
 

    

    

    

平成平成平成平成 20202020 年度町政年度町政年度町政年度町政にににに関関関関するするするする所所所所信信信信    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                        湯河原町長湯河原町長湯河原町長湯河原町長        冨冨冨冨    田田田田    幸幸幸幸    宏宏宏宏    

    

    



－１－ 

 平成 20 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を背景と

する金融資本市場の変動や原油価格高騰が国内外の経済及び国民生活に

与える影響は多大であり、これらの動向に留意する必要がある中、企業

収益や雇用情勢では、改善に足踏みがみられるなど、一部に弱さがみら

れるがものの、設備投資・輸出・生産は緩やかな増加傾向にあり、景気

は回復基調との見方がある反面、年初来の株価の下落や物価上昇による

今後の個人消費動向が不透明など、景気に早くも陰りが見え初めており

ます。更に、地域間でのばらつきが大きく、特に県西地域においては、

企業の景況感は、２期連続して悪化するなど、景気回復の地方への進展

は厳しい状況にあると考えられます。 

これまで、機関委任事務制度の廃止を中心とする地方分権一括法の制

定や、国庫補助負担金改革、税源移譲及び地方交付税の見直しを一体的

に行った三位一体の改革を通じ、地方分権改革は一定の進展を見せたも

のの、単なる国の負担率の引き下げを行った国庫補助負担金では、地方

の自由度や裁量の拡大につながらず、また、大幅に削減された地方交付

税により、地方独自の施策・取組を行う余地が狭まり、税源移譲された

町税だけでは、これまでの地方分権改革の成果が十分な実感を伴って現

れているとは言えず、地域間の格差問題が国・地方の双方にとって重要

政策課題となっております。このような中、平成 20 年度地方財政対策に

おいては、地方交付税に地方再生対策費を暫定的に盛り込むなど、地方

への配慮が見られるものの、その財源は、国税の収入の伸び悩みにより、

地方交付税の特別会計で予定していた借入金返済の先送りにより財源を

捻出するなど、楽観視できない状況となっております。 

こうした中、副町長を置かないことや町長の給料の減額、また、職員

数についても退職者の不補充といった行財政改革を進めるなど、一部は

既に実現しておりますが、町民の皆様にご支持をいただきました「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。 
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 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。   

 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、 

町の玄関口である湯河原駅前トイレの大規模改修を行い、観光客や町民

の方々が心地良く利用していただけるようにいたします。 

昨年８月、国土交通省の「観光まちづくりコンサルティング事業」に

本町が重点支援地域として選定されたことを受け、「アドバイザリー会

議」や「ワーキンググループ」を設置したところですが、本年度は、い

ただいた意見や提案をもとに、今後の本町の観光のあり方を短期、中期、

長期的な視点から検討する「（仮称）観光戦略会議」を立ち上げます。 

幕山の桜郷地区では、スギ・ヒノキを地名にちなんだ桜へと植え替え

ることにより、周辺の環境と調和した整備を行い、さつきの郷、もみじ

の郷、湯河原梅林につきましては、町民の誇れる財産として、また、本

町を訪れる人々に潤いと安らぎを与えることができるよう、さらなる整

備と維持管理を行ってまいります。 

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、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

事業補助金により、「かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画」に呼

応した、水源林の確保、整備を進めてまいります。 

農業の振興につきましては、広域農道をはじめ、農業基盤整備を引き

続き進め、地域の活性化を図るとともに、より多くの方に農業に親しん

でいただけるよう、ふれあい農園を有効利用してまいります。 

災害対策といたしましては、児童の安全確保のため、本年度は、湯河

原小学校体育館及び吉浜小学校南棟の耐震大規模改修工事を実施し、ま

た、翌年度の耐震大規模改修工事の実施に向け、中学校の耐震補強実施

設計を行います。 

 保育園では、地震発生の際の迅速な対応を図るため「緊急地震速報受

信機」を設置し、園児の安全確保や避難・誘導に努めてまいります。 

 このほか、温泉場地区に避難場所としての機能を有した公園を整備し、

地域住民の一時避難場所の確保に努めます。 

 消防救急業務体制の整備といたしましては、導入から７年経過し、走
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行距離が 22 万 km を超えている高規格救急自動車を更新いたします。 

