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平成 26 年度当初予算案及び諸議案を提出するにあたり、私の町政の運

営における所信と施策の概要につきましてご説明申し上げ、議員各位及

び町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 我が国を取り巻く経済状況は、政府の推進する「大胆な金融政策」、

「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の三本の矢に

よる経済政策の効果により、景気が緩やかに回復し、輸出の持ち直しと、

各種政策の効果が下支えする中で、家計所得や投資が増加し景気の回復

基調が続くことが期待されております。 

また、４月からの消費税引き上げに伴う駆け込み需要の反動に対して

も、昨年 12 月に閣議決定された「好循環実現のための経済対策」などの

経済政策の実行により、引き続き堅調な内需に支えられた景気回復が見

込まれております。 

 一方、本町においては、景気回復を十分に肌で感じられるには至って

おらず、土地価格の下落や生産年齢人口の減尐などに加え、医療・介護

にかかる経費の増大など、厳しい財政運営を強いられる状況です。 

 このような中、将来の子どもたちのためにも、地域経済の活性化が必

要であり、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催も決まり、

流行語として話題にもなった「おもてなしの心」を以前から意識してい

た本町として、町民一人ひとりが再認識するとともに、人と人の出会い

を大切にし、さらに広げる事により他人を思いやり・敬い・慈しむ温か

い気持ちを持ち、観光立町推進計画に基づき経済をけん引できるように

湯河原町が一体となった施策を展開し、観光立町を実現するため、引き

続き町政を運営してまいります。 

 それでは、町政運営の指針となる「ゆがわら 2011 プラン」の五つの基

本目標に沿って、ご説明申し上げます。 

 

まず、「魅力と活力にあふれるにぎわいのあるまちづくり」の施策で

は、観光立町推進計画により観光商品の開発・販売を進めるとともに、

好評を得ているゆたぽんファイブによるイベントなどへの出演、箱根駅

伝往路ゴール地点での誘客キャラバンや圏央道の開通による新たな観光

客の獲得を図るための誘客事業、やっさまつりを縁として交流を進めて
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いる東京都豊島区民への宿泊助成や物産展での観光ＰＲ、インターネッ

トを利用した情報発信、2020 年開催の東京オリンピック・パラリンピッ

ク観戦者の誘客や観光大使による誘客活動など湯河原の観光宣伝を進め

ます。 

 地域経済の振興では、引き続き「湯河原温泉地域商品券」、「プレミ

アム宿泊ギフト券」発行の助成、夏季・秋季花火大会や 20 回目の節目を

迎える「梅の宴」記念イベントの実施、ロングステイツーリズムのモデ

ル事業として、２年目となる万葉荘の借上げと転貸、その他各行事開催

による誘客を図ります。 

また、温泉場湯元通りを中心とした街なみの活性化のための整備方針

を策定し、地域活力の活性化に努めます。 

 観光施設の整備と充実では、観光会館内トイレの改修、こごめの湯温

泉ポンプの改修、老朽化の激しい落合橋バス停の改修などを行い、利用

者の利便性の向上を図ります。 

 農業生産基盤の整備では、広域農道の整備、イノシシなどの有害鳥獣

による農作物の被害対策及び捕獲や駆除について引き続き行います。 

 森林の整備では、私有地も含めた水源林の整備や旧吉浜財産区有林の

枝打ちや間伐を行い、水源林地域の環境保護と育成に努めます。 

生活環境保全林である湯河原梅林では効果的な剪定を行い、梅の宴の

際には多くの観梅客に楽しんでいただけるよう管理に努めます。 

漁業の振興では、福浦漁港の再整備にかかる実施設計などを行い、漁

業の活性化を推進します。 

 次に「ともに支えあい笑顔で暮らせるまちづくり」の施策では、高齢

者福祉において「湯河原町老人保健福祉計画」に基づき、保健、医療、

福祉、介護の各サービス、グループリビングなど「高齢者が安心と生き

がいを実感できるまちづくり」に積極的に取り組みます。 

 障がい者福祉では、保険医療に係る自己負担分の助成、障がい者への

更生医療や補装具の給付、利用者の状況に応じた福祉サービスの提供や

地域活動支援など、安心した暮らしの充実を推進します。 

 地域福祉の総合的展開では、（仮称）地域福祉センター１号館及び２

号館の稼働が始まり、地域作業所たんぽぽ、子育てサロンなど地域福祉
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の拠点の充実を図ります。 

