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平成 23年第４回湯河原町議会定例会の開会に当たり、私の町長二期目に臨

むに当たっての、町政運営についての所信の一端を申し述べる機会を頂きま

すことを、心からお礼申し上げます。 

 また、これまでの４年間、「ゆがわら元気回復プラン」として皆様にお示し

し、取り組んでまいりました「行財政改革」の「町長給料の 20％削減」「職員

が頑張った分だけ報われる制度の検討と地域手当の見直し」「副町長について

の検討」「町職員数の 10％削減」「行政組織の効率化」「財政再建への取り組み」

をはじめ、「子育ての応援」プランの「子育て支援給付金の創設」「子育てサ

ロンの拡充」「保育の充実」、「義務教育の応援」プランの「地域の方々による

学校運営や教育現場への参加による教育力の充実」「学校施設耐震化の達成」

「登下校時の安全対策の検討」「（仮称）子どもの権利条例の研究」、「高齢者

の応援」プランの「グループリビングの創設」「介護予防のための健康づくり」、

「活気あふれるまちづくりの応援」プランの「地産地消の推進」「ＮＰＯ
エヌピーオー

やボ

ランティア組織への支援体制の整備」、「自然環境の保全と観光資源の有効活

用」プランの「自然環境の保全」「都市マスタープランの改訂」「住宅用太陽

光発電設備設置補助制度の創設」など、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、多くの町民の皆様からご支持

をいただき、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
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りましたが、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、この

たびの東日本大震災による甚大な被害を目にした多くの方々から、災害に対

する不安の声をお聞きいたしました。私も皆様と同じように危機感を持つと

同時に、町政を預かるものとして、町民の皆様の安全・安心の確保に、強く

責任を感じているところでございます。 

そして、４月にスタートいたしました新総合計画「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「安全で安心な 元気あるまちづくり」の実

践を目指した「新・湯河原元気回復プラン」を町政運営の基本として、取り

組んでまいります。 

 「新・湯河原元気回復プラン」は、私の決意として掲げる三つの柱と、そ

れぞれに根幹を成す５つの施策から成り立っております。 

 一つ目の柱は、「安全で安心なまちづくり」でございます。 

 平成 22 年度に、防災面で懸案となっておりました「湯河原町地域防災計画」

の改定を完了いたしましたが、東日本大震災では、地震の強さ、津波の大き

さ、災害規模など、全てにおいて想定を超えるものであったことから、さら



－３－ 

なる安全で安心して暮らせるまちを目指して、五つの施策に取り組んでまい

ります。 

施策の一点目は、「専門人材を活用した危機管理体制の充実」でございます。 

平時から災害予防、災害発生直後の対応や復旧対策について、消防、関係

機関、町民の皆様と検討を重ねるとともに、町職員や外部の専門知識を有す

る人材を活用して、危機管理体制を充実いたします。 

二点目は、「県と連携した地震・津波対策の強化」でございます。 

地震・津波対策については、一自治体でできることには限りがございます

ので、十分な対策を行うために、神奈川県との連携について、これまでの対

策を再検討し、また、今後の連携のあり方や具体策を協議し、防災訓練など

により実践、検証することで地震・津波対策を強化してまいります。 

三点目は、「広域連携によるゲリラ豪雨対策の再検討」でございます。 

近年、いわゆるゲリラ豪雨の発生が多く見られるようになり、時には局地

的に大きな被害をもたらしております。そのようなことから、災害時におけ

る情報伝達や避難場所の確保などについて、県西地域及び県境を越えた広域

的な相互応援のあり方を検討し、また、ゲリラ豪雨の発生を広域で感知し、

監視するための情報の共有化について検討してまいります。 

四点目は、「災害時の緊急避難場所及び避難経路の再点検」でございます。 

町内に 18 か所ある緊急避難場所とその避難経路について再検討を行い、そ

の際には、地域の皆様とともに災害図上訓練などの防災訓練を実施し、地域
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の実情について認識を深め、地域防災力を高めてまいります。 

五点目は、「緊急情報及び災害・火災情報の迅速な伝達」でございます。 

 その設置から 28年が経過し、老朽化の進行などにより、一部地域の方々に

ご不便をお掛けしております防災行政無線については、平成 22年度からデジ

タル化に着手しており、今後も継続して更新整備を行い、全国瞬時警報シス

テム（Ｊ
ジェイ

－ＡＬＥＲＴ
ア ラ ー ト

）による国からの緊急情報の瞬時の伝達や、災害・火

災情報などの迅速な伝達を図ってまいります。 

 さらに、保育園、小・中学校、公共施設への情報伝達を円滑かつ迅速に行

うために、防災行政無線の館内放送設備への接続を検討いたします。また、

建設事業者などが集合住宅を建設する際には、計画の段階で防災行政無線に

接続する館内放送設備の設置について町と協議をすることができる仕組み作

りを検討してまいります。 

 二つ目の柱は、「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

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し、

成果志向型のスリムな行政を極め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、「町長をはじめとする特別職等の給料の 20％カット」でご

ざいます。 
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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、さらに５％のカットを行い、給料の

