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平成 27年第３回湯河原町議会定例会の開会に当たり、私の町長三期目に臨

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。 

 二期目の４年間は、「新・ゆがわら元気回復プラン」として皆様にお示しい

たしましたが、東日本大震災の直後でしたので、防災面における「安全で安

心なまちづくり」を最重点の柱とし、「緊急情報の迅速な伝達」「専門人材の

活用」「避難経路の再点検」「神奈川県との連携強化」「広域連携の再点検」な

どに取り組んでまいりました。また、「行財政改革」の「特別職等の給料の 20％

削減」「総人件費改革の推進」「町職員数のさらなる 10％削減」「人事評価シス

テム並びに行政評価制度の導入の検討」及び「町税等のコンビニエンススト

ア収納・クレジットカード決済による収納の導入」をはじめ、「元気なまちづ

くり」として、「子育ての応援」プランの「ファミリーサポートセンターの設

置」「保育の充実」「専門家による育児相談や児童・生徒・保護者の相談体制

の充実」、「学校教育の応援」プランの「小・中学校の連携の推進」「中学校給

食導入の検討」「遊びの授業の実施」「学校内外における危機管理体制の確立」、

「高齢者の応援」プランの「相談体制の充実」「高齢者と子どもとの交流事業

の実施」「高齢者の健康づくりの推進」、「活気あるまちづくりの応援」プラン

の「地場産品直売所の設置検討」「協働によるまちづくりの推進」「コミュニ

ティビジネスの支援」、「環境整備の応援」プランの「観光立町の取り組み」「地

域商品券の発行」「住宅リフォーム助成制度の創設」「電気自動車導入補助制
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度の創設」などに取り組んでまいりました。これら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

をさせていただく機会を持つ中で、これから先の４年間は、何を考え、どの

ような取り組みを行うべきかを考えますと、やはり「人口減尐社会」にどう

向き合うかに尽きると思いました。これまで誰も経験したことのない、成熟

した社会での「我が町湯河原」の将来を、しっかり考えていかなければと思

っております。 

そして、私の町長就任二期目にスタートいたしました新総合計画「ゆがわ

ら 2011プラン」の前期基本計画が今年度で終了することから、ここで平成 28

年度以降５年間の後期基本計画の策定を進めるに当たり、「ゆがわら 2011 プ

ラン」に定める「魅力と活力にあふれるにぎわいのあるまちづくり」「ともに

支えあい笑顔で暮らせるまちづくり」「四季彩と暮らしが調和した安全・安心

のまちづくり」「生涯を通じて学び豊かな心を育むまちづくり」「みんなでつ

くる自立と協働のまちづくり」の五つのまちづくりの基本目標を推進し、町

の将来像に位置づける「湯けむりと笑顔あふれる四季彩のまち 湯河原」を

実現するために、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「続・ゆがわら元気回復プラン」を町政運営の基本として、
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取り組んでまいります。 

 「続・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、

それぞれに根幹を成す五つの施策から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、「ひと」「自然」「歴史・文化」といった多くの地域資源がござ

います。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、笑顔があふれる元気な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。 

かつての温泉場は、浴衣姿のお客さんが大勢街歩きをし、町全体に活気が

みなぎっていました。その活気を取り戻すためには、宿泊観光客を増加させ

ることが重要な要素だと考えております。幸い、温泉場に大規模資本の誘致

を実現できたことで、今後、安定的な宿泊観光客の確保と地域振興及び経済

の活性化を具現化してまいります。また、2020 年東京オリンピック・パラリ

ンピックを見据えて、インバウンド施策を進め、湯河原を国内外にＰＲして

まいります。 

また、湯河原の地場産品である海産物や農産物の地産地消を推進し、さら

に「made in ゆがわら」を広く全国に発信するため、「直売所の開設」や「ゆ

がわら認定産品制度の創設」を進め、新たな特産品の開発に意欲的な事業者

を応援してまいります。 
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また、「空き家・空き店舗」の対策として、町単独ではなく、広域的な取り

