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平成２１年３月市議会定例会の開会にあたりまして、私の市政運営に臨む所

信の一端と新年度予算の大要を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様のご理解

とご協力をお願いするものであります。 

アメリカ発の金融危機は世界に広がり、日本の実体経済も世界経済の減速に

より景気後退が見られ、こうした景気後退の影響は、企業進出の停滞、地域経

済の落ち込み、雇用情勢の悪化など先行きの見えない大変厳しい状況となって

いますが、私は、市民の安心・安全な生活を確保し、明るい蒲郡市の未来を描

くためにも、観光振興や産業振興対策など積極的に推進してまいります。 

また、本年は、市制施行５５周年の年にあたり、様々な記念行事を実施して

まいります。この機会に、多くの先人たちの知恵と努力により築かれた歴史と

文化に感謝の念を抱くとともに、これまでの５５年のあゆみを次の世代に引き

継いでいかなければなりません。 

市制５５周年記念行事を開催するにあたりましては、市民の皆様とともにお

祝いし、更なる飛躍の年に向けた出発点にしたいと考えております。 

私は、市長就任以来、「議会制民主主義を尊重し、市民の声を市政につなぐ」

を市政推進の基本理念に、 

第１に「安心のまち蒲郡」 

第２に「自然と共生するまち蒲郡」 

第３に「明るく元気なまち蒲郡」 

の三つを基本施策の柱として、まちづくりに全力で取り組んでまいりました。 

昨年度は、私が選挙において掲げましたマニフェストの実現に向け鋭意努力

いたしましたが、その結果、４５の施策のうち１４施策が概ね達成、また達成

できる見込みとなり、全体として８０％の進捗率であります。 

新年度は、この基本理念を堅持しつつ、マニフェストのうち都市基盤整備の

促進、地場産業の活性化、観光宿泊客２割アップ、市民病院の医師確保を、ま
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た、マニフェストにはありませんが名鉄西尾蒲郡線の存続問題など様々な課題

