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◇第１章 計画策定の役割と期間 

本町では、まちづくりの基本方針を明らかにするために、これまで５期にわたって総合

計画を策定してきたところです。このたび令和３年度から令和９年度までの７年間の方針

を示す第６次湯前町総合計画を策定するものです。 

 

第１節 計 画 の 役 割 

湯前町総合計画は、以下の役割を果たします。 

（１）本町の町政全般における最上位計画としての役割。 

（２）時代の流れを認識し、将来目標達成に向けての政策を明らかにする役割。 

（３）住民と行政の協働による政策形成の仕組みを明らかにする役割。 

（４）国・県・近隣市町村との連携・協力を進めていく上での基本指針としての役割。 

 

第２節 計画の構成と期間 

 湯前町総合計画は、基本構想、基本計画、実施計画によって構成します。それぞれの役

割は、次のとおりです。 

 

 

 

 

      

 

 

     

 

 

 

     実 施 計 画 

 

■計画の期間 

 

 

 

 

 

 

基 本 計 画 

基 本 構 想 

■基本構想 湯前町が目指す将来像と、これを

実現する政策の柱、将来像実現に向けたまちづく

り方針などを「基本方針」として示すものです。 

■基本計画 基本構想を実現するための具体

的な政策・施策・単位施策・主な事業を体系的に

示すものです。 

■実施計画 基本計画で定めた政策体系に基

づいて、毎年度の行財政運営における事業実施方

策を明らかにし、事業内容を具体的に示すもので

す。 

令和３年度   →  令和６年度     →    令和９年度 

基 本 構 想(7年間) 

基本計画【前期】（3 年間） 

実 施 計 画（毎年見直し） 

基本計画【後期】（4 年間） 
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◇第２章 計画策定の背景 

 

第１節 湯前町の概況 

     湯前町は熊本県の南部に位置し、平野部は 

球磨盆地（人吉盆地）の東端、山間部は九州 

山地の一角を占めています。東西方向 8.5km、 

南北方向 10km、総面積は 48.37㎢で、その 

７割強が林野となっています。 

町境の西から南側にかけては多良木町、 

北側は球磨川を挟み水上村、東側は九州山地 

を介して宮崎県児湯郡西米良村と接してい

ます。 

急峻な山地に囲まれた球磨地域は、盆地特有の地形と気候で外敵を阻みつつ、独自

の文化を形成しました。城泉寺（浄心寺）の木造阿弥陀如来及び両脇侍像に代表され

る鎌倉時代からの仏教文化が数多く残されていることは、明治時代まで約７００年間

続いた相良氏の統治と深く関係し、そのストーリーは平成２７年度に「相良７００年

が生んだ保守と進取の文化」として日本遺産に認定されました。明治２２年（１８８

９）の町村制施行で湯前村となり、昭和１２年（１９３７）４月１日に町制を施行し

現在に至っています。  

 

 

第２節 湯前町を取り巻く情勢 

１ 人口減少と人口構造の変化 

わが国の人口は、平成２７年に約１億２千７０９万人となり、人口減少社会に転じ

ました。国の試算では、令和１２年の人口は約１億１千６６２万人にまで減少する見

込みです。 

     本町においては、平成２７年の人口は３，９８５人で、平成２２年に対し３９０人

の減少となりました。このままの状況が続くと令和１２年には、２，８３９人まで減

少することが見込まれています。また、町人口に占める高齢者の割合が令和１２年に

は４８．２％となり、令和４年頃には老年人口（65 歳以上）が生産年齢人口（15 歳

以上 64 歳以下）を逆転する見込みで、労働生産性の低下や社会保障制度などにも大

きな影響を及ぼし、地域の経済活動の制約要因となります。 

     

 

  

湯前町 
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○ 湯前町の人口                         （単位：人） 

年 平成 27年 令和 2年 令和 7年 令和 12年 

総 人 口 3,985 3,586 3,203 2,839 

 年少人口   450  409  355   294 

 （14歳以下） (11.3%) (11.4%) (11.1%) (10.4%) 

 生産年齢人口 1,902 1,624 1,379 1,177 

 （15～64歳以下） (47.7%) (45.3%) (43.1%) (41.4%) 

 老年人口 1,633 1,553 1,468 1,369 

 （65歳以上） (41.0%) (43.3%) (45.8%) (48.2%) 

※ 平成２７年は国勢調査数値によるもので、令和２年から令和１２年の数値は、国立社会 

保障・人口問題研究所の「日本の市区町村将来推計人口」（平成３０年３月公表）による。 
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人口の推移

年少人口（14歳以下） 生産年齢人口（15～64歳以下） 老年人口（65歳以上）

 

 

