2011プラン」に替わり、町民の皆様

の参画・協働のもと策定を進めております「ゆがわら2021プラン（湯河

原町総合計画）」（案）の始まりの年となります。まちの将来像である

「湯けむりと笑顔あふれる四季彩のまち 湯河原」の基本理念や、その

実現に向けた５つの基本目標を継承し、湯河原らしさを磨き、訪れる人

が笑顔になれるよう、町民が安全や安心を実感しながら笑顔で日々の暮

らしを重ねていけるよう施策や事業を展開してまいる所存でございます。 

それでは、令和３年度予算の骨子につきましては、「ゆがわら2011プ

ラン」から継承される５つの基本目標に沿ってご説明申し上げます。 

まず、「魅力と活力にあふれにぎわいのあるまちづくり」の施策とし

ては、観光の振興における観光資源の拡充・整備では、温泉場エリアに

おきまして、温泉街の風情が残る湯元通り街なみ環境整備、町立湯河原

美術館におけるミュージアムカフェ、そして、その集大成ともいえる万

葉公園一帯の再整備が完成し、Park－PFIによる民間活力を活用した事業

が、新たなスタートを迎えます。 

イベントの充実として、国の示す「イベント等における業種ごとに策

定された感染拡大防止ガイドライン」を遵守し、東京２０２０オリンピ

ック・パラリンピックの開催状況等を踏まえ、やっさまつりや花火大会

等の夏季行事開催事業の開催方法を併せて検討しながら実施してまいり

ます。また、ゆがわらハロウィンは、知名度、集客数共に高まっており、
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四季折々に魅力ある時代のニーズにあったイベントを折り込むことで集

客に努めてまいります。 

観光情報発信の活性化や強化では、地域の情報を掲載した情報紙発行

事業、街歩き情報配信サービス促進事業など、ソーシャルネットワーク

サービスや各種媒体の活用を図り、最新情報を随時提供いたします。ま

た、高度化・多様化するニーズに合わせた情報提供やマスメディア等へ

の取材対応に向けたロケツーリズム推進事業を展開してまいります。 

地域産業の振興として、商業基盤の整備では、商工会と連携し、駅周

辺地域や商店街における各種事業補助や創業支援事業を実施するなど、

商業の活性化を支援してまいります。また、町内経済の活性化及び住環

境の向上を図るために、住宅の改修・改良などのリフォーム工事に係る

費用の一部を助成することで町内消費を促してまいります。 

 農業生産基盤の整備では、広域農道小田原湯河原線の早期完成に向け

て、神奈川県と協議の上、引き続き事業の推進を図ってまいります。有

害鳥獣の被害対策として、野猿・イノシシ等につきましては、町・鳥獣

対策協議会・猟友会・農協鳥獣対策部会等が共に協力して追い払いや捕

獲等を実施し、被害の減少に努めてまいります。また、被害の発生を未

然に防ぐために電気柵などの防護・捕獲資材の購入及び設置に係る費用

の一部を助成することで被害の抑制に努めてまいります。 

林業基盤の整備では、水源環境の保全及び再生を目指した地域水源林

の整備を進めてまいります。また、森林環境譲与税基金の設置に伴い、

森林の整備に関する諸施策等を含め、林地台帳を活用することで、森林

の健全化、産業の活性化に努めてまいります。幕山地区における生活環

境保全林の整備として、湯河原梅林の剪定、下刈り、施肥などを行い、

保護・育成に努めてまいります。 

雇用の確保として、町内就職の促進では、箱根町との広域連携事業と

して、未来を担う若年者や高度な技術や知識を備えた労働人材の雇用・

移住促進を併せて図ってまいります。 

地方創生の推進として、町の総合計画では、令和３年度より次期総合

計画「ゆがわら2021プラン（湯河原町総合計画）」（案）がスタートい

たします。また、第２期「湯河原町まち・ひと・しごと創生総合戦略プ
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ラン」を受け、交付金を活用することで地方創生のさらなる推進を図っ