について市長としての責務を果たしていきたいと考えております。 

次に、多くの財政需要など市政運営のための必要な財源確保であります。歳

入の根幹をなす市税収入については、景気悪化による法人市民税の減額、評価

替え等による固定資産税及び都市計画税の減額もあり、市税全体としては滞納

繰越分を含め、３億７千６００万円減の１３２億円ほどを見込んでいます。  

また、地方交付税ですが、国の平成２１年度の地方交付税総額は平成２０年

度を上回る１５兆８千２０２億円が確保されましたが、景気後退に伴い地方税

収入の大幅な落ち込みとなる自治体の増加が見込まれることから、大変厳しい

財政状況になることが予測されます。それらの財源不足を補うため、財源調整

の役目を果たす財政調整基金の取崩しに加え、臨時財政対策債の借入れによる

補てんを行うこととしております。 

新年度の予算編成にあたりましては、重点的・効果的な予算配分に留意しな

がら、少子高齢化対策、基幹道路の整備、土地区画整理事業の推進、観光・産

業振興対策、消防・防災対策、教育環境の整備などの諸施策を着実に推進し、

「人材育成・活力の再生・自立の確保」に向けた予算を編成し、 

新年度の予算は、 

 一般会計   ２４０億４千４００万円 

   特別会計 １千３７９億  ４１０万円 

   企業会計   １１２億２千８２０万円 

   総  額 １千７３１億７千６３０万円であります。 

以下、主な基本施策の概要につきまして、順次ご説明申し上げます。 

まず第１は、「安心のまち蒲郡」であります。 

昨年の８月末には、本市においても、昭和３７年の記録的な降雨量を４６年

ぶりに上回るゲリラ豪雨により、がけ崩れや浸水等の被害をもたらしたことは



 3 

記憶に新しいところであります。市民の生活を守るために都市基盤整備の重要

性を改めて考えさせられる事象でありました。こうした中で、市民の皆様が早

期に気象や津波警報、緊急地震速報など防災情報を得られるよう全国瞬時警報

システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）も受信できる防災行政ラジオの配置を新年度も引

き続き進めてまいります。 

次に、少子高齢化社会に対応した福祉施策の充実であります。 

将来を担う子どもたちを守り育てる社会の実現に向け、計画的な取り組みを

促進するにあたって次世代育成支援対策後期行動計画を策定してまいります。

策定にあたっては、蒲郡市に住むことに喜びを感じながら子育てできるような

環境を整備し、心の豊かさと人のつながりが感じられる計画となるよう取り組

んでまいります。 

保育施策につきましては、平成１７年度に策定しました「蒲郡市保育園民営

化計画」に沿って、昨年４月にみどり保育園を民営化いたしました。初めての

民営化であり移行に伴い様々なご意見をいただきましたが、必要な改善を行い

現在は順調に運営されています。また、平成２２年４月に民営化する鹿島保育

園の移管先が学校法人「明睦
めいぼく

学園」と決定しましたので、新年度は、民営化に

向けた事務引き継ぎを行ってまいります。今後は、公立保育園と民間保育園が

お互いに役割分担をして保護者のニーズに応えられるよう特別保育の充実や

保育の向上を図ってまいります。 

また、核家族化の進展に伴い、放課後児童の健全育成のため１小学校区に１

か所の児童クラブの設置を目標としてきました。新年度に形原小学校内の教室

を改修して「形原児童クラブ」を開設しますと、１３小学校区すべての設置が

完了いたします。 

また、母親の就労と子育て支援施策といたしまして、市内保育園全体でニー

ズの高い低年齢児の受入れを増やしてまいります。 
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次に、高齢者に対する支援であります。 

高齢者支援及び介護保険事業につきましては、平成２１年度から３年間にわ

たり、第４期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画に基づき、新たな施策を展

開してまいります。 

高齢化が急速に進み、ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦世帯が増加する中で

認知症対策の推進、高齢者虐待防止対策の充実、災害時を含めた見守り体制の

充実を喫緊の課題と捉え、地域社会のネットワークを活用した支援事業を行っ

てまいります。 

介護保険事業は、介護サービス給付費の増加、介護報酬の３％アップ、第１

号被保険者の負担率の増加などにより、平成２１年度から介護保険料の改定を

せざるを得ない状況にありますが、平成１８年度から始まった激変緩和措置の

継続、あるいは保険料の段階を現状の７段階から９段階にすることにより、低

所得者の皆さんの負担を少しでも抑えるように努めてまいります。   

受益者の応分の負担により成り立つ保険事業でありますので、保険料の改定

につきまして、よろしくご理解くださるようお願いいたします。 

次に、人にやさしいまちづくりの推進であります。 

すべての市民が安心して生活を営むことができるようなやさしいまちづく

りを目指してまいります。 

まず、市役所での住民異動や戸籍異動の届け出に関する様々な手続きをでき

る限り一つの窓口で受付けできるよう、総合窓口化（ワンストップサービス）

の実施に向けたシステム体制の整備を行い、平成２２年度からのスタートを目

指してまいります。 

次に、障害者自立支援法が施行され４年目を迎えますが、新年度は相談支援

事業をはじめ地域の障害福祉に関し、浜町にある「蒲郡市障がい者支援センタ

ー」と障害者関係者で構成する「蒲郡市障害者自立支援協議会」との連携を深
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めることにより障害者施策の充実に努めてまいります。 