２ 環境問題・自然災害への対応 

   地球温暖化をはじめとする地球環境問題は、国内のみならず地球規模での解決すべ

き人類共有の課題であり、地域全体で省資源、省エネルギー、再生可能エネルギーの

導入などの循環型社会の構築に向けた取り組みや日々の生活において、環境に配慮し

た行動を実践することで持続可能な社会づくりに寄与することが求められています。   

地球温暖化に起因する近年の大規模災害は、わたしたちの安全安心な生活を脅かす

脅威となっています。 

平成２８年の熊本地震、頻繁に発生する大型台風、令和２年７月豪雨災害など、災

害はいつ起こってもおかしくない状況の中で、建物やインフラなどハード面の対策は

もとより、地域防災力をさらに高めるために、「自助・共助・公助」を基本とした支

え合いと一人一人の危機意識向上が不可欠です。 
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３ 地域社会のデジタル化と行財政運営 

   人口減少に伴い、人材不足や多様化するニーズなど多様な分野において顕在化する 

ことが見込まれる個人や地域の課題に対応するため、地方行政をはじめとする地域社 

会におけるデジタル化は効果的な解決策として期待されています。 

 Society5.0における技術の進展により、産業面での活用が期待されるＡＩによる生

産性の向上、あらゆる人やモノが即時につながり必要なサービスや情報が交換できる

ＩoＴ、行政手続きのオンライン化などあらゆる技術の活用が可能になりました。 

   一方で、町の財政状況は依然として厳しい状況が続く中、住民サービスや地域コミ

ュニティの維持・存続を図るためには、選択と集中による効率的な行財政運営と「公

共私（公＝行政、共＝町民・地域コミュニティ、私＝企業）の連携」による人材育成

や地域力向上が求められています。 

 

 

 

第３節 まちづくりへの期待 

総合計画策定のために、令和２年７月に実施した「まちづくりアンケート調査」による

町民が寄せるまちづくりへの期待についての概要は、次のとおりです。 

＜対象者＞ ○高校生以上（平成１６年４月１日以前生まれ）の全町民：3,282人 

       （回収数：2,337人※うち白紙回答 71人、回収率：71.2％） 

      ○湯前小学校４年生～６年生児童および湯前中学校全生徒：166人 

       （回収数：166人） 

 

■小・中学生  

問 あなたは、大人になってからも湯前町に住み続けたいと思いますか。 

（１）一時的に町外にでることはあっても将来また戻ってきて住みたい ３１．９％ 

（２）他の場所に住みたい ３０．７％ 

（３）わからない ２７．１％ 

（４）できれば、ずっと住みたいと思う ９．６％ 

 

 

問 あなたは、将来湯前町がどんなまちになればいいと思いますか。 

（１）スポーツ施設や遊び場が多いまち １２．０％ 

（２）古くからの建物やお祭りがいつまでも残っているまち ９．４％ 

（３）災害や事故のない安全なまち ９．２％ 

（４）インターネットなど情報や通信が発達したまち ８．８％ 

（５）水や空気がきれいなまち ８．２％ 
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■一般住民（高校生以上） 

問 あなたは、今後、湯前町がどんな町になればいいと思いますか。 

（１）医療・防災・交通安全などの体制が整った、安全で安心して暮らせる町 １７．２％ 

（２）保険・福祉などの体制が整った、健康でいきいきと暮らせる町 １２．２％ 

（３）環境が保たれ、豊かな自然の中で、落ち着いて暮らせる町 １２．２％ 

（４）自然を生かした、農林業が盛んな町 ９．７％ 

（５）商工業が活性化し新産業が育成される、雇用の機会がある町 ９．６％ 

 

問 あなたが産業分野で湯前町が優先的に取り組むべきだと思う施策はなんですか。 

（１）農業の振興 ２７．２％ 

（２）商業の振興 ２０．５％ 

（３）観光の振興 １９．８％ 

（４）林業の振興 １０．４％ 

（５）工業の振興 ７．２％ 

 

問 あなたが生活環境分野で、優先的に取り組むべきだと思う施策はなんですか。 

（１）豊かな自然環境の保護 １５．８％ 

（２）地震・台風などに対する防災体制の整備 １５．４％ 

（３）防犯灯設置などの防犯体制の整備 ９．９％ 

 

問 あなたが保健福祉分野で、優先的に取り組むべきだと思う施策はなんですか。 

（１）医療機関の整備・充実 １７．５％ 

（２）高齢者福祉サービスの充実 １３．０％ 

（３）高齢福祉施設の整備（老人ホームなど） １１．９％ 

 

問 あなたが教育・文化分野で、優先的に取り組むべきだと思う施策はなんですか。 

（１）地域の人の和をつくり、広げる取り組み ９．９％ 

（２）教育内容と教育施設の充実 ９．４％ 

（３）就学支援制度の充実（奨学金など） 

（３）郷土の歴史や文化財の保護と活用 

８．４％ 

８．４％ 

 