組みによる空き家対策を推進し、また、大学等の教育機関と連携して、空き

家・空き店舗の新たな利活用を検討してまいります。 

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、今までは、防災行政無線やそれを補う手段

の整備、避難経路の再点検として、津波避難誘導板、海抜表示板等の設置な

どの環境整備を図ってまいりました。これからは、災害時に「共助」の役割

を担う自主防災組織と共に、災害時に実践的な計画の作成を進め、訓練で検

証する、などを繰り返し、自主防災組織の強化を支援してまいります。そし

て、「公助」の基盤の一つである一時避難施設や津波避難ビルの指定をより積

極的に行ってまいります。 

次に、防犯面でございますが、住みよい安全・安心な町の実現を図るため、

公共施設への防犯カメラの設置を、順次、実施しておりますが、街頭犯罪の

発生の抑止に資する「防犯カメラ」の設置を促進するため、町内の建物の屋

外に防犯カメラを設置する方に対し、今後も、引き続き、「防犯カメラ設置費

に対する補助金」を交付いたします。 

また、商店街灯の町への移管や、担当課長を配置し、かねてからの鍛冶屋

地区の懸案であるＪＲガードの拡幅を促進するなど、地域課題の解消にも積

極的に努めてまいります。 

そして、小さなお子様から高齢者まで心豊かに日々を暮していくことので
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きる住みよい環境の整備を推進してまいります。 

三点目は、「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、かけがえの

ない宝であり、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、子育てがしやすいまちづくりを応援し、子どもたちが豊かな自然

と優しさあふれる中で健やかに成長できる環境の整備といたしまして、子育

てに関する施策や交流の場の紹介、育児相談など子育ての様々なニーズをワ

ンストップで対応できるような子育て支援の拠点となる「子育て支援センタ

ー」を開設いたしました。 

また、現在、本町では、新年度入園における保育園の待機児童数はゼロと

なっておりますが、今後も「保育園待機児童数ゼロ」を継続しつつ、さらに

乳児保育や一時保育を充実させ、延長保育、休日保育などの保護者のニーズ

に対応した多様な保育サービスの拡充についても、既存の保育園の統合等も

視野に入れながら検討を進めてまいります。 

そして、子育てにおける制度の整備では、平成 26年度末で受け付けを終了

した子育て支援給付事業、本年４月からスタートした子ども・子育て支援新

制度などを踏まえたうえで、新たな子育て支援の一つといたしまして、小児

医療費助成制度の対象年齢を小学校卒業まで拡大し、一部負担金と所得制限

を廃止し、子育て世代の経済的負担の軽減を図ってまいります。 
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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、従来型の知識付与型の授業ではなく、今の子どもた

ちに欠けている「学ぶ意欲」を高めることが重要です。子どもたちが自ら学

ぶべきことを見つけ、学習に取り組むことにより、学ぶ喜びや楽しさを感じ

ることが大事であると考えます。 

そこで、町と教育委員会との協議の場となる「総合教育会議」を設置し、

町民の意向の反映と教育、芸術、文化等の振興に関する施策に取り組むため、

その目標や施策の基本となる方針を定める「教育大綱」を策定し、魅力ある

学校づくりを推進してまいります。 

さらに、中学校給食の導入など、教育を取り巻く様々な環境整備に対して

も、その総合教育会議の中で、教育委員会とも議論を深めながら、慎重に判

断してまいります。 

また、学校、家庭、そして地域が一体となり、学校の要望に応じた「学校

支援ボランティア」では、研修会や情報交換会を通して、学習支援ボランテ

ィア、環境整備ボランティア、安全確保ボランティアの皆さまへの支援を充

実させてまいります。 

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
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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、多くの