てまいります。 

空き家・空き店舗の活用では、空き家等の状況を把握することで、テ

レワークなどを含めた起業や事業への活用を促進いたします。また、空

き家の除却に対する解体費用の一部を助成いたします。 

結婚・出産・子育てしやすい環境の整備では、地域の多様な世代が子

どもたちを見守るコミュニティ「ゆがわらっことつくる多世代の居場所」

を拠点とした多世代交流により、様々な学び合いや交流を支援すること

で、世代を超えて循環する持続可能な地域の創出に努めてまいります。

また、多くの妊婦の方々に登録をいただいております妊婦専用の救急自

動車「マタニティ・サポート１１９」の活用を促してまいります。 

若い世代が定住していける住環境の整備や、少子化対策の強化として

低所得者を対象とした結婚に伴う新生活の費用を、国の制度を活用しつ

つ、引き続き、助成いたします。また、妊娠・出産・子育てに関する各

種相談に応じた支援プランの策定や、地域の保健医療に関する機関と連

絡調整を行い、子育て世代包括支援センター「ほんわか」を中心とした

妊産婦及び乳幼児の健康増進についての支援を行ってまいります。 

 次に「ともに支え合い笑顔で暮らせるまちづくり」の施策としては、

保健・医療の充実では、乳幼児期から高齢期までのライフステージに合

わせた健康増進計画・食育推進計画に掲げた健康寿命を延ばすための各

種事業を推進してまいります。 

予防対策では、各種検診の受診率の向上を図るとともに、健康教室等

を引き続き実施いたします。また、新型コロナや季節性インフルエンザ

等については、国や県などと連携した危機管理体制を構築し、感染拡大

防止のための体制づくりに努めてまいります。 

地域医療体制の充実では、引き続き、町内における休日当番医や広域

における病院群輪番制を実施してまいります。 

 地域福祉では、地域福祉計画に基づき、地域の方々と連携・協働して

推進するとともに、地域福祉の拠点となる社会福祉協議会を支援してま

いります。 

 児童福祉・子育て支援では、第２期湯河原町子ども・子育て支援事業
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計画に基づき、自然とやさしさの中で健やかに子どもが育つまちの実現

を目指し、子育て支援センターを中心としたワンストップによる子育て

支援を推進するため、一時預かり事業、子育てサロン運営事業、ファミ

リーサポートセンター事業を展開するとともに、ゆたぽん子育て相談を

実施し、児童相談業務の充実を図ってまいります。 

小児医療費助成では、各自治体による助成対象年齢や助成内容に差が

生じることなく、どこにいても、同じ水準により医療費助成が受けられ

るよう、引き続き、国などに法的制度化を要望してまいります。 

 障がい児者福祉では、障がい児者等が地域の中で「その人らしく暮ら

す」ことができるよう自助・共助・公助の支援による環境づくりを推進

し、障がい者自立支援給付等事業や身体障がい者更生援護給付事業など

を充実させてまいります。子どもたちの学校生活においては、サポート

や教育補助を行う障がい児介助員を継続して配置してまいります。また、

県に永きにわたり要望を続けておりました県立小田原養護学校湯河原・

真鶴方面分教室（仮称）の完成及び開設が予定されているところでござ

います。 

高齢者福祉では、高齢者生きがいプランに基づき、介護、福祉、健康

の各種サービスの充実を図ってまいります。また、「高齢者が安心と生

きがいを実感できるまちづくり」を実現するために、高齢者健康増進事

業や介護・生活支援事業において、各種支援等を促進することで心身の

健康増進の充実を図ってまいります。 

 次に「四季彩と暮らしが調和した安全・安心のまちづくり」の施策と

しては、計画的な土地利用による自然環境の保全における地球温暖化防

止対策では、低炭素社会づくりを推進するため、ＥＶ（電気自動車）・

ＰＨＶ（プラグインハイブリット車）の普及に欠かすことのできない急

速充電設備の管理・運営を行ってまいります。また、環境保全において

は、引き続き、猫の不妊・去勢手術に対しての助成を実施いたします。 

自然保護では、町有林において、ナラ菌によるナラ類やシイ・カシ類

の樹木が枯れる「ナラ枯れ」が発生していることから、被害対策を実施

いたします。 

 持続可能な生活環境の構築として、循環型社会の構築では、リサイク



-７- 

 