 児童福祉では、本年度も保育園待機児童ゼロの継続に努めるほか、子

育て支援に対する多様な情報を一元化し、地域の子育て支援の拠点とな

る「（仮称）地域育児センター」を創設し、子育ての多様なニーズへの

対応の充実を図ります。また、子ども・子育て支援法の施行に伴い、地

域における支援の基盤となる、子ども・子育て支援事業計画の策定を行

うほか、子どもの預かりなど援助を受けたい方と、援助を行いたい方を

会員として活動する、ファミリーサポートセンター事業も引き続き推進

します。 

 ４月からの消費税引き上げに伴う影響を踏まえて、子育て世帯や町民

税非課税者などの対象者に臨時給付金を給付します。 

 疾病の予防については、引き続きがんの集団検診や施設検診、妊婦や

乳幼児を対象とした健康診査を実施するほか、県では「風しん非常事態

宣言」に代えて「風しん撲滅作戦」を展開することから、大人の風しん

に係る予防接種も継続して行います。 

 「四季彩と暮らしが調和した安全・安心のまちづくり」の施策では、 

防災対策の推進として、たちばな保育園の耐震建替工事に着手し、園児

の安全を図ります。橋りょうについては、長寿命化修繕計画に基づき予

防的な修繕を実施し、併せて耐震改修工事を行います。また、オレンジ

ラインのトンネル２箇所の点検調査を行います。 

消防・救急業務体制の整備では、電波法関係審査基準の改正に対応す

るため消防救急無線を再整備するほか、老朽化した消防団第１分団の消

防ポンプ自動車の更新を行います。 

 まちづくり事業では、町の玄関である湯河原駅前広場を整備基本計画

に沿って整備するほか、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針見直

しのための基礎資料の作成を行います。水辺レクリエーションの場とし

ての（仮称）湯河原海辺公園（広場公園）は、第２期工事に着手します。 

 環境対策として、本年度も引き続き、電気自動車導入及び住宅用太陽

光発電設備設置への補助を行うとともに、間伐などにより地域水源林の

保全を進めます。 

 「生涯を通じて学び豊かな心を育むまちづくり」の施策では、戦後 70
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年を見据えて、平和の大切さ、命の尊さをあらためて考えていただく機

会として、女優たちによる朗読会「夏の会」を招へいし、地元朗読者の

中学生を加え、戦争の悲惨な体験をテーマとした朗読劇を開催します。 

姉妹都市との交流においては、広島県三原市からは児童の訪問を受け

入れ、オーストラリア・ポートスティーブンス市とは生徒の派遣及び受

け入れを行い交流の推進を図ります。また、韓国忠州市との姉妹都市提

携 20 周年を迎えるにあたり、職員の人事交流のほか、相互の訪問団の受

け入れやスポーツイベントへの町民参加などを行い、更なる交流の充実

を図ります。 

児童・生徒の学校生活においては、小学校低学年及び中学校 1 年生が

学校生活になじめるよう、教員補助員の配置や障がいのある児童への介

助員の配置など、引き続き支援を行います。 

 スポーツ活動の支援では、「町民レクリエーションの集い」、「湯河

原温泉オレンジマラソン」を開催し、生涯スポーツの普及を支援します。 

「みんなでつくる自立と協働のまちづくり」の施策では、町民の皆様

にとって、一番身近な行政情報の提供手段である「広報ゆがわら」の誌

面を充実させ、町政への関心を喚起する広報を目指します。 

行政・財政運営の施策では、職員の適切な人員配置に努めるとともに、

納税者が納めやすい環境整備を図るため、平成 27 年度からコンビニエン

スストアやクレジットカードによる納付に対応できるようシステム改修

を行います。 

また、町税などの滞納者に対しては、財産の差押えや公売などを実施

することにより債権回収の強化を図り、財政状況の改善に努めます。 

以上の施策を柱に、平成 26 年度一般会計の予算は、８５億１，３００

万円となり、前年度に比べ５億９，６００万円、７．５３％の増となり

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。



－5－ 

〔一般会計〕 

一般会計予算総額は、８５億１，３００万円で、前年度に比べ  

５億９，６００万円、７．５３％の増となりました。 

増額になったものとしましては、たちばな保育園耐震建替事業、

臨時福祉給付金給付事業、湯河原町真鶴町衛生組合負担金、駅前広

場整備事業、消防救急無線再整備事業、道路新設改良事業などがあ

り、一方、減額になったものとしましては、職員人件費、下水道事

業特別会計繰出金、中小企業振興資金預託金、公債費償還元金など

です。 

 