問 あなたが行財政分野で、優先的に取り組むべきだと思う施策はなんですか。 

（１）行財政改革の推進 ２４．５％ 

（２）役場の行政サービスの向上 ２０．８％ 

（３）近隣市町村との連携の推進 １６．５％ 
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問 あなたは今後も湯前町に住み続けたいと思いますか。 

（１）住み続けたい ５６％ 

（２）住み続けたくない ８％ 

（３）無回答 ３６％ 
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（案） 
 

 

第６次 湯前町総合計画 

 

基 本 構 想 

（令和３年度～令和９年度） 
 

 

 

◇第１章 基本構想の策定にあたって 

◇第２章 将来像実現のための基本目標 
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◇第１章 基本構想の策定にあたって 

第１節 基本構想策定の意義 

本町は、平成２３年に「活き活きと輝き 誇れる町 ゆのまえ」を目標として第５次総

合計画を策定し、地域の特性を生かした個性豊かなまちづくりを展開して参りました。こ

の間、少子高齢化の一層の進展、年々激甚化する災害や疫病、地方創生の推進と急激な社

会の変化など、私たちを取り巻く時代の潮流は、これまでの予想を遙かに上回る勢いで進

んできており、町民が求める価値観や生活意識も変化してきております。 

こうした時代の変化をとらえ、新しい時代へのまちづくりの展開を図るために、本計画

を策定することとしました。 

 

第２節 基本構想の基本姿勢と将来像 

本計画を策定するにあたり、次のことを基本姿勢として、 

○ 安全で安心して生活を送ることができる、暮らしやすいまちづくり 

○ 美しい自然環境、豊かな歴史などの地域資源を活かしたまちづくり 

○ 限られた人材や資源を最大限に活用する持続可能なまちづくり 

 

 

湯前町が、いつまでも心のよりどころである「ふるさと」であり続けるために、町民

一人一人が夢と誇りを持って明るい未来を創造し、人と自然と歴史が調和したまちづく

りを実現するため、計画を進めてまいります。 

 

 

 

■ 将来像（まちづくりのキャッチフレーズ）  

マイ ホームタウン 湯前 

  ～人と自然と歴史が調和し、未来を創造する町～ 
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◇第２章 将来像実現のための基本目標 

第１節 施策の大綱 

本町の将来像を実現するため、６本の政策分野別の基本方針を次のように設定します。 

 

 

１． 命を守る安心安全の町づくり（防災消防・防疫・防犯） 

 

「命を守る安心安全の町づくり」では、地球環境の変化により年々猛威を増してい 

る集中豪雨や台風などの災害の脅威から町民の生命・身体・財産や農地、道路などの 

地域インフラを守るため、防災対策の充実、災害時の対応能力の強化及び復旧復興対 

策の整備について、自助・共助・公助の考えに基づき、個人・地域・事業者それぞれ 

の役割に応じた取り組みを推進します。また、今後さらにその必要性が高まる消防団 

や自主防災組織の促進と活動の活性化を支援します。 

新型コロナウイルスやインフルエンザ、家畜伝染病など日々変化し続けるあらゆる 

危機から町民の生命、健康を守るため、新しい生活様式に基づいて住民が安心して暮 

らすことができるまちづくりに取り組みます。 

 

 

２． 次世代につなぐ持続可能な産業づくり（産業の振興） 

 

「次世代につなぐ持続可能な産業づくり」では、本町の基幹産業の農林業をはじめ

とする各種産業の振興策を進めます。 

 農業の振興は、消費者と食と農のつながりを深め、収益性の高い農畜産物の生産や

地産地消、都市と農村の交流を推進します。また産地生産力維持・拡大のため、生産

基盤の強化や担い手の確保・育成、農地集積や集約化、スマート農業の導入や機械の

省力化を進め、農業経営の安定化対策を図ります。 

林業の振興は、森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることに

鑑み、林業の生産性の向上を促進し、持続的かつ健全な発展を図ります。 

   商工業の振興は、地域の特性を活かした名産品の開発・磨き上げに取り組むととも

に、魅力ある買い物場所の確保や個性を発揮できる地場産業を育成し、高齢化してい

る商工業の未来を背負う若手後継者の育成及び事業承継を推進します。 

   観光の振興は、豊かな自然や風土、史跡・伝統文化などの地域資源を活かし広域的

に連携しながらブランド力を高めつつ、歴史的価値の高い文化財やまんが関連施設、

「湯楽里」を拠点とした観光施策を進めます。 
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３． ずっと住み続けられる安らぎの住環境づくり（住環境の整備） 

     