また、マニフェストにあります一般の歯科医院では十分な診療を受けること

が難しい障害のある方の歯科診療を行う「（仮）障がい者歯科診療所」を開設

してまいります。 

子ども医療助成制度をはじめ福祉医療費助成制度につきましては、引き続き

高い水準を維持してまいります。 

次に、こころ豊かな教育の充実であります。 

新しい時代の担い手として、社会の変化に対応する資質や能力を身につけ、

たくましく生きる健康と体力を備えた子どもたちを育成する環境づくりが求

められています。 

平成２０年３月に示された新学習指導要領では、小学校高学年に対して英語

を中心とした外国語活動の導入が図られます。こうした折、国際化、グローバ

ル化する時代の中で国際感覚を養うため、小学校の総合的な学習や中学校の英

語の授業において、ネイティブなＡＥＴ（アシスタント・イングリッシュ・テ

ィーチャー）２名を配置して、外国人との英会話を体験する授業に取り組んで

おりますが、新年度はさらに１名増員し、３名体制により英語教育の一層の充

実を図ってまいります。また、外国籍の子どもへ日本語や日本の生活習慣の指

導にあたる語学補助員を現在の３名から５名に増員することで、日本語教育を

必要とする子どもたちへの指導を行ってまいります。 

昨年度から実施しています「特色ある学校づくり事業」は、２年目となりま

すが、各学校長のもと教師たちの英知を出し合いながら、各校の特色を打ち出

しつつ、学校のニーズを活かした教育環境の整備を行っておりますので、その

成果を大いに期待しているところであります。 

また、形原公民館の建設につきましては、形原町春日浦地内に建設してまい

ります。 



 6 

次に、災害に強いまちづくりの推進であります。 

近年、災害の態様も複雑化しており、昨年８月末のゲリラ豪雨のような被害

や近い将来発生が予測される東海・東南海地震などの大規模災害が危惧される

ところであります。こうした中、災害に対して市民の生命・財産を守り、安全

性を高める防災対策は急務であります。大規模災害時への備えは、実施計画に

基づいて必要な資機材や生活用備蓄物資などの購入に努めていますが、現在保

有している防災倉庫では手狭となっていますので、新たな防災倉庫を栄町地内

のＪＲ高架下に設置いたします。   

また、市民のライフラインを確保するため老朽化した送・配水管を地震に強

い耐震継手管に布設替えするとともに、第２西浦配水池築造工事を行うことで

応急給水水源の拡充を図ってまいります。 

次に、消防と市民が連携した地域総合防災の強化が必要であることから、そ

の拠点となる新消防庁舎の竣工を目指して建設工事を進めておりますが完成

後は一層の防災体制の整備が図られ、災害に強いまちづくりを推進できるもの

と確信しています。 

小中学校耐震補強につきましては、昨年の「地震防災対策特別措置法」の改

正により構造耐震指標０．３未満の施設の耐震補強工事を計画的に実施してお

りますが、新年度は、塩津小学校をはじめ３小学校の耐震補強工事を行います。

また、形原中学校校舎改築事業につきましては、昨年度の３月補正予算により

前倒しして実施することといたしました。 

次に、積極的な健康づくりであります。 

元気でいきいきした生活を過ごせることは大きな喜びです。健康で過すため

には、生活習慣を見直すきっかけづくりと生活習慣病の早期発見・早期治療が

たいへん重要であります。そのためのがん検診やヤングエイジ健康診査などの

保健事業の充実を図ってまいります。 
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母子保健事業につきましては、子どもを安心して生み育てることができる環

