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 平成 21 年度予算のご審議に当たり、財政政策をはじめ町政運営に

対する所信を申し述べますとともに、予算の大綱をご説明し、議員各

位並びに町民の皆様のご理解をいただきたいと存じます。 

 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た世

界的な金融危機の中で景気が急速に悪化し、さらに、株式・為替市場の大幅な

変動の影響など、景気をさらに下押しするリスクが存在することから、今後も

景気の悪化は続くものとみられています。このような中、国内外の消費の冷え

込みにより、企業における急速な減産の動きなどが雇用の大幅な調整につなが

ることが懸念されております。 

また、県西地域においては、企業の景況感は、６期連続して悪化するなど、

不況の先行きは不透明で、人件費は、５期連続して前年を下回り、地方はさら

に厳しい状況にあると考えられます。 

これまでの三位一体の改革は、地方の自立や地方分権、さらには

国・地方を通じた財政の健全化にも寄与するもので、地方税財政改革

の第一歩として評価できるものの、その結果として行われた地方交付

税の削減は、地方財政計画上、地方公共団体にとって相当に厳しい歳

出の抑制を要請するものでありました。加えて、この間の景気回復に

伴う地方税収の増加が都市部を中心とするものであったことから、財

政力の弱い団体を中心に、地域医療等住民サービスに不可欠な経費の

削減を検討せざるを得ない状況が生じております。百年に一度の経済

危機と言われる現在の景気の悪化は、下降局面が長期化・深刻化する

恐れがあり、地方税や地方交付税の原資となる国税５税が大幅に減収

することが避けられない情勢の中で、危機的な状況に陥るのではない

かという懸念を抱いております。 

こうした中、「行財政改革」「財政再建」を喫緊の課題とし、町民、議会の皆

様、職員が相互に連携・協働しながら、「行財政改革」を断行するとともに、「ゆ

がわら元気回復プラン」を推進し、活力あるまちづくりに全力を傾けてきたと

ころでございます。 

 以下、町の将来像である「四季彩のまち・さがみの小京都 湯河原」の五つ

の基本目標に沿ってご説明いたします。 
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 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、お客様

を迎えるに当たり、湯河原らしい雰囲気の玄関口となるよう駅前広場再整備構

想の策定に着手いたします。 

昨年度、整備に取り掛かりました美術館裏の庭園につきましては、美術館を

訪れた方々だけでなく、町民の皆様にも四季彩のまちとしての憩いの場となる

よう引き続き整備いたします。 

また、四季折々の花々で、本町を訪れる人々に潤いと安らぎを与えられるこ

とができるよう、さつきの郷、もみじの郷、湯河原梅林、幕山の桜郷地区につ

きましては、さらなる整備と維持管理を行ってまいります。 

昨年度、「湯河原町観光戦略会議」を設置し、多角的な視点から観光資源の新

たな活用を考え、湯河原町らしい旅行商品の創造などを担う活動を行ってまい

りましたが、本年度は、その成果を次の総合計画に反映できるようにするとと

もに、新たな観光商品を検討・開発してまいります。 

また、昨年 12 月に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

業主体となった、プレミアム商品券「湯河原温泉地域商品券」の発行に対し助

成をいたしました。本年度も継続的に実施し、地域経済の活性化の下支えをし

てまいります。 

農林業の活性化では、遊休農地を活用し町民に好評を得ております「ふれあ

い農園」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。 

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を整備す

るとともに、福浦 26 号線や宮下６号線の道路改良工事を行い、都市基盤整備の

充実を図ってまいります。 

また、昨今の住環境への意識の高まりにより、大規模マンションや商業施設

等の開発・用途混在の進展に起因する諸問題に対応できるよう良好な住環境機

能を有した地区計画を策定いたします。 

清潔で環境にやさしいまちづくりでは、ごみ収集業務の民間委託区域の拡大

や小田原市・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
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す。 

また、CO２排出の削減、自然エネルギーの有効利用を促進するため、住宅用

太陽光発電設備の設置費の一部を引き続き助成いたします。 

 ６年目となる急傾斜地崩壊対策では、宮下地区が昨年度で終了し、引き続き

宮上地区を県の施工により実施いたします。 

消防体制の整備では、生物化学災害の発生時において、近隣からの応援を待

たずに初動対応が図れるよう、化学防護服等の整備をいたします。 

また、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、非常通信連絡網の強化を図るため、防災行政無線

を現在のアナログ方式からデジタル方式へ移行するための実施設計を委託しま

す。 

また、要援護者用の仮設トイレを広域避難場所４箇所に配備し、災害時の要

援護者や介護者の負担の軽減を図ります。 

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、耐震工事費の一部を助成し、木造住

宅の耐震化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、高齢者・障がい児者・児童をはじめ、すべての町民が安心し

