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先月５月１日に平成から令和への改元が行われ、その喜ばしい中、新元号

で初めて開会されます令和元年第２回湯河原町議会定例会の開会に当たり、

私の町長四期目に臨むに当たって、町政運営についての所信の一端を申し述

べる機会をいただきますことを、心からお礼申し上げます。 

平成 19 年に町長に就任した一期目から一貫して、「心のかよう 元気ある

まちづくり」を実践する町政運営に取り組んでまいりました。その中、三期

目の４年間は、「続・ゆがわら元気回復プラン」を皆様にお示しし、「元気な

まちづくり応援」と「ゆがわら創生に向けた取り組み」を二つの大きな柱と

し、具体的な施策として、「活気あるまちづくりの応援」施策では町の信用力

を活用した官民連携による「大型宿泊施設の誘致」「万葉荘の存続」「インバ

ウンド施策の推進」「ゆがわら認定産品制度の創設」などを実施し、「安心し

て暮らせる環境整備の応援」施策では「防災対策のさらなる強化」「駅前広場

整備」「商店街灯の町への移管」「ドッグラン整備」「フリーＷｉ－Ｆｉスポッ

トの整備」、「子育ての応援」施策では「保育園待機児童ゼロの継続」「子育て

支援センターの開設」「小児医療費助成の年齢枠拡充」、「魅力ある学校教育の

応援」施策では「総合教育会議の設置」「学校支援ボランティアの活用促進」

「放課後子ども教室の拡充」、「高齢者の元気の応援」施策では「交通不便地

域対策」「高齢者の健康づくりの推進」「未病改善の推進」などに取り組みま

した。 
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また、「行財政改革」では「特別職の給料 20％削減の継続」「管理職数と職

員数の削減水準の維持」「高齢職員の給与抑制等による人件費の削減維持」、

そして、「人口減少対策の取り組み」では「湯河原町まち・ひと・しごと創生

総合戦略プラン」に基づく「マタニティ･サポート１１９の運用開始」「ゆが

わらハロウィン、みかんグルメ＆スイーツサミットの開催」「空き家対策の推

進」「多世代の居場所への支援」などに取り組んでまいりました。これらの諸

施策を着実に実行し、成果を得ることができましたのは、議員の皆様をはじ

め町民の皆様のご理解とご協力によるものであり、あらためて感謝を申し上

げます。 

さて、私は、４月の町長選挙におきまして、引き続き湯河原町長として町

政に当たらせていただくこととなりました。そして、町民の皆様と直接お話

しをさせていただく機会を持つ中で、政策面だけでなく、町民の皆様への情

報伝達・情報提供の難しさを痛感いたしました。町が進める施策や事業の情

報を町民お一人お一人にお話しすることは困難であると承知しておりますが、

町広報紙やホームページ、メールマガジン、防災行政無線、地方紙、区会に

よる回覧などの従来からの情報伝達手段だけでなく、一人でも多くの方々に

迅速かつ正確な情報を伝える今以上の手段をしっかり考えていかなければな

らないと思っております。 

また、これからの４年間は、将来の人口減少下においても満足度の高い人
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生と人間を尊重する社会を構築する上で、とても重要な時期と考えておりま

す。この４年間における政策課題への対応の遅れは、数十年先には大きなマ

イナス要因となることから、人口減少を受け止め、子育て・教育・介護・イ

ンフラなどの課題を整理し、持続可能な「まちづくり」を推進してまいりた

いと考えております。そこで、これからの４年間を「心のかよう 元気ある

まちづくり」の実践を目指した「真・ゆがわら元気回復プラン」を町政運営

の基本として、取り組んでまいります。 

「真・ゆがわら元気回復プラン」は、私の決意として掲げる二つの柱と、

それぞれの根幹を成す施策で成り立っております。 

一つ目の柱は、「元気なまちづくりの応援」でございます。 

湯河原には、「人」「自然」「歴史・文化」といった多くの地域資源がありま

す。その湯河原の持っている魅力を十二分に生かすべく、今後も、町民の皆

様と協働しながら、「心のかよう 元気あるまちづくり」を応援するための五

つの施策に取り組んでまいります。 

施策の一点目は、「活気あるまちづくりの応援」でございます。 

これまでの取り組みにより、宿泊観光客は、最も減少していた平成 27年の

57万人に対し、平成 29年は約 10万人増加し 68万人と増加傾向にあり、よう

やく町の中にも明るい兆しが見え始めてきました。更なる宿泊観光客の増加

を図り、町全体の活性化を推進するため、「我が町湯河原」を多くの人の「第
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３空間」的な存在にしたいと考えております。人には、家庭という第１空間