境を整備するため、引き続き不妊で悩むご夫婦に不妊治療費の一部を助成する

事業を実施し、妊婦健診については、妊婦が費用を心配せずに必要な健診が受

けられるように、公費で負担する妊婦健診の回数を、現行の５回から１４回に

増やしてまいります。 

また、生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問する「こんにちは赤ちゃん訪

問事業」を行ってまいります。 

次に、医療の充実であります。 

蒲郡市民病院は、東三河の中で２次医療の基幹病院の一つとして重要な役割

を担っています。しかしながら、近年、医師不足により診療体制を縮小せざる

を得ない事態となっており、その結果、患者数の減少により経営状況が悪化し

ています。こうした状況から「経営の効率化」「経営形態の見直し」「再編・ネ

ットワーク化」などの蒲郡市民病院改革プランを策定し、経営改革に取り組む

とともに、「市民まるごと市民病院応援団」の皆様と力を合わせて、医師の確

保に全力で取り組んでまいります。さらに、市民病院の経営を健全化するため、

引き続き他会計から繰出しを行ってまいります。ご理解とご協力をお願いいた

します。 

次に、渇水に強いまちづくりであります。 

自己水源を持たない本市にとりまして、水源を確保することは長年の課題で

あり悲願でもあります。 

設楽ダム建設につきましては、東三河地域における利水・治水での必要性か

ら早期着工を強く望んでいるところであります。そうした中で、本年１月、国

土交通省が設楽ダムを「水源地域対策特別措置法」に基づくダムに指定する一

方、２月には、設楽町長をはじめ町民各位のご理解とご協力をいただきまして

「建設同意」及び「損失補償基準協定」が調印され、愛知県が計画を発表して
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以来、３６年の長きを経ていよいよ着工の運びとなりました。 

これを受けまして、設楽ダムからの恩恵を受ける下流市町といたしまして、

設楽ダム建設によって影響を被る設楽町に対する応分の負担をしていくため

の負担額を新年度予算に計上させていただきました。 

次に、公共交通機関の確保であります。 

市内路線バスは、通勤、通学、通院及び買い物など、市民の皆様の日常生活

を支える公共交通機関として重要な役割を果しています。しかしながら、運送

収入の減少と燃料費の高騰などによる運送経費の増加により、路線バスの経営

状況は厳しいものとなっております。引き続き運行に要する補助を行い、公共

交通の確保を図ってまいります。 

名鉄西尾蒲郡線につきましては、三河地方南部の広域ネットワークを構成す

る重要な路線であり、通勤者はもとより通学の学生たちや高齢者など交通弱者

にとっても重要な交通手段となっています。他の沿線自治体、国、県とも協議

し、名鉄西尾蒲郡線の存続を強く名鉄に求めてまいりたいと思います。 

次に、安全で住みよいまちづくりであります。 

交通死亡事故はなかなか後を絶ちません。本市では昨年交通事故が４４０件

発生しており、うち５件の交通死亡事故が発生しております。年齢別では、若

者、一般、高齢者の負傷者は減少していますが、１５歳以下の子どもの交通事

故による負傷者は、一昨年と比べ１１人増加しております。将来を担う子供た

ちを交通事故から守るため、通学・通園時における児童・生徒の交通指導にあ

たる交通指導員を現在の８名から１名増員して９名体制とし、より広く市内を

カバーして、子どもたちの交通安全を図ってまいります。 

防犯対策事業につきましては、防犯担当経験者を採用して、地域や関係団体

の方々への防犯施策の助言や活動支援など防犯意識の高揚と防犯体制の強化

を図ってまいります。また、自転車駐車場での自転車盗難犯罪が増加している
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ことから蒲郡駅西高架下自転車駐車場に防犯カメラを設置して、犯罪抑止に努

