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平成 25 年度当初予算案及び諸議案を提出するに当たり、私の町政運営

に対す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、弱さが残るものの、輸出環境の改善や

経済対策の効果などを背景に、再び景気回復へ向かうことが期待されま

す。しかしながら海外景気の下振れが、引き続き景気を下押しするリス

クとなっており、また、雇用・所得環境の先行き、デフレの影響などに

も注意が必要となり、厳しい状況に変わりはありません。 

 国は、日本経済を大胆に再生させるため、大震災からの復興を前進さ

せ、「成長と富の創出の好循環」へと転換し、「強い経済」を取り戻す

ことに全力で取り組んでおります。また、機動的・弾力的な経済財政運

営と、景気の底割れを回避することで、過度な円高の動きが修正されつ

つあり、株価も回復し始め、これらの成長戦略の実現により、民間投資

を喚起するなど、改善の兆しを適切な政策対応をとることで、景気回復

につなげようとしております。 

 本町においては、雇用状況は依然厳しく、企業収益及び生産年齢人口

の減尐により、住民税の減収など財政の硬直化が進み、国や県からの依

存財源に頼る厳しい状況となっております。 

 このような中、町政運営の根幹をなす湯河原町新総合計画「ゆがわら

2011 プラン」に掲げる、町の将来像である「湯けむりと笑顔あふれる四

季彩のまち 湯河原」の実現に向け、更に努力します。 

 また、活力あるまちづくりを推進するとともに、「湯河原町観光立町

推進計画」に基づき、基幹産業である観光業を他産業との連携により、

更に発展させ、町民一人ひとりが「おもてなしの心」を持った「オール

湯河原」での観光立町の実現を目指して、引き続き邁進します。 

 それでは、「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、観光立町として、観光従事者の方々に「おもてなしの心」を再認識

していただくとともに、着地型旅行商品の企画・開発を進め、観光立町



－２－ 

推進計画に基づいた施策を実施します。 

観光施設の整備、充実では、万葉公園内の橋りょう塗装工事や城願寺

内公衆トイレの改修を行い、利用者の利便を図るほか、震災以降減尐傾

向にある宿泊客に対し、本年度もプレミアム付き旅館利用券の発行や、

アンケートに答えていただいた方から抽選による宿泊ギフト券の贈呈な

ど、宿泊客の確保に努めます。 

 また、インターネットでの積極的な情報発信に加え、引き続き「箱根

駅伝」の往路ゴール地点や TOYO TIRES ターンパイクで行われる「箱根ヒ

ルクライム スポーツフェスティバル」での誘客キャラバンなど、湯河原

温泉の観光宣伝を実施するほか、本年度も夏季花火大会を２回、秋季花

火大会を１回開催し、宿泊客の増加に向けた誘客対策を図ります。 

更に、公益財団法人 神奈川産業振興センターが運営を終了する万葉荘

について、「湯河原町観光立町推進計画」に基づく、ロングステイツー

リズムのモデル事業として、町が県から借上げ、事業者へ転貸し、宿泊

事業を継続することにより、宿泊客の確保を図ります。 

地域産業の振興では、好評を博しております「湯河原温泉地域商品券」

の発行について、本年度も助成することにより、地域経済の活性化に努

めます。 

就業の促進では、緊急雇用創出事業を活用し、「着地型旅行商品企画

開発事業」を通じて、就業機会を提供します。 

 農業生産基盤の整備では、広域農道の吉浜・鍛冶屋区間第２期工事と

して、新崎川橋りょうの上部工事及び橋りょうから黄金松農道に向けて

の農道開設工事に着手します。 

有害鳥獣対策では、効果的な野猿の追い払いを継続的に実施するほか、

増加傾向にあるイノシシやハクビシンの被害について、関連団体の協力

を得ながら、おりや柵による捕獲・駆除を実施し、農作物被害の軽減を

図ります。 

森林の整備では、県から水源環境保全を目的として交付される地域水

源林整備事業費補助金を活用して、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・間伐を行い、森林の保護、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
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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、漁港施設用地などの利用計画図を更新するほか、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、がん

