


 

はじめに 

 

日本創成会議（座長 増田寛也氏）の推計により、平成 26年度に公表された、いわ

ゆる「消滅自治体リスト」は、すべての国民に大きな衝撃を与えました。このデータ

が呼び水となり、人口減少、東京一極集中の是正が全国共通の課題と認識され、「地方

創生」の議論が急激な高まりを見せました。 

そこで政府は、大都市圏などへの人口流出や少子化により加速する地方の人口減少

を食い止めるとともに、地域に活力を取り戻し、人口減少と地域経済縮小の悪循環を

克服するため、「まち・ひと・しごと創生法」に基づく総合戦略をとりまとめました。 

本町においては、これまでも地方創生に先駆けて、「湯前まんが美術館」、「湯前駅」、

「湯楽里」、「八勝寺、城泉寺、相良三十三観音」など重要な地域資源を活かした「ま

ち」づくりを進め、「ひと」「もの」の交流を促進してきました。同時に、「しごと」に

おいては、「林業資源の活用」、「農地の保全」、「福祉施策の充実」による雇用創出を図

り、観光の振興や産業の活性化を進めてまいりました。 

しかし、本町では人口が減少し続けており、人口減少や過疎化の克服、家族や地域

の絆の再生、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえ、地域の特性に即して地

域課題を解決するという基本的な視点のもとで、「ゆのまえが好き」と思える笑顔あふ

れるまちづくりのさらなる推進が求められています。 

これからの５年は、湯前町の５０年後の姿を左右する重要な期間となります。今回

策定した「湯前町人口ビジョン・湯前町総合戦略」では、平成 72年には 1,627人まで

減少するといわれている人口を 2,148 人まで増やすという目標を掲げ、その実現に向

けて今後５年間で実現する４つの目標を定めました。 

この戦略に基づき、地域の抱える様々な課題について、地域や町民、団体、事業者

など衆知を結集し、連携を深めながら果敢に挑戦していくことが「住みやすさの実現」

につながることから、地域の強み・弱みを踏まえながら最大限の効果が創出できるよ

う全力を傾注して参ります。 

最後に、この総合戦略の策定に当たり、貴重なご意見やご提言をいただきました町

民並びに町議会の皆様をはじめ、熱心にご審議いただきました「湯前町人口ビジョン・

総合戦略策定委員会」の皆様、関係各位に対しまして、心から感謝申し上げます。 

平成 27 年 10 月 

 湯前町長 鶴田 正已   
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第１部 総論 

第１章 総合戦略の概要 

第１節 総合戦略策定の背景 

１ 総合戦略の位置づけ 

平成 23年度からスタートした「湯前町総合計画（第５次）」においては、「活き活き

と輝き、誇れる町ゆのまえ」の実現を目指し、本町に住む一人ひとりが夢と誇りを抱

き、安心して活き活きと暮らし、「ゆのまえが好き」と思える笑顔あふれるまちづくり

を進めているところです。 

そうした中、「まち・ひと・しごと創生法」が平成 26 年 11 月に施行され、同年 12

月には、国において「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」が策定されました。 

地方版総合戦略は、地方人口ビジョンを踏まえ、地域の実情に応じた今後５か年の

目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめるものとなります。 

本町は、同法第９条に基づき、「湯前町人口ビジョン」において示す本町の人口の現

状と将来展望を踏まえ、住民と産官学金労言の代表者とともに、本町の人口減少を食

い止め、地域活性化を目指す「湯前町総合戦略」を策定しました。 

今後は、「湯前町総合計画」と「湯前町総合戦略」を、本町の地域活性化のための指

針として、また、本戦略を具体的な人口減少対策のための実施計画として位置づけま

す。 

 

２ 対象期間 

総合戦略の対象期間は、平成 27年度～平成 31年度の５年間とします。 
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第２節 本町人口ビジョンの概要 

１ 人口ビジョンとは 

「湯前町人口ビジョン」は、湯前町における人口の現状を分析し、人口に関する町

民の意識を共有するとともに、今後目指すべき将来の方向性と人口の将来を展望する

ものであり、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、湯前町総合戦略を策定するにあ

たっての重要な基礎と位置づけられます。 

 

