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平成 22 年度当初予算案並びに諸議案を提出するに当たり、私の町政

に対する所信と施策の概要につきまして、ご説明申し上げ、議員各位を

はじめ、住民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

私が町長に就任してから２年９か月が過ぎ、残りの任期もすでに１年

２か月余りとなり、残された課題の達成に向け、更にスピードアップし、

精力的に取り組んでまいりたいと、決意を新たにしている次第でござい

ます。そして、行政運営とその執行に当たっては、最重要となる確実性、

透明性、そして公平性の確保に最大限、努めてまいります。 

私の町長就任後、我が国を取り巻く経済情勢は、サブプライム住宅ロ

ーン問題に端を発し、さらにリーマンショックまでに至った世界的な金

融危機の中で、国は様々な景気対策を実施しているところでありますが、

景況感は回復の兆しを見せておりません。そして、平成 21 年８月に執

行されました衆議院議員総選挙において政権交代が現実のものとなり、

マニフェストによる政策実現のため、事業仕分けなどを実施しましたが、

政府は、平成 21 年 11 月の月例経済報告で、供給過多、需要不足及び前

年の原油価格高騰の反動による事実上の「デフレ宣言」を行い、内需拡

大には至っておりません。 

平成 22 年度の政府の経済見通しは、「景気は緩やかに回復していく

と見込まれる。物価は、大幅な供給超過の下で、マイナス幅が減少する

ものの緩やかな下落が続き、失業率は高止まると見られる。国内総生産

の実質成長率は、３年ぶりのプラス成長が見込まれる。」との見解を示

しておりますが、「なお、先行きのリスクとして、雇用情勢の悪化、デ

フレ圧力の高まりによる需要低迷、海外景気の下振れ、為替市場の動向

等に留意する必要がある。」としています。 

先に述べましたように、政権交代によるマニフェスト実現のための税

制改革、子ども手当の創設、後期高齢者医療制度の見直し及び暫定税率

の廃止、補助金の見直しなどが、地方の行財政に与える影響は、多大な

ものであり、また、未だ不確定な要素もございますので、今後の政府・

国の動向について注視し、情報収集に努め、迅速に対応してまいります。 

本町の歳入の根幹を成す町税は、少子高齢化、景気の悪化による個人

所得の減少、団塊世代の退職等の影響により減収は避けられない状況で
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あり、地方消費税交付金等も消費の低迷やデフレの影響により減収が予

想され、依然として、財政は厳しい状況にあると言えます。 

こうした中、「行財政改革」「財政再建」を喫緊の課題とし、住民、

議会の皆様、職員が相互に連携・協働しながら、「行財政改革」を断行

してきたところでございます。職員数や人件費の削減につきましては、

保育士・消防職等の専門職を除き、一般事務等職員数の 10％削減もすで

に達成し、職員への地域手当の不支給も本年４月の実施が決まり、任期

を１年以上残して実施することができました。そして、「ゆがわら元気

回復プラン」として掲げさせていただいた、５項目の施策につきまして

は、すべての課題について着手しておりますが、検討又は調査の段階に

あり、未だ実施に至っていないものについては、早急に実施できるよう

取り組んでまいります。 

また、今年度の予算編成に当たっては、厳しい財政状況ではござ

いましたが、安全・安心な町づくりを実現するために、地域の生活

に密着した事業について、積極的に予算化を行いました。 

困難な状況下にあっても、遅滞なく、力強く町政を推進し、より

多くの町民の皆様に満足していただけるように、そして、笑顔があ

ふれる町であるように、最大限の努力をもって取り組んでまいりま

した。 
 以下、町の将来像である「ゆがわら 2001 プラン」の五つの基本目標に

沿ってご説明いたします。 

 まず、「町全体の魅力を高め、産業の活性化を図る」ための施策では、

独歩の湯の運営管理に指定管理者制度を導入し、民間活力により更に足

湯の魅力を高め、利用者数の拡大を図ります。 

四季折々の花々で、本町を訪れる人々に潤いと安らぎを感じていただ

けるよう、さつきの郷、湯河原梅林、幕山の桜郷地区につきましては、

維持管理に努めるとともに、もみじの郷では園路などの整備を行ってま

いります。特に、湯河原梅林につきましては、より美しい梅花を観賞し

ていただくために梅の木の剪定を実施いたします。また、オレンジライ

ン沿線に桜を植栽し、景観の向上を図ります。 

地域経済の活力回復の起爆剤として、湯河原町商工会が事業主体とな
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り、平成 20 年 12 月から実施して、ご好評をいただいております、プレ