て利用できるよう、都市公園のバリアフリー化工事を計画的に実施してまいり

ます。 

母体や胎児の健康確保のため、妊婦健康診査の一部公費負担を５回から 14

回へ増やすことにより、駆け込み出産、周産期死亡率等の低下に努めてまいり

ます。 

子育て支援サービスの充実では、第３子以降のお子さんの誕生に際し、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給付金を支給

するとともに、子育てサロンの利用者の増加に伴い、現在の施設では手狭とな

ったため、より多くの方が利用できるよう施設を移設いたします。 

また、保育園の待機児童ゼロの方針のもと、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。 
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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、地域での支え合いによる運営を進め、ボランテ

ィア養成事業を実施し、さらに充実した事業となるよう努めてまいります。 

４年目となる地域包括支援センターは、高齢者全般に係る総合的な相談・支

援を 24 時間体制で実施し、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、一元化された身体、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、「障害者基本計画」や昨年

度策定いたしました「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、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」を昨年度から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。 

不登校児問題では、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、

県から派遣されるスクールソーシャルワーカーを活用し相談体制の充実、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、異なる環境での体験が貴重な経験として

生かされることを願い、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、国内親善都市である三原市への小学生の訪問など、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、湯河原観光会館について公の施設の管理を民間団体に管理させる
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指定管理者制度を導入し、民間のノウハウを活用しながら、町民サービスの向

上と経費の節減を図ってまいります。 

職員の定員管理では、「第３次定員適正化計画」の見直しを行い、保育士・

消防職等の専門職を除き、一般事務等職員を指定管理者制度の導入や適正な組

織への転換を図りながら、平成23 年度までに10％削減することを目標としてお

り、給与につきましても、人事院勧告等に基づき、適正化を図ってまいります。 

また、現行７級の次長職及び８級の部長職を廃止し、７級を部長職とし、職

員手当についても見直しを行い、人件費の抑制を図ってまいります。 

以上の重点施策を柱に、平成 21 年度一般会計の予算は、７５億５

００万円となり、昨年度に比べ２億３，１００万円、２．９９％の減

となりました。 

歳入の根幹をなす町税は、少子高齢化、景気の悪化による個人所得

の減少、団塊世代の退職等で減収は避けられない状況であり、自動車

取得税交付金等も景気の悪化により大幅な減収が予想され、さらに、

地方交付税も国税５税の減収により、３年ぶりに特例加算を復活させ、

国と地方が折半で穴埋めするという状況となっており、不安要素が山

積されております。  

また、職員の退職者不補充等で人件費の削減をしてまいりましたが、

再任用制度の導入を検討し、フルタイム再任用職員及び短時間勤務職

員の活用を図ってまいります。 

現在の総合計画である「ゆがわら 2001 プラン」も平成 22 年度で計

画期間終了となることから、平成 23 年度以降、10 年間の計画期間で

総合計画を策定いたします。 

また、元湯河原高等学校跡地の借用等、多くの行政課題に対処して

いく必要があることから、政策活動を支援するために副町長を置き、

特命事項を積極的に遂行する機構に改めてまいります。 

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、７５億５００万円で、昨年度に比べ２億３，１０

０万円、２．９９％の減となりました。  

 減額になったものとしては、門川会館改修事業、駅前トイレ大規模改修

事業、こごめの湯運営事務経費、（仮称）温泉場地区防災公園整備事業、

小中学校校舎等耐震化事業、高規格救急自動車整備事業等があり、一方、

増額になったものとしては、退職手当組合負担金等の人件費、観光会館改

修事業、学校給食調理業務委託事業、平成 17 年度・18 年度に借り入れた

臨時財政対策債の元金の償還が始まる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、昨年度と比べ２億３，１００万円の減額となります。  

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

減額が見込まれる個人町民税などの町税、小学校校舎等耐震化事業の終了

などによる国庫補助金のほか、財産収入、繰越金及び町債などが挙げられ

ます。  

また、景気の悪化に伴い、各種交付金、譲与税についても減額を見込ん

でおります。  

一方、増額となったものとしては、生活防衛のための緊急対策として増

額された地方交付税や財政調整基金繰入金となっております。  

    

〔〔〔〔歳歳歳歳     出出出出〕〕〕〕     

議会費議会費議会費議会費     

 議会会議録の作成や議会報の発行により、開かれた議会を目指してまい

ります。  

 

総務費総務費総務費総務費     

平成 23 年度からの新たな総合計画を策定するに当たり、現総合計画の

課題などを明らかにしながら、将来にわたり持続的に発展しつづけるまち

づくりを推進していくために、部会別懇話会やアンケート調査などを行い、
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充実した計画となるよう努めます。  