めてまいります。 

次に、都市基盤整備などの生活基盤整備であります。 

新年度は、特に都市基盤整備の促進を重点施策に位置づけ実施してまいりま

す。幹線道路の整備につきましては、昨年１２月２５日に関係者のご協力をい

ただきまして、国道２４７号中央バイパス第４工区の開通式を行うことができ

ました。引き続き坂本線から西の残り全線を平成２３年度までに供用開始でき

るよう、事業推進に取り組んでまいります。 

国道２３号蒲郡バイパスは、名古屋市と豊橋市を結ぶ地域高規格道路として

整備される道路で、大規模バイパスとして国道１号の交通混雑の緩和やネット

ワークの連続性などを考慮し、重点的に整備が進められています。西方面から

の岡崎バイパス幸田芦谷インターまでが、平成１９年３月供用開始となりまし

た。今後、蒲郡市街地の交通安全の確保等を目的とする蒲郡バイパスの蒲郡イ

ンターまでを平成２０年代前半の開通を目指して、現在、柏原町、坂本町及び

清田町地内において工事が進められております。 

蒲郡インターから東側の新規事業化区間でも早期に着手できるよう国、県に

積極的に働きかけを行ってまいります。 

オレンジロードにつきましては、東名高速道路や国道１号と東三河臨海部と

を結ぶ重要な道路であり、蒲郡インターの開通までには無料化が図られるよう

愛知県道路公社に要望しているところであります。 

また、新東名高速道路額田インターに接続する国道４７３号バイパスのルー

ト決定につきましても強く国、県に要望してまいります。 

土地区画整理事業につきましては、厳しい財政状況の中ではありますが、重

点的に予算を配分し、中部土地区画整理事業については、国道２３号蒲郡バイ

パス蒲郡インターの開通に合わせ本宿線の整備を進めるとともに区画整理地
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内の道路整備と関連する建物移転を積極的に推進してまいります。 

蒲郡駅周辺整備事業及び駅南土地区画整理事業につきましては、南北駅前広

場と高架下側道の整備を進めるとともに、区画整理地内の坂本線の整備、東側

住宅地の建物移転を進めてまいります。 

第２は、「自然と共生するまち蒲郡」であります。 

はじめに、生活排水対策及び快適な都市環境づくりであります。 

三河湾の美しい景観は、市民の願いであり次世代に残さなくてはならない大

切な財産であります。生活様式の変化などにより汚れてしまった川や海の環境

をきれいな状態に戻すことは、今を生きる私たちの使命であります。 

下水道事業は、三河湾の水質浄化のため引き続き下水道認可区域の整備を進

め、生活環境の改善を図ってまいります。現在整備中のうち大塚町の整備が終

わり、中部土地区画整理事業地内では事業の進捗に合わせて下水道整備を進め

ております。西浦町については、平成２８年度の完了を目指し整備を進めてま

いります。 

昨年は、８月末にゲリラ豪雨により宅地浸水、道路冠水の被害が発生しまし

たので、市民生活の安全を確保するため、雨水対策が必要な地域の整備を優先

的に行っていきますが、河川や排水路の改修及び維持管理についても計画的・

効率的に進めてまいります。 

次に、ごみの処理及び資源化、減量化であります。 

下水道浄化センターと清幸園衛生処理場で発生する汚泥をクリーンセンタ

ーで混合焼却するため、汚泥供給設備等を設ける２年目の工事を実施してまい

ります。これにより汚泥の安定的な処分を行いながら経費削減を図ってまいり

ます。 

プラスチック製容器包装の分別収集につきましては、現在、一部地域で試験

的に実施しておりますが、さらに実施地域を拡大することによって、焼却炉の
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負荷の軽減及び資源の有効的な利用を図ってまいります。 