ル・リユースの意識を高めるためリサイクル推進事業として、分別収集

の徹底を図ることで、資源化を進めてまいります。 

ごみ処理体制の充実として、ごみ収集対策事業では、日常排出される

ごみ収集の効率化を図るために、「湯河原町ごみ収集業務計画」に基づ

き、町内全域を業務委託しております。また、湯河原町真鶴町衛生組合

において、最終処分場が稼働したことにより、より安全で安定した埋め

立て処分を行ってまいります。 

し尿・浄化槽汚泥処理体制の充実では、熱海市に委託し適正処理を実

施することで、安定的なし尿・浄化槽汚泥の処理を行ってまいります。 

 安全・安心の実現として、防災・危機管理では、災害時の拠点となる

防災コミュニティセンター防災倉庫に備蓄品を整備しており、併せて各

避難所においても配備しております。引き続き、感染症防止対策にかか

る品目についても整備してまいります。また、民間のブロック塀などの

組積造の撤去等にかかる費用の一部を助成してまいります。 

交通安全対策の充実では、引き続き、一般車両などにドライブレコー

ダーを普及させることにより、運転者の安全意識の高揚を図るとともに、

犯罪抑止も期待できることから、購入費用の一部を助成してまいります。 

防犯体制の充実では、各地区からの要望を踏まえて防犯灯の整備を行

っております。また、防犯カメラの設置が犯罪抑止に有効性が高いこと

から、公共施設への設置以外にも、一般住宅への設置に対する費用の助

成を実施してまいります。 

消防体制の整備では、１１９番通報受付や情報指令業務等の核となる

高機能消防指令センターの更新を行うことで、安定した運営を図ってま

いります。また、福浦第９分団に配備しております消防ポンプ自動車を

更新いたします。 

交通ネットワークの整備として、公共交通網の充実では、コミュニテ

ィバス及び予約型乗合い交通「ゆたぽん号」の運行により、高齢者や交

通弱者の支援、公共交通不便地域の改善に向けた体制を整え、利用者の

利便性向上に努めてまいります。 

 次に「生涯を通じて学び豊かな心を育むまちづくり」の施策として、

学校教育の充実では、地域の教育力を活用した体験学習、小学校におけ
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るお茶摘み体験など、本町の自然を通して生命や環境保護の大切さを学

んでおります。 

教育施設の設備・整備の促進では、小・中学校におけるＩＣＴ教育の

推進に向けたＧＩＧＡスクール構想等の実現のため、ＩＣＴ環境を整え

るとともに、ＩＣＴを活用した学習活動の推進を図ってまいります。ま

た、学校施設長寿命化計画の策定を受けて、児童・生徒が安全・安心し

て学習できる環境の整備に努めてまいります。 

生涯教育では、図書館においては、本町における生涯学習の拠点のひ

とつとして、新しい生活様式を取り入れ、利用者の安全・安心と利便性

の向上が図られるよう各設備の維持管理に努めてまいります。また、町

民大学においては、会場のあり方を考慮した上で、幅広い世代に受け入

れられるよう魅力ある講座を開催してまいります。 

スポーツ施設の充実では、ヘルシープラザ、町民体育館においては、

効率的かつ効果的な管理運営を行うために、指定管理者制度を導入して

おりますが、新たに総合運動公園に整備した弓道場を管理施設に加え、

より一層、スポーツの普及に努めてまいります。また、スポーツの振興

では、スポーツ少年団や体育協会などのスポーツ団体への支援やスポー

ツ推進委員によるニュースポーツの普及など、各団体の協力のもと、町

民の体力増進、健康の維持、世代間の交流などを図ってまいります。 

青少年健全育成では、子ども会、青少年指導員会など、地域の方々と

の連携による事業を継続し、実施してまいります。また、保護者が昼間

家庭にいない児童が、安全で安心に過ごせる場である学童保育所におい

ては、引き続き、民間事業者に委託することで事業の安定化・効率化を

図ってまいります。 

美術館では、平松礼二館開館15周年記念展をはじめとする展覧会の充

実に努めてまいります。また、ミュージアムカフェや庭園を活用し、温

泉場エリアの観光の拠点として、より一層の集客を図ってまいります。 

次に「みんなでつくる自立と協働のまちづくり」の施策として、身近

で開かれた行政を目指して、町民が町政に関する情報をいつでも容易に

得られるように、町政運営における公正及び透明性を確保しながら、行

政情報を積極的かつ的確に公開してまいります。 
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広報・広聴活動では、ホームページ、メールマガジン、エフエム熱海