高齢者が散歩途中での休憩や近隣の方との情報交換の場として利用している

公園に、足・腰・肩を動かす健康遊具の設置を進め、公園に集う高齢者が楽

しめる環境づくりを推進し、すでに介護予防のために「公園体操教室」、「区

会体操教室」や「老人クラブ体操教室」を実施しておりますが、今後もこの

ような取り組みを積極的に進めてまいります。 

さらに、高齢による運転免許証の返上などで、若いときには感じられなか

った交通の不便さを感じている地域の方が多数いらっしゃいますので、これ

ら、交通不便地域への対策を検討し、高齢者の暮らしやすい環境の整備も推

進してまいります。 

また、神奈川県や大学と連携し、「未病」をテーマとした施策を推進し、高

齢者が今以上に健康で元気に、かつ、病気に悩まされない「健康寿命日本一」

の町を目指してまいります。 

 二つ目の柱は、「ゆがわら創生に向けた取り組み」でございます。 

日本の地方全体の課題として、「人口減尐」「尐子高齢化」が挙げられます。

本町も例外ではなく、現在、高齢化率が 36％であり、人口推計では、2035年

には、人口２万人を割るという統計データがあります。 

私自身、これからの４年間は、今後の町の発展性・方向性を決める重要な

時期になると考えております。また、同時にその課題を克服することは容易

なことではない、と認識しております。そのため、「ゆがわら創生」に向け、
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「まち・ひと・しごとの創生を目指すための五つの施策」で大きな課題に取

り組んでまいります。 

施策の一点目は、「人口減尐対策への取り組み」でございます。 

定住人口の減尐を食い止める方策の一つとして、若い世代の方が本町に住

んでいただくための雇用創出や子育て支援・教育の充実が欠かせないものと

考えております。そこで、湯河原の資源・地理・風土に合った人口減尐対策

に取り組むため、本町における人口の現状と将来の展望を提示する「人口ビ

ジョン」を策定し、今後５か年の目標や施策の基本的方針、具体的な施策を

取りまとめた「地方版総合戦略」の策定を行います。 

策定に際しては、幅広い年齢層からなる住民をはじめ、産業界、教育機関、

金融機関などで構成する「総合戦略会議」を立ち上げ、多くの人、幅広い業

種の意見を大切にしながら、本町における安定した雇用の創出、本町への新

しい人の流れをつくり、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるよ

うな施策の基本的方向を検討してまいります。 

また、地域活性化を進めるうえでは、町内に限らず、町外からの協力も不

可欠な要素と考えております。そのため、町内外を問わず民間企業や大学と

の連携を推進し、今まで気づかなかった湯河原の資源の発掘や固定概念にと

らわれない発想を地域活性化につなげてまいります。 

二点目は、「行財政改革のさらなる推進」でございます。 

 町民の皆様を第一に考えた行政サービスを、より効率的かつ効果的に提供
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するために、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、これまで進めてきた行財政改革の流れを止めることなくさらに推進する

ため、財政再建を果たすまで町長給料の 20％カットを継続するとともに、副

町長、教育長及び公営企業管理者についても給料の 20％カットを継続いたし

ます。 

また、今後さらに職員の高齢化が進む中でも持続可能な行政経営ができる

よう、引き続き総人件費の抑制を図るため、高齢職員の給与抑制策として、

一般行政職は「55 歳以上」、技能労務職は「57 歳以上」の「昇給抑制制度」

を継続してまいります。 

さらに、これまで、機構改革を進めながら管理職の数の見直し及び事務事

業の効率化や非常勤職員、再任用職員、任期付き職員、民間委託の活用を促

進し、消防士、保育士等専門職以外の職員数を、私の町長就任１期目の４年

間で 10％の削減、２期目の４年間でさらに 10％の削減を行ってまいりました。

今後も、その削減水準を維持したいと考えております。そのため、適正な職

員配置を行うことで、行政サービスの質の低下に対するリスク管理を行いな

がら、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、「客観的な評価制度の取り組み」でございます。 

行政運営においても、企業同様に、「Ｐ（計画）・Ｄ（実施）・Ｃ（評価）・

Ａ（改善）」のマネジメントサイクルを回し、その中でも、「評価」に重点を

置くことが大切であると考えております。 
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そこで、平成 23年度から平成 32年度までを計画期間とする新総合計画「ゆ