20％カットを実現いたします。 

二点目は、「高齢職員の給与抑制等、総人件費改革の推進」でございます。 

苦しい経営状況を強いられている民間企業との均衡を図り、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、例えば、現在、昇給停止制度として、一般行政

職が「58歳以上」、技能労務職は昇給停止を行っていないものを、国に合わせ、

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」

に改めてまいります。 

三点目は、「管理職数の見直しと職員数をさらに 10％削減」でございます。 

機構改革をさらに進め管理職数を見直すことにより、スリムで実効性の高

い行政経営体を極めてまいります。また、職員数の削減については、これま

でに目標として掲げた 10％の削減を達成しておりますが、さらに 10％の削減

を目指してまいります。 

四点目は、「目標管理による能力と実績に基づく人事評価システムの確立」

でございます。 

これまでの年功的、一律的な人事給与制度を改め、職員が組織目標の達成

にいかに貢献したかを明らかにし、その能力と実績に基づく人事管理を行う

ことで、職員の意識改革を図るとともに、人事評価に基づく勤勉手当の支給
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や査定昇給を行い、「頑張った分だけ報われる」目標管理型の人事評価制度を

導入いたします。 

五点目は、「外部評価を含む行政評価制度の確立」でございます。 

より町民本位の行政運営を行うために、住民ニーズを迅速かつ的確に把握

し、町政に反映できる行政評価制度を確立いたします。また、町の仕事の目

的や必要性などをわかりやすくお示しし、事務事業の必要性や効率性などを、

第三者の意見を参考にしながら検証・評価し、その結果を公表するとともに、

その後の行政運営に反映させてまいります。 

三つ目の柱は、「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活かすべく、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、「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、子どもたちが自然と優し

さの中で健やかに成長できる環境の整備といたしまして、子育ての負担や不

安を軽減するために、有償ボランティアによる預かり保育を行う「（仮称）フ
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ァミリーサポートセンターゆがわら」を設置するとともに、町内で子どもを

安心して産み育てることのできる環境を整えるために、医師会や神奈川県、

近隣自治体などの関係機関と協議を進めてまいります。 

また、現在、湯河原町では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、保護者に行ったアンケートの結果などを踏ま

えた園舎の耐震化や統合といった将来の保育園のあり方を検討する中で、考

えてまいります。 

そして、核家族化の進展などにより子育てについて気軽に相談できる場が

少なくなっていることから、保育園の専門的機能を活用し、地域に開かれた

保育専門機関として子育て支援事業を実施する「地域育児センター事業」を

行ってまいります。 

また、近年、子どもたちが抱える問題には、多様化や深刻化が見られ、個

別の支援が必要とされるケースが増えていることから、児童・生徒が抱える

問題や課題を早期に発見するために、児童・生徒の相談ニーズに応じた相談

環境を整えてまいります。さらに、臨床心理士などが学校を訪問し、児童･生

徒やその保護者が相談できるような仕組みを構築してまいります。 

二点目は、「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、子どもが自ら
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課題を設定し、経験的に学ぶことができる授業作りが求められており、そし

て、それは子どもたちの「生きる力」の向上につながってまいります。 

そこで、魅力ある学校づくりを推進し、教育を取り巻くさまざまな環境整

備に取り組んでまいります。 

小学校から中学生になった際に、学習や環境の変化に適応できないといっ

た問題を未然に防ぐために、中学校での学習スタイルなどを早い段階から児

童に伝えていくとともに、小学校と中学校の「連絡協議会」を定期的に開催

するほか、共同の授業研究会を設置し、教師の交流を図るなど、義務教育の

９年間を見通した小・中学校の連携を進めてまいります。 

また、ライフスタイルの多様化などの環境の変化に対応して、保護者の負

担を軽減し、食育を推進するために、中学校給食の導入に向けた本格的な研

究を行ってまいります。 

そして、小学校では、休み時間を活用して、ボランティアの協力のもと、

体を動かす「遊びの授業」を行い、子どもたちの体力の向上を目指してまい

ります。 

また、子どもが犠牲になるような事件や、地震やゲリラ豪雨などの自然災

害による被害の発生が懸念される中、子どもたちが多くの時間を過ごす学校

においては、不測の事態に適切に対応できる危機管理体制が求められること

から、児童・生徒が安全で安心して学校生活が送れるように、危機管理体制

を整備してまいります。 
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三点目は、「高齢者の元気を応援」でございます。 