５年目となる宮上・宮下地区の急傾斜地崩壊対策事業は、県の施工に

より引き続き実施してまいります。 

都市基盤整備におきましては、道路新設改良事業として、千歳通り２

号線道路改良工事、福浦 26 号線道路改良工事、宮下６号線道路改良工事

及び宮下 17 号線道路改良工事を実施してまいります。 

また、地籍調査を行い、官民土地の境界を明確にし、調査後の境界査

定事務に係る住民負担の軽減や事務の効率化を図ってまいります。 

環境対策といたしましては、地球温暖化防止対策の一環としまして、

昨年７月からスタートさせました、「住宅用太陽光発電設備設置補助制

度」を引き続き実施してまいります。 

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、４月から施行される後期高齢者医療制度に係る

特別会計への繰出金や、医療負担の市町村間の格差を解消し、安定した

財政運営の確保を目的に設立されました広域連合への負担金など、新た

な制度への対応を図ってまいります。 

地域福祉の充実を図るために、門川会館の改修工事を行い、コミュニ

ティの場を設け、併せて、足の不自由な方のために、２階への階段昇降

機を設置いたします。 

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に入

学するまでの間、新たな生命の誕生を祝福し、健やかな成長を祈念して

給付金を支給するとともに、育児相談などの子育てサロンの充実、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。 
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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、更に充実した事業となるよう努めてまい

ります。 

３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」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、次代を担う青少年の健全な心身の発達のため、

親子自然ふれあい体験など、屋外での活動を実践してまいりたいと考え

ております。 

また、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

都市との子ども交流なども実施してまいります。 

 放課後児童健全育成事業では、引き続き町内３小学校で学童保育を実

施いたします。また、地域の方々の参画を得て、子どもたちにスポーツ・

文化活動・地域住民との交流活動等の機会を提供する放課後子ども教室

推進事業を東台福浦小学校でモデル実施いたします。 

各学校においては、新たに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、多方面で学校支援ボランティアを募

り、様々な学習場面での活用を図ってまいります。 

 本町の電子計算機システムにつきましては、電子自治体に向けて、電

子入札システムなどのインターネットを活用した時代に則した情報化を

進展させるとともに、利用者個人認証、不正アクセスの遮断など、セキ

ュリティに万全を期してまいります。 

 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、公の施設の管理を、株式会社をはじめとした民間団体
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に管理させる指定管理者制度を３施設で導入し、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。 

 職員の定数につきましては、適正化計画による定員管理の徹底を図る

とともに、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、

消防職、保育士などを除き、平成 23 年度までに 10％を目標に削減し、

給与につきましても、人事院の勧告等に基づき、人件費の適正化を図っ

てまいります。 

以上の重点施策を柱に、平成 20 年度一般会計の予算は、７７億３，６

００万円となり、前年度に比べ１００万円、０．０１％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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〔〔〔〔一般会計一般会計一般会計一般会計〕〕〕〕 

    一般会計予算総額は、７７億３,６００万円で、前年度に比べ１０

０万円、０．０１％の減となりました。 

 減額になったものとしては、新幹線跨線橋改良事業、小学校校舎

耐震化事業、指定管理者制度への移行に伴うこごめの湯運営経費、

職員給与等の人件費等があり、一方、増額になったものとしては、

本年度より制度が開始される後期高齢者医療費のほか、門川会館改

修事業、駅前トイレ大規模改修事業、（仮称）温泉場地区防災公園整

備事業、平成 16 年度・17 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、前年度と比べ１００万円の減額となります。 

減額となったものとしては、新幹線跨線橋改良事業の終了などに

よる国庫補助金及び町債の減額、指定管理者への管理の移行に伴い、

こごめの湯使用料等となっております。 

一方、増額となったものとしては、町税は、地価の下落もようや

く下げ止まり感がみえ、固定資産税・都市計画税の増額が見込まれ、

収納対策の強化により滞納額の解消による増額も見込んでおります。 

また、普通財産の売払収入、公共公益施設整備基金等繰入金、地

域再生対策費の新設に伴う普通交付税等についても増額となってお

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    

町民の皆様と情報を共有し、開かれた町政を行っていくため、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
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し、魅力ある「ゆがわら」を発信してまいります。 

 国内外親善交流では、将来を担う青少年の国際的な視野を広める

ため、ポートスティーブンス市への中学生の派遣及び広島県三原市

とやっさ踊りを通した小学生の相互交流を引き続き実施してまいり

ます。 

防犯・交通安全施策では、「安全で安心なまちづくり」を推進する

ため、交通安全施設の整備と防犯灯の設置や維持管理を継続して行

ってまいります。 

情報システム化の推進では、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）

システムの管理、電子申請・電子入札システムの県市町村共同運営

事業等、電子自治体に向けた取組を引き続き行ってまいります。一方、

個人情報等のデータの漏えいに対応するセキュリティに万全を期してま

いります。 

     