による死亡率を尐しでも減尐できるように、集団検診や施設検診を実施

し、がんの早期発見に努めるとともに、乳幼児に「ヒブ(インフルエンザ

菌ｂ型)」や「肺炎球菌」、女子中学生などへの「子宮頸がん」ワクチン

の接種費用の助成を引き続き行い、疾病予防を図ります。 

地域福祉の総合的展開では、地域福祉センターにおいて社会福祉協議

会をはじめ、生きがい事業団、地域作業所たんぽぽ、子育てサロンなど

が地域福祉の拠点として活動できるように努めます。また、城堀会館に

おいては、駐車場の整備を行い利用者の利便を図ります。 

 児童福祉では、子どもの預かりなど、援助を受けたい方と援助を行い

たい方が会員となり、地域の中でお互いに助け合うファミリーサポート

センター事業をスタートさせ、子育て支援の充実を図ります。 

また、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

するほか、本年度も保育園待機児童ゼロの継続、八雲保育園での一時保

育や各小学校での学童保育により、仕事と子育ての両立が図られるよう

に努めます。 

障がい者福祉では、保険診療に係る自己負担分の助成、身体障害者手

帳の交付を受けた方へ更生医療・補装具の給付などを行い、自立した日

常生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた福

祉サービスの提供、地域活動の支援を実施することにより、安心した暮

らしの充実を図ります。 

高齢者福祉では、「湯河原町老人保健福祉計画」に基づき、「高齢者

が安心と生きがいを実感できるまちづくり」の実現に向け、保健、医療、

福祉、介護の各サービスを効果的、効率的に提供することにより、健康

づくりと生きがいづくりを推進します。 

また、グループリビングなど、高齢者が住み慣れた地域において、支

え合い、生きがいを実感できるような活動について、引き続き積極的に

取り組みます。 
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地域包括支援センターでは、引き続き高齢者全般に係る総合的な相

談・支援を実施するとともに、地域支援事業の強化を図ります。 

「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、

地球温暖化対策として、本年度も引き続き、住宅用太陽光発電設備の設

置費用や電気自動車の導入費用の一部を助成するほか、役場庁舎、消防

庁舎及び図書館の照明設備のＬＥＤ化を実施します。 

また、町内全ての防犯灯をＬＥＤ化することにより、電力消費量を抑

え、温室効果ガスの排出削減に努めます。 

 防災対策の推進については、県が再検証・見直しを行った「津波浸水

予測図」を受け、「湯河原町地域防災計画」を改定するほか、役場第３

庁舎に太陽光発電設備及び蓄電池設備を設置し、防災拠点における緊急

時の電力確保に努めるとともに、耐震補強が難しい、たちばな保育園に

ついては、建て替えの基本計画に基づき実施設計及び地質調査を実施し

ます。 

町内の木造住宅のうち、昭和 56 年５月 31 日以前に建築され、一般耐

震診断で「倒壊の可能性がある」などの危険度が示された家屋の耐震工

事費用の一部を助成し、木造住宅の耐震化を進めます。 

消防・救急業務体制の整備では、老朽化した消防ポンプ自動車を更新

するほか、旧福浦幼稚園跡地への第９分団詰所の整備に着手します。ま

た、平成28年５月末までにデジタル化が必要な消防救急無線については、

県内関係機関との連携を図りながら効率的な再整備を行い、安全・安心

のまちづくりを推進します。 

土地利用施策では、駅周辺の土地利用法規制の見直しを行うとともに、

町の玄関口である駅前広場について、「湯河原駅前広場整備事業基本計

画」に基づき、本年度は実施設計を行い、整備を進めます。 

 公園の整備では、湯河原海岸埋立地において、水辺レクリエーション

の場となる（仮称）湯河原海辺公園(広場公園)の整備に着手し、湯河原

町総合運動公園においては、パークゴルフ場の一部を整備し、公園機能

を充実させるなど利用者の健康増進にも寄与します。 

また、計画的に進めてまいりました公園遊具の更新では、本年度は桜

木公園と宮上公園、幕山公園アスレチック遊具について更新し、利用者
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の利便と安全に努めます。 