〔歳入全般〕 

歳入で増額となったものとしましては、臨時福祉給付金給付や駅

前広場の整備に伴う国庫支出金、消防救急無線再整備に係る消防施

設整備事業債などの町債などです。 

一方、減額となったものとしましては、土地価格の下落に伴う固

定資産税、３年に一度の架空送電線下補償料などによる財産収入な

どとなっています。 

 

〔歳 出〕 

議会費 

議会報の発行、議会会議録のインターネットによる公開や議会映

像をテレビ中継し、「身近に感じる議会」を目指します。  

 

総務費 

 住民生活の安全推進のため、町内小中学校校門などに防犯カメラ

を設置し、犯罪防止への対応を強化します。 

 姉妹都市提携 20 周年を迎える韓国忠州市と、職員の人事交流を行

うほか、オレンジマラソンへの参加訪問団受け入れや忠州市りんご

マラソンへの湯河原町民の参加訪問などを行います。 

平成 27 年度から町税、国民健康保険料及び上下水道料金のコンビ

ニエンスストアやクレジットカードでの納付に対応するため、町税
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などのシステム改修を行います。  

 従来からのサービスである町ホームページ、広報ゆがわら、ＦＭ

熱海湯河原、防災行政無線、ｔｖｋのデータ放送などを活用するこ

とにより各種情報を発信し、開かれた町政を更に推進します。  

 選挙では、平成 27 年４月に県知事及び県議会議員選挙が予定され

ており、その準備経費を計上しました。 

 

民生費 

 前年度に実施設計を行った、たちばな保育園の耐震建替工事を施

工し、園児の安全を図ります。また、保育園の給食調理業務の委託

では、本年度からみやのうえ保育園を新たに加え、安全でおいしい

給食の提供に努めます。 

 子ども・子育て支援法の施行により、安心して子どもを産み、育

てやすい環境を作り、子育てや幼児の教育環境の充実のための事業

計画を策定します。また、（仮称）地域育児センターとして、多様

な子育て支援情報を一元化し、交流の場を紹介するなど、子育て支

援拠点施設を創設します。第３子以降の子どもの誕生から小学校入

学まで給付金を支給する子育て支援給付事業では、本年度で誕生給

付金が最終年度となりますが、今後も育成給付金などにつきまして

は、引き続き実施していきます。  

 湯河原町シルバー人材センターの育成支援やグループリビングの

運営、外出支援サービスなど、福祉、介護、医療、保健の各種サー

ビスを実施し、高齢者が生き生きと生活できる町を目指します。ま

た、自立支援給付事業や更生援護給付事業など障がい者への生活支

援の充実を図り、自立を支援します。  

 国民健康保険事業、介護保険事業及び後期高齢者医療の特別会計

への繰出金については、高齢化や医療の高度化により増加が続いて

いる状況で、健康増進や疾病予防に努める事により医療費などの抑

制を図っていきたいと考えます。  
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衛生費 

 日々の生活の中で、健康で健全な生活や疾病の予防は、誰もが望

むものです。本年度も健康教育や相談などの保健事業のほか、がん

検診や各種予防接種、妊婦や乳幼児の健康診査、自己負担の医療費

の一部を助成する未熟児養育医療事業を引き続き実施します。また、

地域社会ぐるみの活動と疾病や介護の要因を尐なくするための健康

づくりへの関心を高めるため、治療中心の健康づくりから「未病を

治す」取組として、チャレンジデーへ参加します。  

 環境への対策として、地球温暖化の一因である温室効果ガスの削

減のため、電気自動車導入費や住宅用太陽光発電設備設置費への助

成を行います。不法投棄ごみや散乱ごみの防止、河川や海岸の清掃

など町内の清掃・美化に努めます。  

 また、湯河原町真鶴町衛生組合の焼却施設の維持管理及び補修費

用や最終処分場の再生にかかる費用を負担し、安定したごみ処理に

努めます。 

 