ミアム商品券「湯河原温泉地域商品券」の発行についての助成を本年度

も実施し、地域経済の活性化の下支えをしてまいります。 

また、「湯河原の動物」の冊子を作成し、本町に生息する動物を記録・

紹介するだけでなく、自然観察の参考書などとしても活用してまいりま

す。 

「湯河原みかん」の消費拡大と湯河原温泉のＰＲのため、１月２日に

「箱根駅伝」の往路ゴール地点である芦ノ湖畔で「湯河原みかん」と観

光パンフレットの配布を行い、湯河原の魅力を発信し、更なる誘客に努

めます。 

雇用対策としましては、緊急雇用創出事業を活用し、失業者に対し、

登記済通知書等の整備、さつきの郷の除草や薬剤散布等の事業を通じて、

雇用機会を提供し、また、ふるさと雇用再生事業により、海浜公園駐車

場の管理を委託することにより、地域求職者等の雇用の場を創出します。 

農林業の活性化では、遊休農地を活用して、町民等の利用者に好評を

得ております「ふれあい農園」の運営や地産地消を推進するとともに、

県から水源環境保全を目的として交付される地域水源林整備事業費補助

金を活用して、森林作業道や水源林の整備を実施いたします。 

漁業の活性化では、経営の改善、近代化事業等に対して助成を行い、

人工魚礁での魚類繁殖状況調査に対する補助や漁港の補修などを行いま

す。 

次に、「自然環境を保全し、安全で快適な生活環境を実現する」ため

の施策では、「自然体験散策ルート」の一部として千歳川の景観を生か

した歩道が本年度完成いたします。そして、福浦 26 号線の道路改良工

事を引き続き行い、防災面などを考慮して早期の完成を目指します。 

また、昨今の住環境への意識の高まりによる、大規模マンションや商

業施設等の開発・用途混在の進行に起因する諸問題に対応できるよう、

良好な住環境機能を確保するための地区計画を策定し、都市計画決定を

行います。 

清潔で環境にやさしいまちづくりでは、小田原市・足柄下地区でのご

み処理広域化の検討を引き続き行ってまいります。また、CO2 排出の削
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減、自然エネルギーの有効利用を促進するために、住宅用太陽光発電設

備の設置費の一部を本年度も助成いたします。 

急傾斜地崩壊対策では、新たに宮上地区２か所を県の施工により実施

いたします。 

消防体制の整備では、第４分団の消防ポンプ自動車を更新するととも

に、地域で活動する消防団員の資機材等の充実を図ってまいります。 

危機管理体制の確立では、住民の皆様の生命と財産を守るため、地域

災害や地震防災に対し、現状に即した新たな「湯河原町地域防災計画」

を策定いたします。また、災害や火災情報などを皆様にお伝えする防災

行政無線をデジタル化し、J-ALERT（全国瞬時警報システム）を含めて整

備いたします。 

町有施設の耐震化については、保育園を順次行い、本年度は、みやの

うえ保育園の耐震診断を実施いたします。また、昭和 56 年以前に建築

された木造住宅のうち、一般耐震診断で「倒壊の可能性がある」以上の

危険度が示された家屋には、耐震改修工事費の一部を助成し、木造住宅

の耐震化促進に努めてまいります。 

第３に「少子高齢化に対応した、安心できる保健・福祉の仕組みをつ

くる」ための施策では、児童・高齢者・障がい児者をはじめ、すべての

住民が安心して利用できるよう、都市公園のバリアフリー化及び遊具の

更新工事を計画的に実施してまいります。 

子育て支援サービスの充実では、分庁舎で実施しております子育てサ

ロンの充実や、自宅で十分な保育を行うことができない保護者のために、

保育園待機児童ゼロ方針のもと、仕事と子育ての両立が図れるよう子育

て支援体制の強化、子育ての支え合いを進め、子どもを生み育てる環境

整備に努めてまいります。また、「放課後子どもプラン」の一環として

実施しております、小学校の余裕教室を活用し、地域の方々の参画を得

て、子どもたちと共に学習やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活

動等に取り組む「放課後子ども教室推進事業」を、東台福浦小学校で実

施しており、町内３小学校で実施しております学童保育と併せて事業の

充実を図ってまいります。このほか、第３子以降の子どもの誕生に際し、

子育て環境の充実を図り、少子化対策と児童福祉の増進を目的とした子
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育て支援給付金を引き続き支給してまいります。 