道路・交通体系の整備では、鍛冶屋ＪＲガードの拡幅について事業計

画を策定するほか、引き続き広崎通り線、幕山公園通り線などの道路改

良工事を実施し、都市基盤の充実を図ります。 

更に、水資源の有効活用、効率的な上水道の供給、統一的なサービス

及び水道事業経営の健全化を図るため、簡易水道組合の統合に向け、取

り組みます。 

「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、小学校

低学年児童や中学 1 年生が、学校生活にスムーズになじめるように教員

補助員を配置するほか、身体に障がいがある児童などに、学校生活の介

助を行う介助員の配置、特別支援の必要な園児や児童及び生徒に対し、

臨床心理士による支援を行います。 

また、中学校において命の大切さを学ぶ機会とともに、不測の事態に

備えるため、生徒による人工呼吸やＡＥＤの取扱いなど、資格取得もで

きる普通救命講習会を実施します。 

生涯学習では、町民の知的な好奇心が満たされるような各種講座や町

民大学を開催します。 

スポーツ活動の支援では、地域住民の団結やふれ合いを大切にする、

「町民レクリエーションの集い」や各種大会などを実施するとともに、

「湯河原温泉オレンジマラソン」を引き続き開催し、生涯スポーツを支

援します。 

国際・地域間交流では、オーストラリア・ポートスティーブンス市や

広島県三原市へ生徒・児童の派遣を行い、交流の推進を図ります。 

なお、今後の小・中学校等教育施設のあり方については、主体である

教育委員会と連携し、引き続き、議会の特別委員会などでご審議いただ

きながら、一体となって検討を進めます。 

「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」を、

より「わかりやすく」「伝わりやすい」紙面づくりに努めます。 

行政経営の施策では、職員の再任用制度による短時間勤務職員などを

活用して、適切な人員配置に努めます。 
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財政運営の施策では、税などの公平性や自主財源を安定的に確保する

ため、徴収アドバイザーの助言を受け、滞納整理を円滑に実施し、収納

率の向上と職員の能力向上・意識改善を図ります。 

以上の施策を柱に、平成 25 年度一般会計の予算は、７９億１，７００

万円となり、前年度に比べ１００万円、０．０１％の減となりました。 

以下、各会計、各項目にわたり述べさせていただきます。
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〔一般会計〕 

一般会計予算総額は、７９億１，７００万円で、前年度に比べ 

１００万円、０．０１％の減となりました。 

増額になったものとしましては、障がい者自立支援給付等事業費、

児童手当、道路新設改良事業費、 (仮称)湯河原海辺公園 (広場公園)

整備事業費、消防救急無線再整備事業費などがあり、一方、減額に

なったものとしましては、防災行政無線 (固定系)デジタル化事業費

(事業終了)、消防ポンプ自動車整備事業費、湯河原町真鶴町衛生組

合負担金、公債費償還元金、職員人件費、急傾斜地崩壊対策事業費

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、国や県からの児童手当負

担金、(仮称)湯河原海辺公園 (広場公園)整備による都市公園整備事

業債などの町債、３年に一度の架空送電線下補償料などの財産貸付

収入などです。 

一方、減額となったものとしましては、長引くデフレの影響によ

る個人住民税、財政調整基金繰入金、個人所得の低迷による保育料、

水源地の保全を目的とした地域水源林整備事業費補助金などとなっ

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 

災害などによる停電に備え、「神奈川県再生可能エネルギー等導

入推進基金」を活用し、役場第３庁舎に太陽光発電設備及び蓄電池

設備を整備し、非常時における行政機能復旧の迅速化とともに、平

常時は電気使用料及び温室効果ガスの削減を図ります。 
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また、「開かれた町政」を更に推進するため、町ホームページ、

広報ゆがわら、メール配信サービスやＦＭ熱海湯河原の活用に加え、

地上デジタル放送のサービスの一つであるｔｖｋの「データ放送」を利

用して、イベント情報、町からのお知らせ、防災行政無線の放送内容、

休日当番医、防災気象情報などの情報を発信します。 

町内全ての防犯灯をＬＥＤ化することにより、機器の長寿命化に

よる維持管理業務の改善及び温室効果ガスの削減を図ります。 

文化の香り高い町を目指し、湯河原文学賞を開催することにより、

文化の発信地・湯河原温泉を広くＰＲし、文化の振興と誘客を図り

ます。 

非常勤の弁護士により、さまざまな法的諸問題について、効率よ

く対応・解決して行くことで、行政運営の適切かつ迅速な推進を図

ります。 

また、地域振興や観光ＰＲを促進するため、湯河原広報マスコッ

トキャラクター「ゆがわら戦隊ゆたぽんファイブ」を使用した原動

機付自転車のオリジナルナンバープレートを作製します。 

平成 24 年７月の住民基本台帳法の改正に伴う、住民基本台帳シス

テムと戸籍システムの連携を図るための戸籍附票連携システムの改

修を行い、事務の効率化を図ります。  

選挙では、４月に農業委員会委員選挙、７月に参議院議員通常選

挙の実施が予定されております。 

 

民生費 

高齢者が健康で生き生きと生活できるよう、生きがい事業団や単

位老人クラブへの助成及びグループリビングの運営などを通じて高

齢者の生きがいづくりの手助けを行い、生活支援事業をはじめ、保

健、医療、福祉、介護の各種サービス機関との連携を図りながら、

諸事業を実施します。 

障がいの有無にかかわらず誰もが安心して豊かに暮らすことができ

る地域社会の実現を目指し、介護給付や訓練等給付などを行う障がい者

自立支援給付等事業や訪問入浴サービス、日常生活用具給付などを
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行う地域生活支援事業などにより、利用者の希望に沿ったサービス