湯河原、ｔｖｋのデータ放送などを活用するほか、広報ゆがわらを、引

き続き、コンビニエンスストアなどの身近な場所に配架することで、情

報提供に努めてまいります。また、ホームページについては、ⅠＣＴの

普及に伴い、スマートフォン等のタブレット端末でも情報を分かりやす

く提供できるよう整備を図ってまいります。 

電子自治体の推進では、町が交付する各種証明書のうち、住民票の写

し及び印鑑登録証明書の交付について、役場以外でも、マイナンバーカ

ードを利用することで、駅前観光案内所やコンビニエンスストアの多機

能端末機から交付できるシステムを導入しておりますので、引き続き、

周知するとともに、普及を図ってまいります。 

コミュニティでは、自助・共助の重要性を町民に周知するとともに、

地域における行事、防災等の活動の核となる区会を支援してまいります。 

社会環境の変化に対応した行政運営の推進として、行政経営では、人

事評価制度の定着を図りながら、人材育成による適切な人事管理を進め、

職員が意欲的、積極的に働くことができる環境の整備を進めることで、

時代のニーズに対応した行政運営を図るように努めてまいります。 

財政運営では、新型コロナの影響を受けて、町税の減収といった大変

厳しい状況が続いている中、自主財源の安定的な確保を図ってまいりま

す。また、事務事業評価などによるＰＤＣＡサイクルを推進することで、

選択と集中により効率的で効果的な事業を展開して、町民のニーズに対

応できるよう努めてまいります。公共施設などの維持管理については、

公共施設等総合管理計画の更新を図ることで、今後の施設の長期的な展

望も踏まえた上で、更新・統廃合・長寿命化などを検証し、維持管理に

係る経費の平準化に努めてまいります。 

本年度予算において、基金繰入金の多くを占める「ふるさと納税」は、

引き続き、多くの皆様から応援していただけるよう、様々な手法をもっ

て本町の魅力を広くＰＲすることで、寄附を募ってまいります。 

町税などの滞納対策では、滞納者に対し、預貯金、給料、動産、不動

産などの差押えを継続して行うとともに、時効等により債権が失効しな

いよう徹底した管理に努めてまいります。また、納める意思はあっても
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納めることができない、納付困難者に対しては、徴収猶予制度を活用す

るなど制度の周知を図ってまいります。なお、生活実態調査や財産調査

を行った結果、明らかな徴収不能者については、法律に基づいた徴収緩

和措置を適用して滞納額の圧縮に努めてまいります。 

以上の施策を柱に、令和３年度一般会計の予算は、８７億９，０００

万円となり、前年度に比べ１２億４，５００万円、１２．４１％の減と

なりました。 

以下、各会計、各項目にわたり述べさせていただきます。 
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〔一般会計〕 

 一般会計予算総額は、８７億９，０００万円となり、前年度に比

べ１２億４，５００万円、１２．４１％の減となりました。 

減額となったものといたしましては、万葉公園等再整備事業など

となっております。 

一方、増額となったものといたしましては、介護保険事業特別会

計繰出金、後期高齢者医療費、ＩＣＴ教育推進事業、高機能消防指

令センター整備事業などとなります。 

 

〔歳入全般〕 

歳入で減額となったものといたしましては、町税全般、地方消費

税交付金、対象事業の減に伴う国庫補助金及び公共施設等総合管理

計画推進基金繰入金などとなっております。 

一方、増額となったものといたしましては、新型コロナの影響を

受け、国の地方財政対策として、町税における徴収猶予に係る令和

２年度からの滞納繰越分、臨時財政対策債及びまちづくり基金繰入

金などとなります。 

 

〔歳 出〕 

議会費 

議会報の発行、議会会議録の公開、本会議のテレビ中継及びＹｏ

ｕＴｕｂｅによる配信を行ってまいります。また、議会報告会や一

般会議などを通じて、議会基本条例を規範として開かれた「町民に

身近に感じる議会」を目指します。 

政治活動関連事業として、ＩＣＴを活用した政務活動推進のため

にタブレット機器の活用を進めてまいります。 

 

総務費 

 職員の健康管理として、ストレスチェックを実施し、産業医と連

携することで、メンタルヘルス不調を未然に防ぎ、快適な職場環境

をつくることで、住民へのサービス向上を図ってまいります。 
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広報活動の充実を図るため、広報ゆがわらを引き続き、コンビニ