がわら 2011 プラン」では、平成 23 年度から前期基本計画に基づく実施計画

のローリングを毎年行ってきましたが、平成 27年度が前期基本計画の最終年

となったことから、平成 28年度からの後期基本計画の策定を行ってまいりま

す。その際には、町に届いている多くのご意見や各事業で実施したアンケー

ト結果等を町民の「町への評価」として受け止め、新たな計画の策定に反映

してまいります。 

さらに、限られた財源や人材等の行政資源を、より効率的に投入すべき施

策へ分配するための指標とするとともに、職員の目的意識やコスト意識の向

上を図ることを目的に、約 400 ある事業に対し「事務事業評価」を客観的に

見える形で本格実施いたします。そして、その事務事業評価を基礎として、

最終的には、各施策の評価や政策評価へとつなげてまいります。 

また、行政内部においては、職員が職務を遂行するに当たり発揮した能力

を把握する「能力評価」と、職員が設定した業務目標の達成度等を客観的に

評価する「業績評価」の両面から評価する「人事評価システム」を構築して

まいります。この評価データを蓄積・分析することで、職員個々の能力や適

格性を把握し、職員の個性や特徴を尊重した適材適所への人材活用につなげ

られると考えております。 

四点目は、「公共施設等の総合的かつ計画的な管理運営」でございます。 

本町には、役場庁舎、学校施設、地域会館及びその他の施設を含め 60以上
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の公共施設の棟があり、それぞれに施設運営に必要な経費が発生しておりま

す。また、施設の老朽化による安全面、使い勝手の悪さなど、多くのご意見

がございます。 

そこで、公共施設等全体の老朽化や利用状況などを調査し、長期的な視点

で、更新、統廃合、複合化、長寿命化などを計画的に行うための「公共施設

等総合管理計画」の策定を進めてまいります。そして、町の実情にあった快

適で無駄の無い、公共施設等の最適な配置の実現に取り組んでまいります。 

五点目は、「下水道事業の経営の明確化と健全化」でございます。 

公営企業の「水道事業」・「温泉事業」では、以前から複式簿記を実施し、

経営を明確化しております。一方、下水道事業等では、単式簿記による会計

を行ってきております。下水道事業では、今後、人口減尐等による使用料収

入の減、施設の維持管理費の増など、財政面での課題が増しつつある状況で

ございます。このため、水道事業や温泉事業と同様に、下水道事業におきま

しても、複式簿記による「公営企業会計」を導入し、簿記ルールに基づいた

財務諸表により、経営資産の正確な把握、経営の明確化を進めてまいります。 

また、住民の節水意識の向上、節水型機器の普及及び人口減尐により、水

道使用量は、毎年減尐しております。これが、水道事業・下水道事業の経営

を圧迫する要因の一つとなっております。そこで、水道事業、下水道事業及

び温泉事業を一体化させ、人件費の節減などによる安定的な経営を目指すこ

とを推進してまいります。 
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 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８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に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、昨今の極めて厳しい人口減尐、

尐子高齢化の課題を直視し、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、「ゆがわら創生」に向け大きな課題に取り組むための、

積極的な財政出動を緊急かつ効果的に行っていかね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、既に平成 27 年度当初予算、または、

先に議決をいただいた補正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

り組んでまいると同時に、町政全般にわたって、公平性、透明性、そして確

実性をこれからも忘れずに、皆様の声に耳を傾け、住民参加型のまちづくり

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。 

  

  平成 27年６月４日 

 

湯河原町長 冨 田 幸 宏 