があり、職場や地域社会という第２空間があります。その日常によるストレ

スを開放できる非日常的空間、即ち「第３空間」を「我が町湯河原」の海・

山・川といった豊かな自然環境、そして、古くから人々に愛された温泉、多

くの文人墨客が訪れた歴史風土、ミカンをはじめとする地場産品の地域資源

等の魅力を最大限に発揮し、発信していくことで、多くの人々を癒す「第３

空間」となることを確信しております。そこで、温泉場エリアの面的整備の

集大成として、観光会館を含む万葉公園の再整備を官民連携で進めてまいり

ます。 

また、ラグビーワールドカップ 2019及び東京オリンピック・パラリンピッ

ク 2020による一過性のインバウンド対策ではなく、その後を見据えた湯河原

温泉にふさわしいインバウンド施策を進め、湯河原町商工会が主催する「ゆ

がわらハロウィン」や「みかんグルメ＆スイーツサミット」など、町外から

の人を呼び込むイベントを応援し、将来にわたる町の関係人口を増やすこと

に取り組んでまいります。 

農林水産業の活性化への取り組みとして、「ゆがわら認定産品制度」により

認定した「made in ゆがわら」の加工品や農林水産物等を広く全国発信し

てまいります。そのためにも、農産物に被害を及ぼす有害鳥獣対策の対策強

化を推進する必要があると考えております。また、年々増加している休耕地
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や耕作放棄地では、市民農園の拡充や農地のオーナー制度の整備を進め、農

業への就業や観光農業を発展させることを支援してまいりたいと考えており

ます。 

また、活気あるまちづくりを推進する上で課題となるのは、空き家･空き店

舗対策であります。町に活気を取り戻すよう、関係団体と連携して、駅周辺

の商店街や温泉場の空き家･空き店舗を活用した新規開業を支援してまいり

ます。また、利活用できる空き家の「県西空き家バンク」への登録を推進し、

県西地域全体での移住施策を進めるほか、空き家等の利活用として、新たな

働き方となるテレワークをマッチングさせたサテライトオフィスの誘致を推

進してまいります。 

二点目は、「安心して暮らせる環境整備の応援」でございます。 

まず、防災面でございますが、昨年は、本町も大きな被害を受けた台風 12

号などの大型台風の度重なる上陸や、親善都市である広島県三原市も甚大な

被害を受けた「平成 30年７月豪雨」など、あらためて自然の脅威を思い知ら

されました。このように昨今増加している自然の脅威への対策として、地域

防災･地域コミュニティの拠点となる「湯河原町防災コミュニティセンター」

の整備や門川第５分団詰所に「津波避難タワー」を併設するなど、防災力の

強化を図ってまいりました。そこで、さらなる防災対策の強化として、災害

時には、地域コミュニティで相互に助け合う「共助」が重要になることから、
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自主防災組織と共に、避難や避難所運営の実践的な計画策定を進め、町所有

の防災資機材の共有化を図るなど自主防災組織の強化を支援し、町全体の防

災力の強化に取り組んでまいります。 

一方、防犯面でございますが、年々増加する振り込め詐欺等の特殊詐欺に

対し、町民への防犯意識の向上を図る必要があると考えております。これら

の地域防犯力の強化として、犯罪抑止にもつながる防犯カメラの設置を公共

施設だけでなく、地域住民のご理解の下、道路･歩道等にも設置していくこと

も必要と考えております。 

また、地域課題の解消として、各地区の地域福祉会館は、老人クラブや子

供会等の地域住民の活動拠点となっていることから、規模は縮小しても全施

設を維持する方針を固め、地域住民が安全で使いやすく、多世代が共創でき

る活動拠点となるよう再整備を進めてまいります。 

そして、心豊かな暮らしを提供する施策として、町内経済の活性化及び住

環境の向上を図るため、住宅リフォーム助成制度の復活や庭木の剪定に対す

る補助制度を創設いたします。また、子どもからお年寄りまで地域の多様な

人々が集い、あたたかい「斜めの関係」を育み、世代を超えた様々な活動を

生み出す「地域の居場所づくり」を応援していくほか、本町に根付く文化･芸

術の土壌を更に醸成していくため、図書館や町立湯河原美術館の魅力向上に

取り組んでまいります。 
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その他、町民の皆様の利便性向上を図るため、個人番号カード（マイナン