高齢者福祉施策では、「湯河原町老人保健福祉計画」に基づいた、生

きがいと健康づくりを推進してまいります。 

また、自立支援・尊厳の保持を基本として、保健、医療、福祉、介護

の各サービスを効果的、効率的に提供し、高齢者が住み慣れた地域で、

日常生活を営むことができるよう、引き続き積極的に取り組んでまいり

ます。 

グループリビング事業では、前年度から開催回数を月２回から月４回

に拡大しておりますが、介護予防サポーターの協力を得て、更に充実し

た事業となるよう努めてまいります。 

５年目となる地域包括支援センターでは、高齢者全般に係る総合的な

相談・支援を 24 時間体制で実施するとともに、地域支援事業の強化を

図ってまいります。 

また、障がい者福祉対策では、障がい者自立支援給付等事業及び地域

生活支援事業を柱として、障害者自立支援法による身体、知的、精神障

がいの福祉サービスと、施設訓練、日常生活用具の給付などを実施し、

また、「障害者計画」や「第２期障がい福祉計画」に基づき、地域で安

心した生活が送れるよう、諸施策を実施してまいります。 

第４の「国際化・情報化に対応した人材を育成し、共生の地域社会を

つくる」ための施策では、中学校において通常の授業に加え、外国人講

師による英会話の学習や総合的学習、部活動などを通じて人材育成に努

めます。また、小学校においても、５・６年生に対し、週１回「外国語

活動」を実施いたします。生きた英語に直に接し、外国語に慣れ親しむ

ことにより、積極的にコミュニケーションをとれるようになることが期

待できます。 

不登校児童・生徒問題では、家庭への訪問指導、学校・家庭・関連機

関が連携した地域ぐるみでサポートするスクーリング・サポート・ネッ

トワーク事業を展開し、学校になじめない児童・生徒を対象とした適応

指導教室と連携して、相談体制の充実、不登校問題の解消に努めてまい

ります。 

国際交流・地域間交流の推進では、前年度、新型インフルエンザの影
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響で実施できなかった、オーストラリア・ポートスティーブンス市への

中学生の派遣を、例年より増員して実施いたします。また、国内親善都

市である三原市から小学生の訪問を受けるなど、交流の推進を図ってま

いります。 

 第５の「地方分権に対応した行政組織へ変革し、住民自治を充実する」

ための施策では、戸籍事務を電算化し、待ち時間の短縮や転籍等の証明

書の即日発行を可能にし、より正確で迅速な対応ができるよう整備を進

めてまいります。 

職員の人事管理では、先にも述べましたように、職員数の 10％削減を

達成いたしました。さらに、職員の再任用制度や、短時間勤務職員等を

活用して適正な人員配置を行います。また、給与につきましても、地域

手当を不支給とし、人事院勧告等に基づき、適正化を図ってまいります。 

以上の重点施策を柱に、平成 22 年度一般会計の予算は、７９億９，５

００万円となり、前年度に比べ４億９，０００万円、６．５３％の増と

なりました。 

また、現在の総合計画「ゆがわら 2001 プラン」が本年度をもって終

了するため、新たに「（仮称）新湯河原町総合計画」を策定いたします。 

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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〔〔〔〔一般会計一般会計一般会計一般会計〕〕〕〕 

    一般会計予算総額は、７９億９，５００万円で、前年度に比べ４

億９，０００万円、６．５３％の増となりました。 

 増額になったものとしては、戸籍電算化システム導入事業、子ど

も手当、地域水源林整備事業、梅林の剪定に伴う幕山保安林地域整

備事業、福浦 26 号線等の道路新設改良事業、消防ポンプ自動車整

備事業、防災行政無線（固定系）デジタル化事業、社会体育施設整

備事業等があり、一方、減額になったものとしては、地域手当の不

支給等に伴う職員の人件費、議員期末手当、独歩の湯運営事務経費、

中小企業振興資金預託金、し尿等処理事業、下水道事業特別会計繰

出金、元金償還完了に伴う公債費等があります。 

 