町政運営には、開かれた町政であることが求められていることから、広

報ゆがわら、ホームページやメール配信サービス等を積極的に活用し、魅

力ある「ゆがわら」を発信してまいります。  

 非核宣言都市を町内外に広くアピールすることを目的として、非核宣言

都市看板を新たに設置します。  

電子自治体の推進に向け、メールサーバ、ネットワーク機器の入替えを

行うとともに、電子申請、電子入札やエルタックス（ eLTAX）などで利用

されているＬＧＷＡＮ用機器の入替えを行います。  

ふる さと を応 援 し たい とい う方 々 か らの ご寄 附を 有 効 に事 業化 する た

め、湯河原まちづくり寄附条例を制定し、寄附された方々の趣旨に添った

事業を展開してまいります。  

     

民生費民生費民生費民生費     

高齢者福祉施策では、温泉入浴とマッサージを組み合わせ、高齢者が健

康で生き生きと生活できるよう、高齢者の健康維持を目標に、介護予防・

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、諸事業を実施します。  

障がい者福祉施策では、昨年度策定しました「第２期障がい福祉計画」

を踏まえ、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、介護給付や施設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、次代を担う子どもと子育て家庭への支援策として、次

世代育成支援後期行動計画を策定するとともに、子育てサロンが利用者の

増加により手狭になったため、分庁舎６階から２階へ移設し、より多くの

親子の交流の場を設け、子育ての不安や相談等に対応できるようにいたし

ます。  

また、子育て支援事業として、第３子以降のお子さんの誕生から小学校
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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 校卒 業前 ま での入 院に かか っ た医療 費の 自己 負 担分を 助成 いた し

ます。  

 国民健康保険事業、老人保健医療、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、高齢化の進展とともに増加が著し

く、住民の健康増進や疾病予防に努めつつ、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、すべての町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、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、公費負担を現行の５回から

14 回へ増やすことにより、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、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・回収等による、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。  

    

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、イージーネ

ットハウスの普及促進を図るとともに、有害鳥獣等被害対策として、イノ

シシを捕獲した際に報奨金を支給します。  

 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、

農協女性部がみかんジュースやジャムなどの農産加工品の生産拡大が図れるよ

う助成するなど、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こ

とを支援してまいります。 
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身近な農業体験の場となる７農園、 220 区画のふれあい農園を活用し、

遊休農地の有効利用に取り組んでまいります。  

 農業基盤整備としましては、広域農道の整備を本年度も引き続き県の施

工により実施いたします。  

春に行われる第 61 回全国植樹祭のサテライト会場として、多くの皆様に、森

林づくり・森林再生の取組を広く理解していただけるよう、湯河原梅林周辺で

山桜等を植樹し、同時に町独自で梅の植樹を実施いたします。 

    

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、昨年度開催した「湯河原町観光戦略会議」で観光に携

わる方々からいただいたご意見をもとに、湯河原らしい観光旅行の商品化を行

い、低迷している観光業の振興を図ってまいります。  

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は、町民の皆様をはじめ観光客にも喜んでいた

だけるよう、さらに内容の検討を図ってまいります。  

第 85 回箱根駅伝では、始めての試みとして、みかん生産者の協力を得

て出場各校にみかんを贈呈しましたが、本年度も引き続き箱根駅伝の出場

各校に贈呈するとともに、駅頭で観光客に配布するなど、観光と農業がタ

イアップすることにより、地場産業の活性化及び地場産品のＰＲを図って

まいります。  

観光会館の施設管理に指定管理者制度を導入することにより、民間のノ

ウハウを生かした施設管理を行い、利用者の皆様の利便性向上を図ります。 

また、老朽化した冷房用冷凍機のオーバーホールや壁面ガラス等の改修

工事を実施いたします。  

商工関係では、昨年度、湯河原町商工会が事業主体となって発行したプ

レミアム商品券「湯河原温泉地域商品券」につきましては、引き続き本年

度も商品券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     
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 本年度をもって完成となる宮下６号線のほか、早期の完成を目指して千歳通

り２号線、福浦 26 号線の改良工事を実施し、また、基幹道路を主体とした舗装

の打ち換えについても力を入れてまいります。 

また、昨年度、門川地区の地籍調査において、官民境界等の確認を行いまし

たが、本年度は城堀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、柵口
ませぐち

公園、御庭公園のバリアフリー工事や、幕山公園の老朽化が目立つアスレ

チック遊具の改修工事を実施いたします。  

湯河原自然郷の整備として、池峯もみじの郷の周辺樹木の伐採及び園路の整

備を、湯河原さつきの郷では、園路の整備を行い、町民・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     

町民の生命・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、生物化学災害対策防護服等の救助活動用資機材、空気呼