また、市民のごみ減量意識と省エネルギー意識の高揚を図り、日常生活や事

業活動において生じる環境負荷をより少なくしていくために、４月からレジ袋

の有料化と可燃ごみの指定袋制を実施してまいります。 

最近、頻発しています廃棄物の不法投棄対策については、抑止力のある監視

カメラを投棄されやすい場所に設置して監視の強化を図り、環境保全に努めて

まいります。 

次に、自然と調和した潤いあるまちづくりであります。 

自然に親しみ快適な暮らしを支えてくれる森や緑を都市にバランスよく整

備、保全していくために、あいち森と緑づくり事業を活用して形原町春日浦地

域の顔となる美しい並木道を再生し、地域に親しまれる道づくりを図ってまい

ります。 

また、蒲郡北駅前広場整備につきましては、駅前空間の中に、四季折々の花

が咲き、実が成るような木々を配して自然豊かで魅力ある「駅前広場」を創出

し、蒲郡の北の玄関口に相応しい景観を形成してまいります。 

第３は、「明るく元気なまち蒲郡」であります。 

景気後退が急速に進み、日本経済の先行きが見えない状況ではありますが、

蒲郡の元気回復のため地場産業の活性化に取り組んでまいります。また、緊急

雇用対策事業につきましては、地域雇用の創出を図ってまいります。 

はじめに、産業の振興と経済活性化であります。 

中小商工等金融対策につきましては、業況が悪化している中小企業者への貸

し渋り解消対策として、中小企業向け融資を支援するため信用保証協会の保証

料を補助してまいります。また、産業の立地促進、既存産業の支援及び雇用の

拡大を図るため、事業認定を受け、家屋や償却資産の購入、家屋の新増築など

新たな投資をした事業者に対する奨励措置対策事業奨励金を引き続き実施し
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てまいります。 

商工振興につきましては、繊維製品の販路拡大を図るテックスビジョンミカ

ワ事業、国内ブランド擁立を目指して製品開発を行いブランド製品の国内外へ

販路展開するジャパンブランド育成事業や新産業創出するための癒しとアン

チエイジング推進事業など商工業振興を図るため、引き続き商工会議所と連携

を取りながら実施してまいります。 

また、商店街につきましても、商店街への誘客や活性化を図る事業を引き続

き行ってまいります。 

次に、観光振興であります。 

世界的な景気後退は、観光宿泊客２割アップを目指している本市の観光産業

にも大きな打撃を与えていますが、こうした時期を発想の転換期として捉え、

観光振興に努めてまいります。 

まず、インターネットにより旅行者ニーズに応える観光情報の充実や具体的

な宿泊申込体制の構築を図るとともに、多様化する観光需要に応えられる蒲郡

の新たな観光の魅力を創造する「２０１０蒲郡市観光ビジョン実践強化プラ

ン」を策定してまいります。 

また、三谷町南山地内のバリアフリー対応トイレ設置やあじさいの里遊歩道

階段の手摺り設置、松島・橋田鼻遊歩道路標識設置工事など観光施設の整備を

行います。 

次に、農林水産業の振興であります。 

昨年「蒲郡みかん」が地域ブランドとして特許庁に商標登録されましたが、

地域ブランドとしてより高品質化を図るためのマルチ栽培の推進事業や老木

化の進んでいる樹園地改植対策事業へ支援を行ってまいります。また、漁業に

つきましては、漁獲高の減少や売値の低迷などから経営が悪化している漁業関

係者に対して経営の安定化が図れるよう支援してまいります。 
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次に、内陸と臨海のバランスある開発整備であります。 

平成２２年度に行われる愛知県の都市計画総見直しにより、蒲郡市が含まれ

る宝飯都市計画区域は、豊橋渥美都市計画区域と新城都市計画区域を含め、東

三河都市計画区域になります。これに伴い、将来のまちづくりの基盤ともなる

都市計画道路など影響する都市計画の変更作業を進めてまいります。 

企業立地につきましては、昨年度「蒲郡市企業用地確保検討委員会」から答

申された企業用地候補地の早期実現に向けて必要な準備を進めてまいります。 

また、皆様方のご努力により、事業再開を果たした「マイナス１１ｍ岸壁」

につきましては、自動車輸出をはじめ利用貨物のより一層の確保に努めてまい

ります。 

次に、文化の薫るにぎわいあるまちづくりであります。 

文化財保護事業につきましては、本市が誇る文化遺産「上ノ郷城跡」の保存

整備に向けて発掘調査を実施してまいります。「上ノ郷城跡」「藤原俊成」「清

田の大クス」は、愛好会や顕彰会の皆さんとともにより良い保存や活用方法を

検討していきたいと考えています。 

また、市制５５周年記念行事といたしまして、市民の皆様とともに先人たち

の功績を振り返り、また、蒲郡市の未来を市民の皆様と共有する記念式典を４

月１８日に開催いたします。また、その他にも各種記念行事を市民会館、博物

館などで行ってまいります。 

次に、人と情報が行き交うまちづくりであります。 

平成１３年度に策定いたしました「第三次蒲郡市総合計画」は、平成２２年

度までのものでありますので、平成２３年度からの次期計画の策定にあっては

多くの市民の皆様の参画を得て作業を進めてまいりますが、時代の変革を捉え

蒲郡市の将来を見据えた計画にしていきたいと考えております。 

昨年度は、マニフェストに掲げております「がまごおり協働まちづくり基金」
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を設置いたしました。新年度は、この基金を活用して市民や市民団体、事業者