エンスストアなどに配架するとともに、エフエム熱海湯河原などを

活用することで、広く情報を提供してまいります。 

公共施設等総合管理計画については、各施設の個別計画の内容を

盛り込んだ新たな計画の策定を進めてまいります。  

公共交通不便地域の改善を図るために、コミュニティバス及び予

約型乗合い交通「ゆたぽん号」の運行により、本町の活力の維持・

発展及び利便性の向上が図られるよう努めてまいります。 

町内経済の活性化及び住環境の向上を図るために、住宅のリフォ

ーム、ブロック塀などの組積造の撤去、住宅庭木の伐採に係る費用

の一部を助成してまいります。  

安全・安心のまちづくりとして、一般車両にドライブレコーダー

を普及させることにより、運転者の安全意識の高揚を図り、犯罪抑

止を期待して、引き続き、購入費用の一部を助成してまいります。  

空き家対策として、空き家などの利活用や管理不全な空き家など

の除却に係る解体費用の一部を助成してまいります。  

 

民生費 

地域における高齢者、障がい者、児童等の様々な福祉の課題を明

らかにし、その解決に向けた施策や体制などを整備するための方針

として、第２期地域福祉計画を策定いたします。  

地域福祉会館の建て替えや改修を実施するに当たり、文化福祉会

館においては、ＰＰＰ／ＰＦＩ等の民間資本を活用した整備に向け

た基本構想や事業手法などを検討いたします。 

高齢者の生きがいづくりとして、シルバー人材センターや単位老

人クラブの活動を支援してまいります。 

子育て支援では、子ども・子育て支援事業計画の第２期計画に基

づき、各種子育て支援施策を実施してまいります。また、子育てし

やすい環境づくりに向けて、次世代を担う子どもの健やかな成長を

応援するために、乳児を養育している家庭に、宅配を利用しておむ

つ等を支給してまいります。 
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「ゆがわらっことつくる多世代の居場所」として、子どもからお

年寄りまで、誰もが安心して過ごせる場所であり、世代を超えた交

流や学び合いの場として「居場所」を提供している一般社団法人ユ

ガラボに、運営助成を行ってまいります。  

国民健康保険事業、介護保険事業及び後期高齢者医療の特別会計

への繰出金について、国民健康保険事業においては、保険証の更新

年度に当たることから経費が増加しておりますが、被保険者につい

ては減少傾向にあります。また、介護保険事業や後期高齢者医療に

おいては、年々増加傾向にあることから、未病対策や健康増進を図

るとともに、ジェネリック医薬品の利用促進など、給付費の抑制に

努めてまいります。 

 

衛生費 

母子保健事業では、少子化対策の一環として、子どもを授かりた

いと願うご夫婦に対する不妊・不育症治療費助成事業、妊婦健康診

査や産後うつの早期発見・予防を目的とした産婦健康診査の公費負

担、新生児聴覚検査費助成事業を実施してまいります。また、湯河

原町母子保健型子育て世代包括支援センターでは、妊産期から保健

師及び助産師が家庭訪問を実施し、その家庭の養育状況を継続的に

把握しながら必要な支援へつなぎ、健やかな育児及び虐待予防を推

進することで支援に努めてまいります。 

保健予防・医療事業では、休日などの町民の傷病に対応するため、

引き続き、町内における休日当番医や県西地域における二次救急医

療病院の体制を確保してまいります。また、第５期風しん予防接種

の抗体検査及び定期予防接種については、受診率を向上させること

で、大人の風しん予防を図ってまいります。 

ごみ収集対策事業では、収集業務においては、民間活力を導入し

て町内全域を収集することで、効率的かつ効果的な収集体制を図っ

てまいります。 

湯河原町真鶴町衛生組合には、ごみ処理に係る費用、施設の維持

管理費用、設備改修費用などを負担することで、安全で安定したご
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み処理体制の充実を図っており、より効率的な運営をすることで、

処理費用の軽減に努めております。  

し尿等処理事業では、熱海市に業務委託することにより、効率的

な処理に努めているところですが、運搬用のタンクローリーを新た

に整備することで、より安定した環境を整えてまいります。  

 