吸器用ボンベ等の空気充てん設備として、移動式高圧ガス圧縮機を整備し、

救急・救助活動等の充実を図るとともに、消防救急無線デジタル広域化に

伴い、本年度は、横浜市を中心に県内各市町村の無線通信網の整備基本設

計を実施いたします。  

また、消防団対策では、消防団活動をより円滑に進めるにあたり、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。  

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購入

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。  

 

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、吉浜小学校に

おいて給食調理員の退職に伴い、学校給食調理業務を専門の業者に委託し

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
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助や学習環境を整える作業など、多方面で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、共働き家庭等の児童のた

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、昨年度、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、今後とも子どもの活動拠点として事業を実施して

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。  

また、グラウンドゴルフの振興を図るために、グラウンドゴルフ協会設

立に向け支援いたします。  

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。  

 美術館では、来館者や町民の方々が四季折々の花々を鑑賞することが出

来るくつろぎの場として、園路やベンチの設置等の庭園整備を実施し、庭

園を活用して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。 

保険料につきましては、平成 18 年度の改正以降、さらなる負担増加のないよ

う努力してまいりましたが、依然として続く医療費の伸びに対する財源確保の

ため、本年度の保険料につきまして、改定をせざるを得ない状況となりました。 

 予算総額は、３７億９，２００万円で、前年度に比べ１億４，３００万円、

３．９２％の増となりました。 

 主な要因は、医療費等の伸び率の見直し、後期高齢者支援金、共同事業拠出

金及び特定健康診査等事業費の増額などによるものです。 

    

〔〔〔〔下下下下水道事業特別会計水道事業特別会計水道事業特別会計水道事業特別会計〕〕〕〕    

 次に、下水道事業特別会計です。 

 予算総額は、１２億５，０００万円で、前年度に比べ４００万円、０．３２％

の増となりました。 

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 1,145 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、下水道長寿命化計画策定業務と改修

調査業務を実施してまいります。 

また、公債費においては公的資金補償金免除繰上償還を実施して、下水道経

営の健全化を図ります。 

 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。 

 主に 75 歳以上の方への医療給付を目的として実施してまいりましたが、老人

保健法の改正に伴い、平成 20 年３月末日をもって制度が廃止されたことにより、

請求遅延分の支出にのみ対応するものです。 

 予算総額は、２５０万円で、前年度に比べ２億４，０７０万円、９８．９７％

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、本年度は第４期介護保険事業計画の初年度に当たります。こ

の計画の基本理念でありますが、第３期計画で設定しました 10 年後を見据えた

基本理念を継承し、「高齢者が安心と生きがいを実感できるまちづくり」といた

します。また、これを具体化するため、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、より一

層の高齢者保健福祉の充実に鋭意努力してまいります。 

 保険事業勘定の予算額１９億６，２００万円、介護サービス事業勘定の予算

額１，４４０万円を合わせ、予算総額は、１９億７，６４０万円となり、前年

度に比べ１億３，３２０万円、７．２３％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、１，６４０万円で、前年度に比べ３０万円、１．８０％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。 
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〔〔〔〔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。  

事業開始の初年度となりました平成 20 年度には、保険料や徴収方法等の見直

しがありましたが、ようやく制度が定着しつつあり、今後も安定した医療の確

保に向けた周知、啓発に意を注いでまいります。 

予算総額は、３億１，３７０万円で、前年度に比べ１，８１０万円、６．１

２％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、４億４，３５６万３千円で、前年度に比べ１，３１３万３千円、

２．８８％の減です。事業費用は、４億３，９００万円で、前年度に比べ１，

２００万円、２．６６％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７８２万８千円、１．８３％の減収が見込ま

れます。 

水道事業費用では、人件費及び委託料は増額となっておりますが、減価償却

費、資産減耗費、企業債利息及び特別損失が減額となりました。 

また、資本的収支では、企業債４，０００万円の借入れを予定しております。 

主な工事は、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。 

 

 

 



- 16 - 

 

〔〔〔〔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、２億３，３００万円で、前年度に比べ７０万４千円、０．３０％

の増です。事業費用は、２億３，０００万円で、前年度に比べ１，３００万円、

５．９９％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は、前年度とほ

ぼ同額となります。 

温泉事業費用では、温泉買上料、減価償却費、資産減耗費は減額となりまし

たが、人件費が職員の異動等により増額となりました。なお、不納欠損による

特別損失を計上しております。 

 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、建設改良費及び企業債償還金等の増により１，０００万円

の増額となりました。 

主な工事は、源泉施設整備、送湯老朽管布設替工事を予定しております。 

また、源泉等の購入を予定しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