バーカード）を利用し、全国各地のコンビニエンスストアで住民票や印鑑登

録証明書の取得ができる仕組みを導入いたします。 

三点目は、「子ども・子育ての応援」でございます。 

将来の湯河原町を担っていく子どもたちは、全町民にとっての希望で、未

来を切り開く大きな力であり、その子どもたちを心身ともに健やかに育んで

いくことは、私たち大人の責務でございます。 

そこで、子育てに喜びや楽しみを持ち、安心して子どもを産み育てること

ができるまちづくりを推進し、子どもたちが自然と優しさのあふれる中で健

やかに元気に成長できる環境や制度の一層の充実を図るため、「子育て支援セ

ンターゆたぽん」の運営を促進いたします。また、老朽化した八雲･まさご保

育園を統合した新しい保育園の建設を進めておりますが、これにより、町内

の公立保育園は全て耐震基準を満たした施設となり、児童の安全･安心を高め

ることができるようになります。公立保育園は、５園から４園になりますが、

０歳児、１･２歳児の受け入れ枠を確保し、年間を通しての待機児童ゼロを継

続するだけでなく、新たに、０歳児受け入れの生後月数の拡充や日曜･祝日保

育の実施の検討を進め、保育サービス水準の更なる向上に努めてまいります。 

また、小児医療費につきましては、現在、所得制限や一部負担を撤廃し、

小学校６年生までの入院と通院及び中学生の入院について、医療費助成を行
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ってまいりました。その対象年齢等の制度内容には、自治体ごとに差がある

ことから、国による一元化した制度とすることを長く訴えてきましたが、制

度化には進まないことが現状でございます。しかしながら、小児医療費助成

は、国の将来を担う子どもたちの健全育成を目的とするものであり、自治体

間で助成制度の充実度を競うような政策ではなく、義務教育課程終了まで、

国が一律に負担すべきとの考えに変わりはありませんので、今後も一層強く

訴えてまいりたいと考えております。その上で状況を見極め、持続可能な助

成制度となるよう財源確保を含め、町単独での助成制度拡充の可能性も検討

してまいりたいと考えております。 

四点目は、「魅力ある学校教育の応援」でございます。 

これからの学校には、子どもたち一人一人の資質･能力をより一層伸ばし、

急速に進むグローバル化や情報化の進展の中で、社会の激しい変化の中でも

主体的に判断し、多くの人々との対話ができるような成長につなげる教育が

重要であると考えております。 

そこで、令和２年度からの新学習指導要領の実施に先行し、いち早く、外

国語活動の授業時間数を増加させるとともに、外国語指導助手を充実させ、

児童が外国語に慣れ親しみ、コミュニケーション能力の向上が図れるよう小

学校を支援してまいります。また、小学校におけるプログラミング教育が必

修化されることに伴い、児童･生徒には情報通信技術（ＩＣＴ）を効果的に活
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用する能力を育成することが必要となることから、学校における情報通信技

術（ＩＣＴ）環境を整備し、情報教育を推進してまいります。 

また、今日の著しい社会状況の変化の中で、いじめの問題は複雑化･多様化

しております。こうした中、「湯河原町いじめ防止基本方針」を策定し、いじ

めの未然防止、早期発見、早期対応に取り組んでまいりましたが、今後も、

学校における人権教育や教職員研修を推進するとともに、学校、家庭、地域、

そして、教育委員会や関係機関が連携し、町ぐるみの体制で取り組んでまい

ります。 

五点目は、「高齢者の元気を応援」でございます。 

本町は、県内でも高齢化率が高い町です。このことは、単に高齢者が多い

ことを指すのではなく、本町こそが、元気な高齢者が多い町であることを意

味しているのだと、私は思っております。 

いつまでも、その元気を維持していただくために、高齢者の暮らしやすい

環境づくりといたしまして、高齢による運転免許証の返納などにより、若い

時には感じられなかった交通の不便さを感じている地域の方が多数いること

から、交通不便地域を対象に行っている予約型乗合交通「ゆたぽん号」の実

証運行を継続し、その結果を踏まえて、地域実態に即した本番運行へ移行し

てまいりたいと考えております。また、多様化･複雑化する高齢者の悩みや相

談等に対する迅速な対応を図るため、総合相談窓口としての「湯河原町地域
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包括支援センター」の円滑な運営に向けた取り組みを実施してまいります。 