〔〔〔〔歳入全般歳入全般歳入全般歳入全般〕〕〕〕 

歳入は、前年度と比べ４億９，０００万円増額となりました。 

増額となったものとしては、地方交付税、子ども手当支給のため

の国庫負担金、緊急雇用創出事業及び地域水源林整備事業等の県補

助金、消防ポンプ自動車整備や地方財政安定のための臨時財政対策

債等の町債となっております。 

一方、減額となったものとしては、個人所得の減少や団塊の世代

の退職による個人町民税などの町税、消費の低迷やデフレ等の影響

による地方消費税交付金、指定管理者制度導入に伴う独歩の湯使用

料などが挙げられます。 

 

〔〔〔〔歳歳歳歳    出出出出〕〕〕〕 

議会費議会費議会費議会費 

 議会報の発行やインターネットから閲覧できる議会会議録の作

成により、開かれた議会を目指してまいります。 

 

総総総総務費務費務費務費 

平成 23 年度からの本町の将来像を示す新しい総合計画である

「（仮称）新湯河原総合計画」を策定し、住民の皆様と協働して、
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よりよいまちづくりに努めます。 

「開かれた町政」を更に推進するため、町ホームページをリニュ

ーアルし、広報ゆがわらやメール配信サービス、ＦＭ熱海湯河原等

を活用して、魅力ある「ゆがわら」を発信してまいります。 

国内外親善交流推進事業では、前年度、新型インフルエンザの影

響で実施できなかったポートスティーブンス市への中学生の派遣

は、参加者を増員して実施いたします。 

住民窓口関係では、戸籍を電算化し、より正確で、より迅速な事

務処理を行います。本年度は、システム稼働に向けての戸籍データ

のセットアップを行います。 

また、国勢調査等の指定統計調査並びに４月に農業委員会委員選

挙、７月に参議院議員通常選挙、来年度の４月に県知事及び県議会

議員選挙の実施が予定されています。 

 

民生費民生費民生費民生費 

社会福祉施策では、住民の悩みや不安の軽減を図るため、月２回、人

権擁護委員、行政相談員及び民生委員児童委員による「心配ごと行政相

談」を町内２か所で交互に実施いたします。 

高齢者福祉施策では、老人クラブの活動助成やグループリビング

の運営等を通じて高齢者の生きがいの手助けをし、健康維持を目標

に、生活支援事業をはじめ、保健、福祉、医療の各種サービス機関

との連携を図りながら、諸事業を実施いたします。 

障がい者福祉施策では、平成 20 年度に策定しました「第２期障

がい福祉計画」に基づき、障がいの有無にかかわらず誰もが安心して

豊かに暮らすことができる地域社会の実現を目指し、介護給付や訓練給

付等を行う障がい者自立支援給付等事業や訪問入浴サービス、日常

生活用具給付等を行う地域生活支援事業などにより、利用者の希望

に沿ったサービスを提供しながら、地域での自立した生活支援の充

実を図ります。 

 児童福祉施策では、前年度策定しました「次世代育成支援行動計

画（後期計画）」を踏まえ、子どもと子育て家庭への支援を行い、
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分庁舎２階へ拡充・移設した子育てサロンなどにより、母子の孤立

を防ぎ、より多くの親子同士の交流の場を設け、子育ての不安や相

談等に対応してまいります。また、保育園では、待機児童ゼロの継

続に努めます。 

子育て支援事業としては、中学校卒業までの子どもに対し、子ど

も手当を支給します。また、第３子以降の子どもの誕生から小学校

入学まで給付金を支給するとともに、小学校就学前の児童の入院と

通院及び中学校修了前までの入院にかかる医療費の自己負担分を

助成いたします。 

 国民健康保険事業、介護保険事業及び後期高齢者医療の各特別会

計への繰出金につきましては、高齢化や高度医療により増加が著し

く、住民の健康増進や疾病予防に努め、引き続き医療費等に係る経

費の抑制を図っていきたいと考えております。 

 

