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暖かな日が多くなり、ピンク色や黄色の花があち
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らこちらに咲く様子が楽しめる春本番。カラフルな
街の景色に気分も軽やかになる 月です。

箱根町＝「裕福」という誤解

今回は、昨年 月下旬から12月末にかけて募集が
行われた「箱根ジオパークフォトコンテスト」の入

町では、厳しい財政状況が続くため、新たな財源を町民の皆さんにお

選作品を紹介します。

願いできるよう、 月から担当部署を設けました。

照会先 企画課☎85−9560

そこで、現在の町の財政状況を 回にわたってお知らせします。
照会先

町の内外には﹁箱根町は裕福 ﹂

という認識を持っている人がた
くさんいます︒
こう思われている理由の一つ
は﹁町が国から地方交付税交付
金を受け取っていない﹂からだ

と考えられます︒

交付金
【財源不足分】

しかしそれ以降は︑バブル経
済の崩壊に伴う地価下落を背景
に︑税収が大きく落ち込みまし
た︒その一方で︑少子高齢化の
進展により社会保障費が増加し
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えていました︒

支出より多いと算定されていま
す︒そのため︑地方交付税交付
金に頼らず行政サービスの提供
ができる︑いわゆる﹁財政力の
高い町﹂に分類されてしまうの

続けるなど︑町の収支状況は厳
しくなっていきました︒
そのような厳しい財政状況で

26

この計算によると町は収入が

です︒
地方交付税交付金が交付され

ていない市町村は︑平成 年度
では全国約1︐700団体中︑
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あっても︑地方交付税交付金は
理論上の収支で算定されて交付︑

※次回は、具体的な町の財政状況をお知らせします。

地方交付税

理論上の支出額―理論上の収入額＝地方交付税交付金

わずか 市町村のみで︑これが
﹁箱根町は裕福﹂というイメー
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=
理論上の
収入額

ジに結びついているといえます︒

Fax
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不交付が決まるため︑町に交付
されることはありません︒
町では︑算定方法の見直しも
国に要望していますが︑全国共
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地方交付税交付金は︑国の財

区(10.0㎞) 石井清加寿（仙石原※）32分38秒 (13位)
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理論上の
支出額

通の仕組みでもあり︑容易には
実現できません︒
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進（小涌谷） 36分45秒 (20位)
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このため︑実際の収支に関わ
らず︑箱｢根町は裕福﹂という誤
解が生まれてしまうのです︒

区(10.7㎞) 田代

18

つまり︑地方交付税交付金が
交付されるか否かは︑実際の収

第

本） 25分17秒 (18位)

1

財務課☎85−9563

政支援策です︒簡単に言うと︑
市町村の収入と支出を比べて︑
収入が不足する場合にその不足
分を国が手当てする制度です︒

区(7.2㎞) 岡田慶一郎（湯

2

支とは関係のない数値に基づい
て決まる仕組みとなっているの
です︒

第

由姫乃（仙石原） 10分51秒 (27位)
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しかし︑これは実際の収入と
支出とを比べるのではなく︑理

区(2.7㎞) 星

では︑実際のところ町の財政
は︑裕福なのでしょうか︒
全国的にみて︑地方交付税交
付金を受け取らず︑収入の約6

第
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割が税収という市町村はそう多
くありません︒

〃

その意味では裕福と言えます︒
実際︑平成 年頃までは︑比
較的余裕を持った財政運営が行

本） 27分55秒

奨（湯

申込期間 5月 日㈮〜 日㈬

〃

区(8.2㎞) 大泉

8

郷土資料館・文化財
のボランティア募集

区(10.0㎞) 越阪部隆成（元箱根） 30分43秒

第
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その他 当方でボランティア保
険に加入します︒
申込・照会先 教育委員会生涯
学習課☎85 7
―601／ 8

第
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5 7
―200／
kyoudo@town.
hakone.kanagawa.jp

区(3.1㎞) 海本

2

Allかながわスポーツゲームズ
第 回市町村対抗

龍輝（大平台）

9分54秒 (17位)

第
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﹁かながわ駅伝﹂
競走大会の結果

選手名・記録(区間順位) ※は帰省地
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月 日に行われた﹁かなが