民生費民生費民生費民生費    

急速に進む少子高齢化は、様々な分野において対応の変化を迫っ

ており、必要な人に必要なサービスが行われるよう、諸事業の実施

に配慮してまいります。 

高齢者福祉施策では、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最高の目標に、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。また、後期高齢者医療制度の改革に伴う対応

を図ってまいります。 

 障がい者福祉施策では、障がい者の自立と社会参加を促すための

障がい者自立支援給付等事業とこれまでの訪問入浴サービス、日常

生活用具給付等の事業がより柔軟に運営できるよう、統合した地域

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、子育てサロンや一時保育などにより、母子の

孤立化を防ぎ、緊急時に対応したサポートをしてまいります。保育

園では、待機児童ゼロの継続に努めます。 
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また、少子化対策の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入学まで給付金を支給することといたしました。 

 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、各種検診、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。 

環境施策では、ごみ対策として、リサイクルの推進及び年末年始

のごみ収集体制の維持等を図るほか、不法投棄・散乱ごみの防止、

ごみの減量化を引き続き強化するとともに、海岸清掃等の町内美化

を推進し、塵芥収集車につきましては、本年度も１台を更新いたし

ます。 

また、県西地域のごみ処理広域化について、引き続き協議を進めてま

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、近年増えてきたイノ

シシ等の被害対策を講じてまいります。 

 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、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。 

身近な農業体験の場となる７か所、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継続実施

いたします。 
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 林業振興施策では、町の宝となった湯河原梅林の剪定及び下刈り

を実施するほか、隣接する旧吉浜財産区区有林６ヘクタールの保護、育

成を町が引き継いで管理してまいります。 

 水産業振興施策では、漁業振興のため、福浦漁協の実施する経営

の改善、近代化事業に対して助成を行います。 

  

    

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、「四季彩のまち・さがみの小京都 湯河原」の特

色を関係業界と連携して効果的に宣伝を行い、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、武者行列やさ

つきまつり、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行っ

てまいります。 

町の玄関口にあるシンボルモニュメントにつきましては、老朽化

が進んでいるため、年４回の案内表示の張替えを行い、四季折々の

内容で観光客の皆様をお出迎えできるようにいたします。 

鎌倉幕府開運街道整備事業では、源頼朝ゆかりの自鑑水の保水整備工

事を行います。 

商工関係では、経営改善の普及など、地域経済活性化のため、商

工業の振興に努めてまいります。 

 

土木費土木費土木費土木費    

 道路整備につきましては、「自然体験散策ルート」としての千歳通り２

号線の歩道・街路灯設置を前年度に引き続き整備するとともに、福浦 26

号線、宮下６号線の道路改良事業につきましても早期の完成を目指して

実施し、宮下 17 号線では、道路を拡幅し、交通の安全を図るほか、道路

不良箇所の補修なども継続して実施してまいります。 

 災害対策としましては、宮上、宮下地内の急傾斜地崩壊対策を実

施してまいります。
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 公園緑地施策では、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、維持管理に努めてまいります。 

     

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、緊急消防援助隊応援派遣時に備え、簡易型化学防

護服などの整備を行い、消防団活動の充実・強化並びに、女性防火

クラブの活動を支援してまいります。 

 災害時の拠点の一つとなる消防庁舎の高機能消防指令センターにつ

きましては、最大限の機能が発揮できるよう、熱海市泉地区及び真鶴町

を含めた中で、適切な運営を図ってまいります。 

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の

ほか、アルファ米、飲料水及び粉ミルクの食糧を備蓄いたします。 

また、本年度整備が完了する神奈川県防災行政通信網の整備費用

について、負担割合に応じて負担します。 

 

教育費教育費教育費教育費    

    平成 17 年度から開始した小学校校舎等の耐震化工事につきまし

て、本年度は、湯河原小学校体育館及び渡り廊下と吉浜小学校南棟

の耐震大規模改修工事を行うほか、湯河原中学校校舎等の耐震実施

設計を行います。 

湯河原小学校では、教室内に扇風機を設置し、給食室の牛乳保冷

庫等につきましては、老朽化に伴い更新を行います。 

東台福浦小学校では、給食調理室の環境改善のため、空調設備を

設置いたします。 

また、各学校においては、新たに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、多方面で学校支援ボ

ランティアを募集し、様々な場面で活用を図ってまいります。 
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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、放課後の学童保育を各小学校において継続