衛生費衛生費衛生費衛生費 

 健康は、すべての住民の共通の願いであり、疾病予防と早期治療

を健康管理の旗印として、医療機関と連携し、各種健診、予防接種、

保健講座等を実施します。健康増進事業では、健康教育・健康相談、

各種がん検診等、健康維持のための保健事業の充実に努めます。 

 また、妊婦健康診査の必要性、重要性から、本年度も公費負担を

14 回とし、妊婦の健康管理がより適切に行われるように努めます。 

環境施策では、引き続き町立保育園２園に生ごみ処理器を設置し、

給食調理等の生ごみの減量化を図るとともに、家庭用生ごみ処理器

等の設置費助成、年末年始のごみ収集体制の維持、資源ごみの効率

的収集・回収等により、ごみの減量化を引き続き図るほか、不法投

棄・散乱ごみの防止、海岸・河川清掃等の町内美化を推進してまい

ります。また、地球温暖化防止のため、住宅用太陽光発電設備に対

する補助を本年度も実施いたします。 

 

農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費 

    農業振興施策では、農業技術指導員による営農指導のほか、みか
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んの優良系統品種への転換に支援を行うことや、有害鳥獣等被害対

策として、イノシシやハクビシン等に対する捕獲や防除について支

援をしてまいります。また、地元で生産されたものを地元で消費する

地産地消を推進することを目的に、専業農家を中心に生産者が直接地元

で農産物等を販売する直売所の活動を支援してまいります。 

農地の有効利用や地域の活性化を目的としたふれあい農園は、町

民に身近な農業体験の場を提供し、農作業を通じて農業に対する理

解を深めてまいります。 

 農業基盤整備としましては、広域農道の第２期地区に対する調

査・測量を県の事業により実施いたします。 

また、水源林の確保・整備を推進するため、町有林、私有林を含めた

森林の間伐・枝打ちを、県の補助金を活用して実施いたします。 

 

観光商工費観光商工費観光商工費観光商工費 

 観光振興施策では、やっさまつり等の夏季行事、湯河原梅林の梅

の宴、武者行列やもみじの郷の観光行事につきまして、住民の皆様

をはじめ観光客にも喜んでいただけるよう、更に内容の検討を図っ

てまいります。また、旅館協同組合が、梅の宴の有料入園者を対象

にアンケート調査を実施し、宿泊ギフト券を抽選により発行するこ

とにより、宿泊リピーターとして誘客を図る事業に対して助成をい

たします。夏季におきましては、「盆踊り」を再興し、芸妓の皆さ

んの指導のもと、町民・観光客が一体となって楽しむイベント開催

に助成をいたします。 

「箱根駅伝」に際して、「湯河原みかん」を出場校に送るととも

に、往路のゴール付近である芦ノ湖畔において、消費拡大と湯河原

温泉のＰＲのため、「湯河原みかん」と観光パンフレットの配布を

行います。 

指定管理者制度を導入いたしました観光会館では、利用者の利便

性の向上と稼働率を高めるため、会議室等にインターネット回線を

整備し、プロジェクター等の備品を配置いたします。 

商工関係では、本年度もプレミアム商品券「湯河原温泉地域商品
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券」の発行に対して助成し、地域経済の活性化に努めてまいります。 

土木費土木費土木費土木費 

 本年度に完了する千歳通り２号線歩道整備のほか、早期の完成を目指

して、福浦 26 号線の新設改良工事及びオレンジライン、城山線等の道路

改良を実施し、また、基幹道路を主体とした舗装の改修についても実施

いたします。 

また、官民境界等の確認につきましては、本年度は、城堀地区及び宮

下地区の一部について地籍調査を行い、境界紛争の未然防止や公共事業

の計画策定等の円滑化を図ってまいります。 

公園緑地施策では、公園を利用される方の安全と利便性を考慮し、

若宮公園のバリアフリー工事や、老朽化が目立つ幕山公園のアスレ

チック遊具の改修及び蔵町公園の遊具を更新いたします。 

湯河原自然郷の整備として、もみじの郷の園路の整備を、さつきの郷

では、園路の整備及び草刈、除草を行い、住民・観光客の皆様の憩いの

場所としてご利用いただけるよう整備し、維持管理に努めます。 

 