農林水産業費 

農業を活性化するため、本町の農地環境に適した新たな農産物へ

の改植や付加価値の高い農産物の生産を目指して、農業経営合理化

振興事業を推進してまいります。 

有害鳥獣の被害防止対策として、野猿に対する追い払い活動の継

続やイノシシなどによる農作物の被害で農業従事者が生産意欲を失

うことがないように、電気柵などの防護・捕獲資材の費用の一部を

助成することで被害の抑制に努めてまいります。  

農業生産基盤の整備では、神奈川県と充分な協議を行い、広域農

道整備を実施し、整備の進捗状況に併せて地域の活性化を図ってま

いります。また、町有林に見受けられるナラ枯れに対して、隣接す

る道路等への倒木に備えた伐採を行うことで、被害を最小限に抑え

られるよう努めてまいります。 

 

観光商工費 

観光立町の推進として、誘客宣伝事業による誘客キャラバンや宿

泊促進事業による湯河原温泉らくごや三遊亭小遊三一門会を実施し、

リピーターの確保に努めてまいります。 

観光宣伝対策では、外国人に向けたインバウンド情報の発信、地

域の情報を織り交ぜた情報紙発行事業、ＳＮＳに対応したプロモー

ションとして観光アドバイザー・プロモーション事業など、ソーシ

ャルネットワークサービスや各種媒体の活用を図り、宣伝・誘客を

強化してまいります。 

観光行事では、武者行列、さつきの郷、湯かけまつり、やっさま

つり、海上花火大会、海水浴場の運営、ゆがわらハロウィン、もみ
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じの郷、梅の宴など四季折々の行事を新しい生活様式を踏まえ、開

催してまいります。 

新たな観光資源として、温泉街の風情が残る湯元通り街なみ環境

整備及び町立湯河原美術館におけるミュージアムカフェの整備に続

き、Park－PFI という民間活力を活用した手法を用いた万葉公園は、

管理・運営に指定管理者制度を導入し、温泉場エリアの新たなラン

ドマークとしてリニューアルオープンいたします。  

 

土木費 

急傾斜地崩壊対策では、引き続き、神奈川県による宮上地区にお

ける事業を実施し、災害対策の推進をしてまいります。  

道路の改修事業として、道路舗装改修工事を実施してまいります。 

また、道路新設改良事業では、橋りょう長寿命化修繕計画に基づき、

橋りょう補修設計委託及び橋りょう改良工事を実施してまいります。 

公園の整備では、利用者の安全・安心を確保するとともに、遊具

等の修繕を実施してまいります。 

 

消防費 

消防用施設などの整備では、１１９番通報の受付、災害指令及び

災害情報収集・共有等、業務を行う上で必要不可欠な指令システム

である高機能消防指令センターの更新整備を行うことで、操作性等

の向上を図り、安定した運営を実施してまいります。 

救急業務体制の整備として、救急救命士の育成を充実させるとと

もに、子育て支援として「マタニティ・サポート１１９」への登録

を奨励してまいります。 

非常備消防では、福浦第９分団に配備しております消防ポンプ自

動車は、配備から 18 年が経過していることから、機動性の高い小型

車輛に更新してまいります。また、消防団活動用資機材などの整備

を行うことで、消防力の維持・向上に努めてまいります。 

防災対策では、防災コミュニティセンターにおいては、備蓄食糧

や避難生活用品、医薬品などの購入・備蓄等に努めておりますが、
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防災の拠点としてだけではなく、コミュニティの場としても広く利

活用していただけるように努めてまいります。  

防災に関する情報の発信では、引き続き、防災行政無線による町

内放送、メールマガジン、Ｊアラートのエフエム熱海湯河原への緊

急割込放送、ｔｖｋのデータ放送など、速やかな情報発信に努めて

まいります。 

 