を提供しながら、地域の実情に合わせた生活支援の充実を図り、障

がい者の自立を支援します。 

「次世代育成支援行動計画（後期計画）」を踏まえ、子どもと子

育て家庭への支援を行い、子育てサロンなどにより親子の孤立を防

ぎ、より多くの親子同士の交流の場を設け、子育ての不安や相談な

どに対応します。 

また、地域で子どもの預かりなどの援助が可能な会員の養成に努

め、「ファミリーサポートセンター」を開設します。 

子育て支援として、中学校修了前までの子どもを養育している方

に対し、「児童手当」を支給します。また、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とともに、小学校就学前

の児童の入院と通院及び中学校修了前までの入院に係る医療費の自

己負担分を助成します。 

また、まさご保育園、おにわ保育園の給食調理業務を民間に委託

し、引き続き安全でおいしい給食の提供に努めます。 

耐震補強が難しい、たちばな保育園の建て替えについて、実施設

計及び地質調査を実施します。 

国民健康保険事業、介護保険事業及び後期高齢者医療の各特別会

計への繰出金につきましては、高齢化や高度医療化により増加が著

しいため、町民の健康増進や疾病予防に努め、引き続き医療費など

に係る経費の抑制を図っていきたいと考えております。  

 

衛生費 

健康は、全ての町民の共通の願いであり、疾病予防と健康の保持・

増進を健康管理の旗印として、医療機関と連携し、各種健康診査、

保健講座などを実施します。 

母子保健の推進として、全妊婦を対象に健康診査費用の一部を助

成するほか、出生時体重が 2,000g 以下又は身体の諸機能が未熟で、

養育のため入院が必要な１歳未満乳児の医療費自己負担分を負担し

ます。 
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健康増進事業では、健康教育・健康相談など、健康維持のための

保健事業の充実に努めます。  

また、各種がん検診・予防接種を実施し、疾病の早期発見や予防

に努めます。 

環境対策として、電気自動車導入費や住宅用太陽光発電設備設置

費への助成により温室効果ガスの削減に努め、家庭用生ごみ処理器

などの設置費用の助成、年末年始のごみ収集体制の維持、資源ごみ

の効率的収集・回収などにより、引き続きごみの減量化を図るほか、

監視パトロールの強化を行い、不法投棄・散乱ごみの防止、海岸・

河川清掃などの町内美化を推進します。  

また、湯河原町真鶴町衛生組合の焼却施設などの維持管理及び補

修費用のほか、最終処分場の再生に係る費用を負担し、安定したご

み処理に努めます。 

 

農林水産業費 

農業技術指導員による栽培指導のほか、みかんの優良系統品種へ

の転換に対する助成や、地元で生産されたものを地元で消費する地産

地消を推進することを目的に、専業農家を中心に生産者が直接地元で農

産物などを販売する直売所の活動を支援します。 

また、農地における有害鳥獣などの被害対策として、イノシシな

どの捕獲やニホンザルなどに対する防除に努めます。 

農地の有効利用や地域の活性化を目的としたふれあい農園では、

町民に身近な農業体験の場を提供し、農作業を通じて農業に対する

理解を深めるとともに、耕作放棄地となっている農地を無償で借り

受け、菜の花やコスモスなどの景観作物を作付けするなど、景観対

策と農地の保全に努めます。 

基幹農道の整備としまして、県事業による広域農道の整備では、

新崎川橋りょうの上部工事及び橋りょうから黄金松農道に向けての農道

開設工事を予定しております。 
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観光商工費 

やっさまつりなどの夏季行事、湯河原梅林「梅の宴」、武者行列

やもみじの郷の観光行事などを開催いたします。更に町民の皆様を

はじめ観光客にも喜んでいただけるよう、花火大会を夏に２回、秋

に１回実施するなど、充実した内容とします。 

また、「箱根駅伝」や「箱根ヒルクライム  スポーツフェスティ

バル」での湯河原みかんなどの配布、各エージェントが企画する誘客

キャンペーンへの助成、インターネットを活用した誘客宣伝に努めま

す。 

観光立町の推進策として、「おもてなしの心」を込めた着地型旅

行商品の開発・販売を委託します。更に、町民、観光客が一体とな

って楽しむことができる「盆踊り」を芸妓の皆さんの指導のもと開

催するなど、町、観光事業者、観光関係団体などが「オール湯河原」と

なっておもてなしに努めます。 

また、多くの宿泊客が訪れるように、梅の宴の有料入園者にアン

ケート調査を行い、抽選による宿泊ギフト券の贈呈や、プレミアム

付き旅館利用券を発行するほか、ロングステイツーリズムのモデル事業

として、県から万葉荘を借上げ、事業者に転貸し、宿泊事業を継続する

など、観光産業の活性化を図ります。 

 観光施設の整備では、万葉公園内の経年劣化した橋りょうの塗装

及び外柵の改修、城願寺入口の公衆トイレの改修を行い、観光客の

皆様に喜んでいただけるように努めます。  

  