消防費消防費消防費消防費 

住民の生命・財産を守るため、消防職員の資質の向上と救急救命

士等専門職員の育成を図り、消防、救急救命活動に努めます。 

 消防対策では、老朽化した消防ホースを更新し、また、防護服気

密テストキット、空気呼吸器、担架、救助用ロープ等を整備し、救

急・救助活動等の充実を図ります。 

消防団対策では、消防団活動をより円滑に進めるに当たり、各分

団の要望に応じた資機材等の整備を実施いたします。また、配備か

ら 18 年を経過した第４分団（城堀地区）の消防ポンプ自動車を更

新いたします。そして、本年度は、本町消防団の代表が、足柄下支

部の代表として神奈川県消防操法大会に出場いたしますので、その

活動に対して支援を行います。 

防災対策では、総合防災訓練の実施や災害時の救急医療資器材等

の整備のほか、アルファ米、飲料水及び粉ミルクの備蓄をいたしま

す。また、平成 14 年に策定した地域防災計画を、現状に即した新
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しい防災計画に改定します。そして、防災行政無線（固定系）をデジ

タル化し、J-ALERT（全国瞬時警報システム）を含めた整備を行うととも

に、難聴地域の解消にも努めます。 

 

教育費教育費教育費教育費 

各学校の教職員用のパソコン整備を順次行っていくほか、電気使

用量削減のため、デマンド監視装置を設置いたします。 

外国語教育において、中学校ではすでに外国人による外国語（英

語）活動を実施しておりますが、本年度から小学校においても５・

６年生を対象に週 1 回、外国語（英語）活動を実施し、コミュニケ

ーション能力の発達を図ります。 

また、各学校においては、保護者や地域の方々の協力を得て、授

業の補助や学習環境を整える作業など、多方面に渡る学校支援ボラ

ンティアを募集し、様々な場面で協力をお願いしてまいります。 

このほか、障がい児のための介助員の配置や児童・生徒の学校生

活を支援するスタディーサポート事業、いじめ、不登校等の問題を

解決するためのスクーリング・サポート・ネットワーク事業、保護

者が労働等で昼間家庭にいない児童のための学童保育を各小学校

において継続実施いたします。また、東台福浦小学校で開設いたし

ました放課後子ども教室（そよかぜきょうしつ）を、今後も子ども

の活動拠点として設置してまいります。 

凶悪・低年齢化する少年犯罪を防止するため、学校・家庭・地域

と連携した青少年の健全育成を図るとともに、各種文化活動、生涯

学習活動及び各種スポーツ活動を支援してまいります。 

図書館では、児童図書等の蔵書の充実を図ってまいります。また、

郷土関係資料を整理し、利用者の利便性の向上及び検索の迅速化を

図ります。 

 美術館では、平松礼二画伯の作品を展示する展覧会を開催し、ま

た、町内のアート関係施設を紹介するアートマップを作成して、利

用者の利便性の向上及び関係施設との連携による来館者の増加を

図ってまいります。 
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〔〔〔〔国民健康保険事業特別会計国民健康保険事業特別会計国民健康保険事業特別会計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、相互扶助の精神に基づく国民皆保険の中核となる

医療保険であり、社会保障及び健康増進に寄与、貢献している、町民の暮

らしにとって大切な制度です。 

本格的な高齢化社会を迎えたことや、近年の社会経済情勢の変化、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に加え、収納率低迷

のため、厳しい運営を余儀なくされております。 

本年度も引き続き医療費の増加が予測されますが、保険料につきまして

は、繰越金の活用等により、据え置きとしております。 

 予算総額は、３９億７，６００万円で、前年度に比べ１億８，４００万

円、４．８５％の増となりました。 

 主な要因は、医療費の伸びに伴う保険給付費の増額と、保健事業費の増

額などによるものです。 

    

〔〔〔〔下水道事業特別会計下水道事業特別会計下水道事業特別会計下水道事業特別会計〕〕〕〕    

 次に、下水道事業特別会計です。 

 予算総額は、１１億１００万円で、前年度に比べ１億４，９００万円、

１１．９２％の減となりました。 

本年度の主要事業は、面整備として西部処理分区を重点的に、延長1,0

50メートルの管渠工事を実施して整備を促進してまいります。処理場につ

きましては、汚泥焼却施設の機能向上を図るため、昨年度に引き続き下水

道長寿命化計画策定業務を実施するほか、各施設の機能を維持するため、

耐用年数に応じて機械設備の改修工事を行なってまいります。 

また、下水道を取り巻く人口減少等の社会情勢の変化を勘案して、下水

道事業の全体計画を見直し、下水道の安定的なサービスの提供と事業の継

続性の確保を図ります。 

 今後も、公共用水域の水質保全と生活環境の改善のため、より一層の普

及促進と施設の適正な維持管理に努めてまいります。 
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〔〔〔〔老人保健医療特別会計老人保健医療特別会計老人保健医療特別会計老人保健医療特別会計〕〕〕〕    