高齢者の方々に元気を維持していただくための健康づくりといたしまして

は、外出やふれあいの機会を増やすことで、心身の健康増進が図れるよう「温

泉施設」や「マッサージ」、「パークゴルフ場」の利用料を助成するとともに、

自分自身で認知症のチェックができる「認知症チェックリスト」や、症状に

応じた相談先などが一目でわかる「認知症ケアパス」の活用を推進してまい

ります。 

また、小さな商店等でも気軽に求人を募集できる雇用支援のプラットフォ

ームを構築し、元気な高齢者が気軽に就労できる機会を増やし、高齢になっ

ても生きがいを持って活躍できる社会の実現の一助としたいと考えておりま

す。 

次に、二つ目の柱は、「持続可能な町政運営」でございます。 

本町の人口ビジョンによる人口推計では、2035年（令和 17年）には、人口

が２万人を割り込むという統計データが示されています。そこで、人口減少

を受け止め、総務省の「自治体戦略 2040構想研究会」の報告による将来展望

を踏まえ、ＡＩ（人工知能）による自動処理や行政の標準化を主眼とする「ス

マート自治体」への転換、また、公共私相互間の協力関係の構築や暮らしを

支える担い手の確保などの「公共私による暮らしの維持」を新たな自治体行

政の基本的な考え方として、まちづくりを進める必要があると考え、三つの
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施策に取り組んでまいります。 

施策の一点目は、「将来の人口減少を踏まえた政策の展開」でございます。 

本町のまちづくりの指針である総合計画「ゆがわら２０１１プラン」が令

和２年度で終了するに当たり、人口減少を踏まえた新たな町の将来像を再設

定し、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を意識した新総合計画の策定を進め

ていく考えでございます。また、その人口減少問題への対策として策定しま

した「まち・ひと・しごと総合戦略プラン」は、今年度で５か年の計画期間

が終了することから、新たな総合戦略プランを策定し、「湯河原町人口ビジョ

ン」で示す将来人口の確保に向けた取り組みを推進してまいりたいと考えて

おります。 

二点目は、「行財政改革の継続」でございます。 

これまでの 12年間、町民の皆様を第一に考えた行政サービスをより効率的

に提供するため、また、次世代を担う子どもたちに負の財産を残すことがな

いよう、コスト削減、住民サービスの向上に取り組んでまいりました。今後

も、これまで取り組んできた行財政改革の流れを止めることなく、更に推進

するため、特別職の給料の 20％カットを継続するとともに、管理職数と職員

数の削減水準の維持など人件費の抑制を継続し、スリムで実効性の高い行政

運営を行ってまいります。 

三点目は、「官民連携のさらなる推進」でございます。 
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官と民の連携では、その企業の持つ業種に特化した連携だけでなく、多方

面に及ぶ連携が可能な時代となってきています。そこで、様々な企業と包括

的な協定の締結を推進し、民間の活力を活用した住みやすいまちづくりを進

めてまいります。 

また、町の信用力を最大限に活用し、民間の活力を発揮させるＰＰＰ（官

民連携･公民連携）やＰＦＩ（民間資金やノウハウを活用した公共インフラ整

備）の手法を導入し、公共施設等の建設･維持管理･運営等に、民間の資金･経

営能力･技術的能力を活用し、同一水準のサービスをより安く、同一価格でよ

り上質のサービスを提供できるよう進めてまいります。 

一方で、大型宿泊施設の開業や老舗旅館の再生のように、まちづくりにお

ける民間資本の受け入れを推進し、ハード面だけでなくソフト面での官民連

携も推進してまいりたいと考えております。 

現在までも関係団体のご理解ご協力により、オール湯河原の体制で様々な

事業を実施してまいりました。今後は、町と関係団体との連携だけでなく、

団体同士の連携もより強くなるよう支援し、より多くの分野でオール湯河原

の体制を築いてまいりたいと考えております。 

以上、所信の一端について述べさせていただきました。 

これまでの 12年間は、喫緊の課題として行財政改革、東日本大震災等の大

規模災害を受けての安全で安心なまちづくり、少子高齢化対策、地方創生に
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最大速度で取り組んでまいりました。これからの数年間につきましては、行

財政改革の流れを止めることは決していたしませんが、それ以上に、昨今の

極めて厳しい人口減少を直視し、「持続可能な町政運営」の再構築に向け、大

きな課題に取り組むための積極的な財政措置も緊急かつ効果的に行っていか

なければならないと考えております。 

ここにお示しした施策のいくつかは、既に令和元年度当初予算に計上され

ており、既に実行に移されているものもございます。そのほかのものにつき

ましても、スピード感を持って取り組んでいくと同時に、町政全般にわたっ

て、公平性、透明性、確実性を大原則として、初心を忘れずに、皆様の声に

耳を傾けた上で、理想と現実をしっかり分けて町民の皆様に現実を説明し、

ご理解を得ながら、住民参加型の持続可能なまちづくりに全身全霊で臨んで

まいる覚悟でございます。 

町議会並びに町民の皆様に、一層のご理解とご協力をお願い申し上げ、私

の所信表明といたします。 

  

令和元年６月 11日 

 

湯河原町長 冨 田 幸 宏  

 