教育費 

教育委員会では、会議を公開とすることや事務の点検及び評価を

外部の学識経験を有する方々に審議いただくことにより、開かれた

教育行政の推進を図ってまいります。また、総合教育会議では、町

長と教育委員会が連携して、教育に関する諸課題に対して協議・調

整を図りながら、生涯を通じて学び豊かな心を育むまちづくりを進

めてまいります。 

学校教育では、スタディーサポートや障がい児介助員の適正な配

置に努め、児童・生徒の支援の充実を図るとともに、引き続き、学

校図書館の推進を図ってまいります。 

教育環境の充実では、小・中学校においてＩＣＴ機器の整備に合

わせて、ＩＣＴ教育の推進に向けた支援業務を導入いたします。 

児童・生徒支援では、家庭、学校、関連機関をつなぐスクールソ

ーシャルワーカーや教育支援教室推進事業の充実を図るとともに、

人権教育等促進事業における社会生活技能訓練講座（ＡＣＴ）の実

施などの取り組みにより、児童・生徒の学校生活が円滑なものとな

るよう努めてまいります。  

社会教育では、音楽会、文化祭、町民大学などを開催するに当た

り、新たな生活様式を踏まえその手法等も検討した上で、芸術、文

化の振興に努めてまいります。  

青少年育成では、子ども会、青少年指導員会など関連団体との連

携により、体験活動や地域住民との交流を支援してまいります。  



-17- 

保健体育では、各種スポーツ大会の開催については、新たな生活

様式を踏まえ、そのあり方をしっかりと検証した上で、スポーツ振

興と住民の健康増進を図ってまいります。 

スポーツ施設では、ヘルシープラザ及び町民体育館に加えて、総

合運動公園に設置いたしました弓道場の管理・運営についても、新

たに指定管理者制度を導入いたします。指定管理者とは、新型コロ

ナを踏まえた対策等、十分な協議・連携を図ることで、安全・安心

な施設運営に努めるとともに、住民サービスの向上や健康増進を図

ってまいります。 

図書館では、豊富で幅広い書籍や視聴覚資料などの収集に努めま

す。 

美術館では、常設展示に加え平松礼二館開館15周年記念展として、

平松礼二名誉館長による全長 90ｍの屏風の展示や現代作家展などの

展覧会を開催するとともに、「見えるアトリエ」や「湯河原十景」

作品を活用し、生涯学習施設及び観光施設としての充実に努めます。

また、ミュージアムカフェを活用した展示会やコンサートなどの事

業を推進し、温泉場エリアの観光振興の拠点として、集客を図って

まいります。 
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〔国民健康保険事業特別会計〕 

 次に、国民健康保険事業特別会計です。 

 国民健康保険制度は、国民皆保険の中核として、被保険者の社会保障

及び健康増進に寄与、貢献している医療保険制度です。 

「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法

律」に基づいた国民健康保険制度改革を受け、平成 30 年度から神奈川県

が国保財政の主体となり、運営を担うこととなりました。町は国民健康

保険の資格管理、保険給付、保険料の決定、賦課・徴収、保険事業など

の地域におけるきめ細かい事業を引き続き担ってまいります。 

少子高齢化の社会の中で、被保険者の減少、低所得者や高齢者の加入

割合が高いことなど構造的な問題を抱え、高度医療の進展等により一人

当たりの医療費の伸びは依然として増加する傾向にあることから、特定

健康診査等事業、生活習慣病重症化予防事業、国民健康保険加入世帯に

対する医療費通知及びジェネリック医薬品差額通知を郵送するなどの事

業を通して、被保険者の健康保持及び増進を図るとともに、医療費の適

正化に努めてまいります。 

このような中、保険料につきましては、国の制度改正による国民健康

保険への財政支援の拡充と収納率の一層の向上を図ることなどにより、

加入者負担を抑えるべく、据置くこととします。 

 予算総額は、３１億９００万円で、前年度に比べ８，９００万円、２．

７８％の減となりました。 

 主な要因は、保険給付費の減額によるものです。 

 また、保険料を滞納している世帯への対応につきましては、納付義務

を誠実に履行している世帯との負担の公平を図るため、納付状況の不良

な世帯に対しては、短期被保険者証や資格者証の交付を厳格に行い、徴

収体制を強化し、滞納世帯の徴収率の改善を図ります。 

 

〔介護保険事業特別会計〕 

 次に、介護保険事業特別会計です。 

 令和３年度から、ますますの進展が予測される超高齢社会を踏まえた、

「第８期介護保険事業計画」がスタートします。 

基本理念は、「高齢者が安心と生きがいを実感できるまちづくり」を継

承し、高齢者の保健・福祉の更なる向上を図るとともに、介護保険サー
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ビスと介護予防の推進に努めます。 