土木費 

道路・河川整備では、基幹道路を主体とした舗装改修のため、広崎通

り線や幕山公園通り線のほか６路線の道路改良工事を実施し、鍛冶屋森

下地内ほか１か所の水路改修工事を実施します。 

また、吉浜・中央地区の一部について地籍調査を行い、境界紛争の未

然防止や公共事業の計画策定などの円滑化を図ります。 

災害防止では、県事業による宮上地内の急傾斜地崩壊対策を継続

して推進します。 
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地域経済活性化及び住環境の向上を図るため、町内の居住用住宅で、

町内の事業者により住宅リフォームを行う場合について、引き続き住宅

改修に係る費用の一部を助成します。 

都市計画図について最新のデータにより更新します。 

道路などの用地の先行取得を行ってきた土地開発公社の健全化・早期

解散を目的に、福浦 26 号線道路改良事業用地の買い戻しを行います。 

水辺レクリエーションの場となる海浜緑地帯の形成を図る公園として、

（仮称）湯河原海辺公園（広場公園）の第１期工事を施工します。 

また、海浜公園駐車場に自動化システムを導入します。 

もみじの郷やさつきの郷の草刈り、除草を行い、町民、観光客の皆様

の憩いの場所としてご利用いただけるよう維持管理に努めます。 

 

消防費 

町民の皆様の生命・財産を守るため、消防職員の資質の向上と救

急救命士などの専門職員の育成に努めます。  

老朽化した消防庁舎の屋上防水などの改修工事を行うとともに、

消防庁舎の照明をＬＥＤ化し、電力消費量及び温室効果ガスの削減

に取り組みます。 

また、消防救急無線のデジタル化を計画的に進めるほか、配備か

ら21年が経過した消防ポンプ自動車を更新するなど、消防・救急・救

助活動の充実・強化を図ります。 

消防団については、地域に密着した活動をより円滑に進めるに当

たり、各分団の要望に応じた資機材を引き続き整備するほか、老朽

化などにより耐震性が不足している第９分団詰所を旧福浦幼稚園跡

地へ移転するための地質調査及び実施設計を行います。  

防災対策では、津波対策として海抜表示板などを設置するほか、総

合防災訓練の実施、災害時の救急医療資器材の整備のほか、防災用

クラッカーや粉ミルク、避難生活用品などの備蓄を行い、災害に備

えます。 
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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、保護者

が仕事などで昼間家庭にいない児童のための学童保育を各小学校に

おいて実施します。 

また、子どもに安全で安心な放課後の活動拠点として、放課後子

ども教室（そよかぜきょうしつ）を、本年度も東台福浦小学校で実

施するほか、湯河原小学校では「放課後まなび教室」を引き続き開

設します。 

また、中学２年生を対象に普通救命講習会を五日間実施し、人工呼吸

やＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取り扱いを習得してもらい、不測の

事態に備えられるように努めます。 

福浦幼稚園においては、現在使用しているトイレの一部を、幼稚園児

用トイレに改修し、園児が快適に使える環境を整えます。 

凶悪・低年齢化する尐年犯罪を防止するため、学校・家庭・地域

と連携した青尐年の健全育成を図るとともに、各種文化活動、生涯

学習活動及び各種スポーツ活動を支援します。 

図書館では、照明のＬＥＤ化を行い、照度の向上及び電力消費量、

温室効果ガスの削減に努めるとともに、防犯カメラ設置による置き

引きなどの犯罪防止を図り、安心して利用できる環境づくりに取り

組みます。 

美術館では、平松礼二画伯の作品及び収蔵作品による企画展や現

代作家展、もみじのライトアップなどを開催します。 

また、利用者の皆様に最良の状態で展示絵画をご覧いただくため、

加湿・除湿器を設置し、展示品の適正な管理に努めます。 

ヘルシープラザでは、正面玄関自動扉の改修を行い、湯河原町民

体育館においては、各種行事で使用するためのフロアシートを整備

することにより、更なる利用者の利便性の向上に努めます。  