農林水産業費 

 基幹農道である広域農道の整備は、本年度は黄金松農道から小田

原方面への整備を予定しております。  

 農作物への被害拡大を防止するために、有害鳥獣の捕獲や駆除を

進めるほか、電気柵など被害防止器具の設置や優良品種への転換を

助成します。 

耕作が放棄されている農地へ景観作物の作付けや、身近な農業体

験の場であるふれあい農園については引き続き実施し、農地の保全

に努めるとともに、地域水源林の間伐などを行い、水源地域の自然

環境の保全に取組みます。  

 漁業への施策では、福浦港東の船揚場における衛生面や、物揚場

と荷捌き場の分離による労務の非効率化を解消するため、施設の再

整備を図ります。 
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観光商工費 

観光立町推進の施策として講演会を開催し、町民や交通事業・接

客業に従事する方々におもてなしを再認識していただくとともに、

旅行商品の開発・販売や観光客が参加できる各種行事を開催し、「オ

ール湯河原」でおもてなしを進めます。  

 観光行事は、やっさまつり、夏季・秋季花火大会、海水浴場の運

営などの夏季行事や、20 回目を迎える梅の宴の記念行事、もみじの

郷など各種行事を開催し、観光客に楽しんでいただけるよう努めま

す。また、各種誘客キャラバンのほか、やっさまつりと池袋ふくろ

まつりとの親善交流により、豊島区民の宿泊助成や区の物産展での

観光ＰＲを行い、誘客を図ります。  

 また誘客対策として、宿泊促進キャンペーンのほかプレミアム付

き旅館利用券の発行や宿泊ギフト券の贈呈など誘客を促進するとと

もに、観光産業の活性化を図ります。  

 観光施設の整備では、観光会館内のカーテンウォールや２階トイ

レ、こごめの湯における温泉ポンプの改修や、老朽化の著しい落合

橋バス停（上下線）の改修など、利用者の利便性の向上に努めます。  

  

土木費 

道路・河川の整備では、広崎通り線ほか４路線で、基幹道路を主

体とした舗装改修を、また鍛冶屋地区の黒石線で道路幅員の拡幅工

事を、昨年に引き続き行います。橋りょうについては、長寿命化修

繕計画に基づく予防的な修繕を実施し、併せて耐震改修を行います。 

また、オレンジラインのトンネル点検調査を行い、安全性の向上

を図ります。 

 地籍調査については、吉浜及び宮下の一部について行うことによ

り、境界の明確化及び公共事業計画策定の省力化が望めます。  

 急傾斜地崩壊対策では、宮上地区における事業を継続し、災害防

止を図ります。 

 都市計画については、整備基本計画を基に前年度に実施設計を行

った、湯河原駅前広場の整備を実施します。また、宮上地区湯元通
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りを中心に街なみの活性化を図る計画策定に着手します。  

 公園の遊具については、利用者に安心してご利用いただけるよう、

継続して更新を行います。また（仮称）湯河原海辺公園（広場公園）

の第２期工事に着手し、海浜緑地帯の形成を図るとともに、湯河原

総合運動公園内に設置したパークゴルフ場の第２期工事により全

18 ホールを備えることになり、町内外の皆様に楽しくご利用いただ

けるよう維持管理も行います。 

 

消防費 

消防用施設・装備では、平成 28 年５月末までにデジタル化が義務

付けられている消防救急無線（共通波・活動波）のデジタル化につ

いて、本年度も継続して行います。消防団の活動については、老朽

化の著しい第１分団消防ポンプ自動車の更新を行い、また、地域の

実情に合った資機材の整備を行うことにより、活動の強化・充実を

図ります。 

 防災対策では、広域避難場所において年度内に使用期限が到来す

る救急医療資器材セットを更新するほか、粉ミルクやクラッカーな

どの備蓄食糧や大人用おむつなどの避難生活用品を購入備蓄すると

ともに、総合防災訓練や防災講演会などを実施し、住民の防災意識

を向上させることにより災害に備えます。  

 また、土砂災害防止法に基づく土石流にかかるハザードマップを

作製し、住民に配布することにより、警戒区域の認識とその周知を

図ります。 

 

教育費 

各学校においては、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、多方面にわたる学校支援ボランテ

ィアを募集し、様々な場面での協力をお願いします。 

このほか、身体に障がいのある児童などのために介助員の配置や

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を実施し

ます。 
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図書館では、利用者のニーズに合った図書を整備します。また、

乳児期に絵本を配布するブックスタートと併せて、小学校入学時に

セカンドブックとして児童図書を配布し、学齢期から読書が定着す

るように努めます。 

 美術館では、収蔵品による常設展示と年４回の企画展を開催する

ほか、平松礼二画伯を招いた講座を開き、「文化のまちゆがわら」

を発信します。また、美術館庭園に四季折々の草花や樹木を植栽す

るとともに、園路の整備や花壇の拡張を行い、四季彩のまちにふさ

わしい景観を、訪れたお客様に楽しんでいただけるように整備しま

す。 

 青尐年の健全育成では、学童保育など放課後の児童・生徒の健全

育成を図るほか、放課後まなび教室、そよかぜ教室をはじめ子ども

の居場所づくりを推進し、様々な体験活動や地域住民との交流を支

援してまいります。また、青尐年相談員を引き続き配置し、不登校

児童への対応や非行の防止など、困っている子どもや保護者の支援

に努めます。 

 