及び行政が一体となって市民協働に関する理解を深め、市民企画事業や協働モ

デル事業、各種研修事業を推進してまいります。 

次に、一般会計の歳入であります。市税につきましては２．８％減の１３２

億６９０万円。地方交付税は８億円。繰入金は財政調整基金及び減債基金の取

崩額７億８千万円を含め８億４千９７３万７千円。そのほか国・県支出金、市

債などの特定財源は、対象事業を勘案して計上いたしました。 

財源確保につきましては、市税を確実に納めていただくことが肝要でありま

すので、納税推進員、専門事務委託員により滞納整理に努めるとともに、ネッ

ト公売や滞納管理システム導入を図り、収納率向上に努めてまいります。 

モーターボート競走事業につきましては、業界全体の売上低迷が依然として

続く中、蒲郡市は、オールナイター場としての強みを最大限に発揮し、堅調な

売上げを維持しています。しかしながら、本年４月から丸亀競艇がナイターレ

ースに参入してくることから売上面でかなりの苦戦が予想されます。 

新年度も引き続き周辺地区住民の皆様の深いご理解をいただきながら、５月

の周年競走を含め年間１９２日のナイターレースを開催してまいります。  

また、自場開催に限らず、場外併用発売を積極的に拡大し、売上げの向上と

収益確保による市財政への貢献に努めてまいります。 

「ボートピア名古屋」につきましては、４年目を迎え、売上高も年々増加し、

順調に推移しておりますので新年度も着実な収益の確保が期待されます。 

「ボートピア川崎」につきましては、昨年１０月から私人に全面委託いたし

ました。今後は、ナイター開催日数を含め発売日数を年間３５０日まで拡大し、

さらに発売形態の効率化による昼夜４場発売による売上の増加に努めてまい

ります。 

本場の活性化につきましては、入場無料化の実施や施設改善計画に基づき老
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朽化している施設を逐次改修していきますが、新年度は、スタンド前護岸改修

工事を行い、後年度の本体工事に備えてまいります。また、現施設の場内を明

るいイメージに刷新するため、グリーンホールの床の張り替えをはじめ、場内

の塗装替えなど快適なレジャー空間を提供し、場内の賑わいを創出することに

よる来場促進策を展開してまいります。  

外向発売所につきましては、老朽化と利用者の増加により施設が手狭である

ため、財団法人競艇振興センターからの約３億円の建設補助を得て、現施設の

西の駐車場に、既存施設の１．５倍に拡張した施設を新設し、利用者への利便

性の向上を図ってまいります。周囲には、日除けシェルターやベンチなどを適

宜配置し、安らぎを感じられる憩いの場となるように環境へも配慮してまいり

ます。 

今後も、競艇事業を取り巻く環境が日々大きく変化する中で、経営の改善、

合理化とナイターレースの売上げ向上を目指すとともに、競艇ファンの皆様に

心から喜んでいただけるよう引き続き努力してまいります。 

新年度は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき平成２０

年度決算での同法に基づく指標の公表及び計画策定義務が生じます。これまで

以上に行財政改革、事務事業評価による事務効率化、経費削減、職員の資質向

上を図り、財政健全化に取り組んでまいります。 

以上、新年度予算の大要を述べさせていただきました。市民の皆様のご協力

をいただきながら、さらなる改革を実行し、全力を尽くし最大の効果をあげる

よう取り組んでまいります。議員各位には、一層のお力添えを心からお願い申

し上げ、予算大綱説明を終わらせていただきます。 
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