 特に、「高齢者を地域全体で支える仕組みづくり」として、「医療・介

護・予防・住まい・生活支援」のサービスが一体的に提供される「地域

包括ケアシステム」の構築に向けて、介護予防・日常生活支援総合事業

の充実や一般介護予防事業の効果的な実施を図るとともに、在宅医療・

介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業の推進

に取り組んでまいります。 

 保険事業勘定の予算額２９億円、介護サービス事業勘定の予算額１５

０万円を合わせ、予算総額は、２９億１５０万円で、前年度に比べ５，

６３０万円、１．９８％の増となりました。 

 主な要因は、保険給付費の増額によるものです。 

 

〔後期高齢者医療特別会計〕 

 次に、後期高齢者医療特別会計です。 

 後期高齢者医療制度は、75 歳以上の高齢者の方などの医療の確保を目

的として、平成 20 年４月から実施しております。 

高齢化が急速に進み、医療費が増加する中で、今後も被保険者が安心

して医療を受けることができるよう、運営主体である神奈川県後期高齢

者医療広域連合と連携を図りながら、制度の円滑な運営に努めてまいり

ます。 

予算総額は、４億８，１００万円で、前年度に比べ９００万円、１．

８４％の減となりました。 

主な要因は、神奈川県後期高齢者広域連合への納付金が減額となった

ことによるものです。 

 

〔水道事業会計〕 

次に、水道事業会計です。 

収益的収支における事業収益は、４億５，７００万円で、前年度に比

べ８６８万円、１．８６％の減となりました。事業費用は、４億２，４

００万円で、前年度に比べ７３０万円、１．７５％の増となりました。 

水道事業収益の大部分を占める給水収益については、前年度に比べ１，

０４０万円９，０００円、２．４２％の減となりました。 

水道事業費用では、委託料、減価償却費などが増となりましたが、企
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業債利息などが減となりました。 

資本的収支における、資本的収入は、５，６０４万２，０００円で、

建設改良事業債５，１９０万円の企業債借入れを予定しております。 

資本的支出は、３億１００万円で、浄水場整備工事として城ヶ尾ポン

プ場ポンプ制御盤改修工事ほかを、配水管整備工事として老朽管布設替

工事などを予定しております。また、固定資産購入費として送水ポンプ

等の購入を予定しております。 

 

〔温泉事業会計〕 

 次に、温泉事業会計です。 

 収益的収支における事業収益は、２億１，９００万円で、前年度に比

べ９００万円、３．９５％の減となりました。事業費用は、２億１，１

００万円で、前年度に比べ８００万円、３．６５％の減となりました。 

温泉事業収益の大部分を占める給湯収益については、前年度に比べ５

７４万円、２．６０％の減となりました。 

温泉事業費用では、動力費、資産減耗費などが増となりましたが、人

件費、温泉買上料、減価償却費などが減となりました。 

 資本的収支における、資本的収入は、３，０１０万円で、主なものと

して、建設改良事業債３，０００万円の企業債借入れを予定しておりま

す。 

 資本的支出は、９，９００万円で、源泉設備工事として源泉施設改修

工事、流入設備工事として集湯施設改修工事、送湯及び給湯設備工事と

して各サービランス等送湯及び給湯施設改修工事、固定資産購入として

源泉用地等施設の購入などを予定しております。 

 

〔下水道事業会計〕 

 次に、下水道事業会計です。 

収益的収支における事業収益は、９億１，３３２万３，０００円で前

年度に比べ６１８万３，０００円、０．６８％の増となりました。事業

費用は、１０億１，５００万円で、前年度に比べ５０万円、０．０５％

の減となりました。 

下水道事業収益の大部分を占める下水道使用料については、前年度に

比べ１，３１９万２，０００円、２．８１％の減、下水処理負担金につ
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いては、前年度に比べ５３８万３，０００円、１６．６１％の減となり

ました。 

下水道事業費用では、委託料などが増となりましたが、減価償却費、

企業債利息などが減となりました。 

資本的収支における、資本的収入は、２億４，０２４万８，０００円

で、建設改良費などの財源として企業債、他会計補助金及び国庫補助金

などの収入を予定しております。 

資本的支出は、３億７，５５２万２，０００円で、新規汚水整備とし

て延長 80 メートルの管渠工事を実施するほか、処理場につきましては、

流入渠水位計更新工事、水処理設備等実施設計業務委託を予定しており

ます。 

 

 