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、学校巡回文庫の充実を図り、美術館では、平松礼二

画伯の作品と同画伯がモネ財団から株分けされた睡蓮などにより、来館

者の増加を図ってまいりたいと考えております。 
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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、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、貢献しております。 

本格的な高齢化社会を迎えたことや、社会経済情勢の変化などにより、

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、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、財政状況の悪化に対応するため、平成 18 年度

に大幅な改定を行いましたが、なお医療費は増加する傾向にあります。 

本年度の保険料につきましては、繰越金の活用等により据置きといた

しましたが、今後も加入者負担の増加を抑えるべく努力してまいります。 

 予算総額は、３６億４,９００万円で、前年度に比べ１億２，４００万

円、３．３％の減となりました。 

 主な要因は、医療費等伸び率の見直し、75 歳以上の被保険者の後期高

齢者医療費制度への移行による保険給付費の減額や、老人保健拠出金及

び介護納付金の減額によるものです。 

    

〔〔〔〔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、１２億４,６００万円で、前年度に比べ３億２,９００万

円、２０．９％の減となりました。 

 主な要因は、平成 17 年度から平成 19 年度の３か年で実施した水処理

（機械・電気・土木）設備等改築更新工事費及び沈砂池（機械・電気）

設備等増設工事費の減によるものです。 

本年度の主要事業は、面整備として西部・中央処理分区を重点的に、

延長 1,385 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（２号機）の実施設計業務を日本

下水道事業団に委託して実施してまいります。 

 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月の診療分までを対象とし、

それ以降は、後期高齢者医療制度として実施されることとなっておりま

す。 

 予算総額は、２億４，３２０万円で、前年度に比べ２２億５，６８０

万円、９０．３％の減となりました。 

主な要因は、制度改正により、本年度は、１か月分の診療費及び請求

の遅延が見込まれる分のみを計上したことによるものです。 

 

〔〔〔〔介護保険介護保険介護保険介護保険事業特別会計事業特別会計事業特別会計事業特別会計〕〕〕〕    

 次に、介護保険事業特別会計です。 

 介護保険では、第３期介護保険事業計画の最終年度に当たります。こ

の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、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。 

 また、今年度策定予定の第４期介護保険事業計画につきましては、今

後の社会情勢の変化、介護保険制度や諸制度の改正を踏まえ、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１８億３，３００万円、介護サービス事業勘定

の予算額１，０２０万円を合わせ、予算総額は、１８億４，３２０万円

となり、前年度に比べ１億３，７２０万円、８．０％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、１，６７０万円で、前年度に比べ１，３９０万円、４９
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６．４％の増となりました。 

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が、本年度から、元金の償還が始まります。 

 

〔〔〔〔後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計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。 

 老人保健法の改正に伴い、神奈川県後期高齢者医療広域連合が運営主

体となり、県下全市町村で構成される後期高齢者医療制度が平成 20 年４

月から実施されます。 

法令の定めにより、保険料の算定は、広域連合が行いますが、その徴

収等は、各市町村が行うことから、保険料の徴収と、徴収した保険料を

広域連合に納付するための新たな特別会計を設置いたしました。  

予算総額は、２億９，５６０万円で、主な歳入は、保険料、一般会計

繰入金で、主な歳出は、総務費、広域連合への納付金となっております。 

 

〔〔〔〔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、４億５，６６９万６千円で、前年度に比べ９１２万９千

円、２．０％の減です。事業費用は、４億５，１００万円で、前年度に

比べ５００万円、１．１％の増となっております。 

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おいて、

使用水量の減により、水道料金は、前年度に比べ９３７万２千円、２．

２％の減収が見込まれます。 

水道事業費用では、委託料、資産減耗費及び特別損失が増額となりま

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

及び幕山浄水場急速ろ過機改修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、２億３，２２９万６千円で、前年度に比べ５５６万１千

円、２．３％の減です。事業費用は、２億１，７００万円で、前年度に

比べ１，１００万円、４．８％の減となっております。 

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において、

温泉使用量の減等により、温泉使用料金の減収が見込まれます。 

温泉事業費用では、資産減耗費及び賃金は増額しておりますが、温泉

買上料、人件費及び減価償却費が減額となりました。 

 また、資本的収支では、建設改良積立金の状況や、今後の資金運用を

考慮して企業債の借入れを行いません。 

 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１，３０

０万円の増額となりました。 

主な工事は、集湯ポンプ所整備、送湯老朽管布設替及び貯湯槽内面改

修の工事を予定しております。 

 