湯河原町は、神奈川県で一番高齢化率が高い町となっておりますが、ご高

齢の方々は、経験に裏付けられた多くの知識を身につけられており、湯河原

の貴重な財産でございます。その方々の生活の質を高め、健康寿命を延ばす

ためには、運動機能疾患を予防することが重要となっております。そこで、

高齢者が安心して生き生きと暮らすことのできるまちづくりを推進いたしま

す。 

家族や地域のつながりが薄れてきていると言われておりますが、行政が積

極的に高齢者の実態を把握し課題を解決するために、一人暮らしのお年寄り

や、高齢者のみの世帯を保健師などが戸別訪問することで、高齢者が持つ悩

みを早期に発見・解決し、必要に応じて福祉サービスにつなげる「（仮称）高

齢者見守り事業」を実施するなど、「攻めの福祉」を展開してまいります。 

そして、高齢者の皆さんが、住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らし

ていけるように、「成年後見制度」の紹介と活用や、虐待問題、消費者被害な

どに対応してまいります。 

また、お年寄りと子どもが交流することは、お年寄りの持つ豊富な知識を、

次世代を担う子どもたちに伝え、また、お年寄りの生きがいや心の健康にも

つながることから、子育ての応援の施策と共同作業による「（仮称）おじいち

ゃん・おばあちゃんの知恵袋事業」を実施いたします。 

高齢者の健康づくりの推進では、転倒予防や体力増強のためには筋力トレ
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ーニングが効果的でございます。既に介護予防のための「公園体操教室」や

「老人クラブ体操教室」を実施しておりますので、今後もこうした取り組み

を進めてまいります。 

四点目は、「活気あるまちづくりの応援」でございます。 

町民、ＮＰＯ
エヌピーオー

、企業などが、それぞれの立場で協働し支え合う町を構築す

ることが必要とされており、そのために、住民自治によるまちづくりと地場

産業の活性化を力強く応援し、町に活気を行き渡らせてまいりたいと考えて

おります。 

食の安全に対する関心が高まる中、地産地消を推進するために「（仮称）ゆ

がわら地場産品直売所」を開設するとともに、「湯河原ｍａｄｅ（メイド）」

を広く全国に発信するため、「（仮称）ゆがわら認証産品制度」を創設し、意

欲的な事業者を応援してまいります。 

また、就業者の減少や高齢化によって新規の事業展開が困難な状況にある

農業の振興については、新たに農業を始めたい方や職業としての農業に関心

のある方を対象とした短期農業体験プログラムなどによって担い手の育成を

図るとともに、農家自身が開設する市民農園の促進や、観光を兼ねた体験型

農業、週末型農業の推進を図り、農業者と観光客などとの交流の機会を拡大

してまいります。 

さらに、保育園や小学校での給食に地場産品を積極的に導入し、食育を推

進するとともに、子どもたちが自分たちの住んでいる町の産業に関心を持つ
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ことができるようにしてまいります。 

協働によるまちづくりの推進では、行政と町民、湯河原町に事業所を置く

企業やＮＰＯ
エヌピーオー

法人などとの協働を促進するために、住民活動をさらに活発化

させるとともに、企業などの社会貢献活動を助長し、行政も含め互いに支え

合う関係を構築することで、新たな形の公共サービスを実現いたします。 

新しいビジネスの支援では、町内外で好評を得ている摘果みかんジュース

やジャムなどの生産拡大、新商品の開発など、町に活気を生む「コミュニテ

ィビジネス」への支援を推進いたします。 

五点目は、「心のかよう環境整備の応援」でございます。 

湯河原町は、まだまだ発展する可能性を十二分に秘めております。これま

で先人が守り育んできた湯河原町が誇る自然環境を、私たちがしっかりと引

き継ぎ、未来へと残していかねばならないと考えております。そして、その

魅力を観光資源としても最大限に活用し、全国から人が集うにぎわいのある

まちにしてまいります。 

 首都近郊に位置しながら、豊かな自然と温暖な気候、そして由緒ある温泉

に恵まれた湯河原町は、観光地としての魅力にあふれています。４月には「湯

河原町観光立町推進条例」を施行いたしました。湯河原町はそれぞれの個性

を持った地域から成り立っております。これまで進めてきた「湯河原町都市

マスタープラン」や「湯河原町景観計画」に基づくまちづくりをさらに推進

し、湯河原らしい癒しの空間の実現を目指してまいります。その一環として、
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湯河原駅前が湯河原らしい雰囲気のある玄関口となるよう、「駅前広場整備計

画」の策定に係る経費を平成 23年度当初予算に計上しております。 

 地域経済対策といたしましては、既に緊急経済対策としてプレミアム商品

券「湯河原温泉地域商品券」の発行を助成いたしましたが、引き続き年末の

発行につきましても助成を行ってまいります。また、町内経済の活性化と、

併せて住環境の向上を促進するために、町内で自らが居住する住宅のリフォ

ームを行う場合に、その一部を助成する「住宅リフォーム助成制度」を創設

しております。 

 地球温暖化の防止やエネルギー資源問題などの解決に有効な電気自動車の

普及を促進するため、平成 21年度から電気自動車の軽自動車税について、政

策として免除しておりますが、さらに、平成 23年度からは、町民の方や事業

者が、電気自動車を購入またはリースする場合に、１台につき最大５万円を

助成する「電気自動車導入補助制度」を創設いたしました。 

 以上、所信の一端について述べさせていただきました。 

これまでの四年間は、喫緊の課題として行財政改革に最大速度で取り組ん

でまいりましたが、昨今の極めて厳しい経済状況を勘案いたしますに、これ

からの数年間につきましては、行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、経済が今よりも停滞することのないよう、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 23 年度当初予算、または、
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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、透明性、公平性、そして確

実性を持って、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 23 年６月２日 

 

湯河原町長 冨 田 幸 宏 