「ずっと住み続けられる安らぎの住環境づくり」では、この町で安心して暮らせる

ような環境整備に努めます。 

土地利用計画は、現在保有または所有している未活用財産や限られた資源である貴

重な土地の計画的な利活用を図ります。 

   交通体系の整備は、住民が安心して生活ができるよう産業、生活道路の整備および

適正な維持管理を推進します。また豪雨災害で甚大な被害を受けたくま川鉄道の一日

も早い復旧に向けて取り組むとともに、人吉球磨地域における交通体系の再編協議を

進めます。 

   上水道は、現存の水源の維持管理強化、老朽化した配水管の計画的な更新・耐震化

により安全安心な水道水を安定的に供給し、下水道については水資源の確保と良質な

水質保全に努めます。 

   住宅対策は、住民の快適な住環境整備を促進するため、新規住宅の建設や宅地分譲

地の整備、老朽化した住宅の建て替え、ユニバーサルデザイン化などの改築修繕等を

行い安心安全な住環境整備を目指します。空き家対策に関しては、引き続き空き家バ

ンク等を活用し有効利用、移住定住を推進します。 

   環境衛生は、地球温暖化をはじめとする地球環境問題に対処するため、持続可能

な社会づくりを推進し、美しい生活環境を保つための普及啓発と住民意識向上に取り

組みます。   

 

 

４． ささえ愛で心温まる福祉づくり（健康・福祉の増進） 

    

「ささえ愛で心温まる福祉づくり」では、子どもから高齢者までが安心して生活が

送れるように健康増進・福祉施策を進めます。 

   地域福祉活動・高齢者福祉は、本町は４３%を超える高齢化率のなか、地域と一体

となって長い人生を健康でいきいきと暮らしていける地域社会を実現するため、個々

にあった福祉サービスの提供や介護予防の取り組みを展開します。 

   児童福祉・ひとり親家庭等福祉は、安心して子どもを産み育てることができる町づ

くりを目指すと共に、子供たちの心身を健全に育成するための各施策に取り組みます。

また、各機関等が連携し、将来を担う子供たちを地域全体で見守る体制づくりを強化

します。 

   障がい福祉は、障がい者本人及び障がい者を取り巻く環境への働きかけを行い、支

援体制を図るとともに、社会構成員として安心して暮らして行けるよう各種福祉サー

ビスに取り組みます。 

   保険医療は、住民の医療確保と健康維持・増進を図るため保健事業を始めとする事

業の推進に取り組みます。 
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５． 地域をつなぐ人づくり（教育・人材育成） 

 

「地域をつなぐ人づくり」では、学校教育、社会教育、社会体育、文化財の保護と

文化の振興を進めます。 

   学校教育の振興は、小中一貫教育を基本として、ＩＣＴ活用や英語学習の充実など

の教育活動を展開し、コミュニティ・スクールとして学校と地域が一体となり、豊か

な自然・歴史・文化・伝統を受け継ぐ、心豊かな人づくりと地域の担い手づくりを目

指します。 

   社会教育の振興は、個人の価値を尊重し、一人ひとりが創意と生きがい、思いやり

を持って過ごすことができるよう、町民の教養向上、健康増進を目指し、心豊かな生

活と明るい地域づくりを推進します。多様な文化に触れ、生涯にわたって学び続ける

ことのできる機会を提供します。 

   社会体育の振興は、児童へのスポーツ等体験機会の提供から高齢者の健康づくりな

ど、老若男女を問わず住民一人ひとりがスポーツ活動を気軽に楽しむ生涯スポーツの

振興を目指します。 

 文化財の保護と文化の振興は、伝統を継承し、町の歴史や文化に対する町民の意識 

向上を図るとともに、文化財の保護と活用を図り、郷土を愛する心を育みます。文化 

を継承する新たな担い手を育成し、単なる振興にとどまらない社会課題の政策手段と 

して、新しい文化を創造する住民の醸成を目指します。 

 

 

６． みんなで描き育む町づくり（行財政運営） 

 

「みんなで描き育む町づくり」では、地方分権の進展により町が担う責任と役割が

増え、少子高齢化の進行と住民の生活様式や価値観の多様化に伴い、まちづくりに対

する住民ニーズも多様化し、より高度なものとなっています。厳しい財政運営が続く

中、住民満足度を高めるためには、「自ら考え、自ら行動する」住民自治に根ざした協

働のまちづくりを推進します。また、行政区や分館の統廃合も視野に入れ、これまで

の概念や常識にとらわれない選択と集中により地域コミュニティの存続を図ります。 

旬報・広報等の紙媒体やホームページ、ＳＮＳを含む電子媒体の情報通信網を活用

し、地域と住民を結ぶネットワークをさらに強化し、住民と地域、町が相互に連携す

る機能の充実を図り、住民主体のまちづくりが展開しやすいように環境づくりを進め

ます。 

地方分権が進む中、人吉球磨を中心とした広域的な事務など他の自治体、組合等と

の連携の強化を図ります。 
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※後日、湯前町振興計画策定審議会の答申書およ

び委員名簿を添付 

 