 次に、老人保健医療特別会計です。 

 老人保健制度が廃止されたことにより、平成２０年度以降、請求遅延分

の支出にのみ対応しておりますが、本年度をもって老人保健医療特別会計

は廃止する予定です。 

 予算総額は、１５０万円で、前年度に比べ１００万円、４０．００％の

減となりました。 

 

〔〔〔〔介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計〕〕〕〕    

 次に、介護保険事業特別会計です。 

 介護保険では、高齢者の「自立支援」、「尊厳の保持」を基本とし、第

４期介護保険事業計画の基本理念である「高齢者が安心と生きがいを実感

できるまちづくり」を具体化するため、「地域包括支援センター」を中心

に、引き続き「利用者の立場に立った介護保険サービスの推進」、「高齢

者を地域全体で支える仕組みづくり」、「健康づくりと介護予防の推進」

、「地域の実情に応じたサービスの推進」に努めてまいります。 

 保険事業勘定の予算額２０億６，８００万円、介護サービス事業勘定の

予算額１，１５０万円を合わせ、予算総額は、２０億７，９５０万円とな

り、前年度に比べ１億３１０万円、５．２２％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。 

 

〔〔〔〔公共用地先行取得事業特別会計公共用地先行取得事業特別会計公共用地先行取得事業特別会計公共用地先行取得事業特別会計〕〕〕〕    

次に、公共用地先行取得事業特別会計です。 

予算総額は、１，６００万円で、前年度に比べ４０万円、２．４４％の

減となりました。 

平成17年度に（仮称）温泉場地区公園用地を取得する際に財源とした地

方債（公共用地先行取得事業債）に係る元利償還金を経理する会計として

設置したものです。 

 

 

 



－15－ 

〔〔〔〔後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療後期高齢者医療特別会計特別会計特別会計特別会計〕〕〕〕    

 次に、後期高齢者医療特別会計です。 

 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、神奈川県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、保険料の徴収事

務は市町村が行う、後期高齢者医療制度を実施しております。  

同制度は数年後に廃止することが公表されておりますが、加入者が安心

して医療を受けることができるよう、現行制度の実施に意を注いでまいり

ます。 

予算総額は、３億１，８００万円で、前年度に比べ４３０万円、１．３

７％の増となりました。 

主な要因は広域連合への納付金が増となったことによるものです。 

 

〔〔〔〔水道事業会計水道事業会計水道事業会計水道事業会計〕〕〕〕    

次に、水道事業会計です。 

事業収益は、４億２，６８６万７千円で、前年度に比べ1，６６９万６

千円、３．７６％の減です。事業費用は、４億２，３００万円で、前年度

に比べ１，６００万円、３．６４％の減となっております。 

収益的収支では、水道事業収益のほとんどを占める給水収益については

、使用水量の減により、前年度に比べ８７６万３千円、２．０９％の減収

が見込まれます。 

水道事業費用では、人件費、委託料及び企業債利息が主な減額となりま

した。 

また、資本的収支では、企業債５，０００万円の借入れを予定しており

ます。 

主な工事は、浄水場整備工事においては、幕山浄水場取水施設設計委託

、配水管整備工事では、下水道工事等に併せた配水管布設、老朽管布設替

の工事等を予定しております。 
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〔〔〔〔温泉事業会計温泉事業会計温泉事業会計温泉事業会計〕〕〕〕    

 次に、温泉事業会計です。 

 事業収益は、２億４，４００万円で、前年度に比べ１，１００万円、４

．７２％の増です。事業費用は、２億３，８００万円で、前年度に比べ８

００万円、３．４８％の増となっております。 

収益的収支では、温泉事業収益のほとんどを占める給湯収益が、大口使

用者（保養所）の施設改修に伴う契約量増による使用量の増を見込んで１

，１００万円の増収となります。 

温泉事業費用では、職員の異動等に伴う人件費の増、また、温泉買上料

の増となっております。 

 資本的収支では、資本的収入については本年度も企業債の借入れを行わ

ず、負担金のみを計上しております。 

 資本的支出では、固定資産購入費の減により５，０００万円の減額とな

りました。 

主な工事は、送湯及び給湯設備工事を予定しております。 

 