15

間

5

わ駅伝 秦
｣(野市中央運動公園〜
県立相模湖公園 に
）︑箱根町チ
ームが出場し︑ 時間 分 秒
のタイムでゴールした結果︑参
加市町村 チーム中 位︑町村
の部 位の成績を収めました︒

出場選手の区間記録
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博物館活動または文化財︑ボ
ランティア活動に興味・関心の
ある方︑ボランティアとして活
動しませんか︒
いずれも電話︑ファックスま
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たはＥメールで申し込んでくだ
さい︒ 住(所︑氏名﹇ふりがな ︑
]
年齢︑連絡先を明記︶
︻郷土資料館ボランティア︼
活動内容 わらじ作り︑体験学
習活動補助︑資料整理など
活動期間
月〜平成 年 月
日㈭︵活動日は別途調整︶

申込期間 4月1日㈬〜 日㈭
︵申込期間を過ぎた場合は要相
談︶
その他 当館でボランティア保
険に加入します︒

申込・照会先 教育委員会生涯
学習課郷土資料館☎85 7
―6

01／ 85 7
―200／
ky
oudo@town.hakone.kanagawa.jp
︻文化財ボランティア︼
活動内容 国指定天然記念物・
仙石原湿生花園植物群落内のヨ
シ刈り︑国指定史跡・元箱根石
仏群内の草刈り︑国指定史跡・
箱根旧街道の清掃など
活動日 ヨシ刈りは6月上旬︑
その他は未定
Fax

区
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■主な展示日程
・ /25㈯〜 /10㈰ 箱根ジオミュージアム
・ /13㈬〜 /31㈰ 箱根ビジターセンター
①坂本卓也さん
・ /14㈭〜 / ㈬ 県立生命の星・地球博物館（小田原市入生田499）
②千代田厚史さん ・ / ㈮〜 /30㈫ 小田原地下街「HaRuNe小田原」（小田原市栄町1−1−7）
※時間やその他の会場などは、箱根ジオパークホームページの最新ニュースに掲載
③小畑繁明さん
しています。(http://www.hakone‑geopark.jp/news/26photocon‑gallery.html)
④岡本芳隆さん

④

論上の数値を用いて計算します︒
例えば︑支出では︑標準団体
という理論上の地方公共団体を
設定します︒

③

そして︑その理論上の団体で
必要とされる行政サービス経費

【最優秀賞】
①「壮大な箱根カルデラ」
飛行機から撮影されたこの写真は、外輪山・中央火口丘・芦ノ湖と、ひと目
で箱根のカルデラが分かる一枚だよ。すそのの広がりから、外輪山の外側の地
域が箱根とつながっていることも見て取れるよね。カルデラってスペイン語で
「鍋」という意味なんだけど、本当に鍋みたいな形をしているね！
【部門別の優秀賞】
②地形・地質(ジオ)部門「波間に出現！ 小松石のグーパンチ｣
真鶴半島で採掘される小松石は、箱根火山の活動により今から約15万年前に
流出した溶岩からできているんだ。長い時間を経て、波や風の力で大きな握り
こぶしみたいな形になるなんて、自然の力って本当にすごいな！
③歴史・文化（ヒト）部門「箱根旧道」
300 年以上もの昔、旅人を夏の日差しと冬の風雪から守るために植えられた
元箱根の杉並木。他の地域では松が一般的だけど、湖畔の気候には杉のほうが
適していたんだって。写真は霧に包まれた幻想的な一枚だよ。
④動物・植物（エコ）部門「金色に輝く」
仙石原の秋と言えばススキ草原だよね。太陽の光が当たってススキがキラキ
ラしながら波打つ風景は本当に美しいよね。この間山焼きも行われて、今は漆
黒の台地を見ることができるよ。

①

②

ごとの単価に︑それぞれの市町
村の人口︑面積︑道路延長︑学
校の数などを乗じて得た費用を
支出額として用います︒

やあ！ いつもは町内のジオサイトに遊びに行っているオイラだけど今回は面白いイベントがあるって聞いた
から、そのイベントを見に行ってきたぞ。その名も『箱根ジオパークフォトコンテスト作品展〜これがわたしの
ジオパーク〜 。応募総数308点、その中から選ばれた最優秀作品と各部門の優秀作品を紹介するよ！
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