２ 湯前町人口ビジョンの対象期間 

国の長期ビジョンにおいて、平成 72年までを対象期間として、１億人程度の人口を

維持することを目指していることから、本町でも平成 72 年までを対象期間とします。 

 

３ 本町人口ビジョンで目指す将来展望 

本町人口ビジョンの将来展望では、施策効果がまったくないと仮定したパターン１

の推移に対して、より人口減少が緩やかになるよう設定し、平成 72年で 2,148人（2,000

人を割らない）ことを目指した将来展望を設定しています。 

 

総人口（人） H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52 H57 H62 H67 H72 

パターン１ 4,375  4,109  3,735  3,380  3,058  2,771  2,511  2,259  2,024  1,813  1,627  

 将来展望 4,375 4,128 3,782 3,457 3,176 2,930 2,752 2,577 2,414 2,270 2,148 

＊条件１：合計特殊出生率が、Ｈ42までに 2.10まで上昇し、その後維持する 

＊条件２：社会増減が、Ｈ52までに±０となり、その後±０を維持する  
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第３節 人口減少と人口構造の変化の進展 

１ 人口減少と人口構造の変化による影響 

（１）国全体の人口減少社会の到来 

国勢調査によると、本町では、昭和 30年の 8,768人をピークに、すでに 60年近く

人口が減少を続けていることになります。しかし、これまでは国全体の人口増加と経

済成長等に伴う消費拡大により、国内需要は高まる方向に推移してきました。 

しかし、今後は人口減少そのものを原因とする国内消費の低迷により、内需産業の

縮小とそれに伴う雇用の減少が懸念され、主に町外に対して経済活動を行っている事

業所にとっても、厳しい状況が続くことが予想されます。 

 

湯前町の総人口の推移（国勢調査） 

 
 

（２）人口構造の変化 

総人口に占める従属年齢人口（年少人口と老齢人口）割合の増加により、年金、医

療、介護、福祉などの社会保障関係費が増加し、町民負担及び行政負担が増加するこ

とが懸念されます。他方で、生産年齢人口の減少により、町民税等の収入減少が懸念

されます。 

さらに、このことから、人口減少対策をはじめとする様々な政策課題対策のための

財源捻出が困難になるとともに、既存施設の維持管理費、補修費等の行政負担はさら

に重荷となり（一人あたり負担額の増大）、公共インフラをはじめとする社会資本の

維持が困難になると予想されます。 
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（３）労働力の確保 

生産年齢人口の減少に伴う、労働や地域活動の担い手不足による人材獲得の地域間

競争拡大や供給制約からの経済低迷などが懸念されます。 

本町では労働者の年齢構成の高齢化が進展しており、「農業・林業」従事者の高齢

化の進展と若年者（担い手）の不足が見られるとともに、「卸売業・小売業」でも 65

歳以上の割合が高くなっています。 

 

年齢階級別産業人口（国勢調査：平成 22年） 

 
また、労働力不足により、建設業では社会資本の整備・維持管理や品質確保への影

響とともに、災害対応等の地域の維持にも支障が生じる恐れがあり、農業においては

耕作放棄地が増大し、林業においては荒廃森林が拡大していくことが懸念されます。 

 

（４）地域生活への影響 

人口の流出や高齢化等による地域・集落の機能低下が懸念されます。さらに、人口

減少等により商圏内の事業規模が縮小し、スーパーマーケットやガソリンスタンド等

の撤退など、生活に不便を感じる場面が増えることも予測されます。 

また、人口減少等により、湯前町・多良木町・水上村の奥球磨を商圏とした事業所

（スーパーマーケット等）が撤退する一方で、人吉市を中心とした商圏に機能が集約

されることにより、自家用車を運転しない高齢者が「買い物難民」となる恐れがあり

ます。 

なお、すでに球磨地域の高校３校を２校に再編統合することが決定している状況で

すが、さらなる子どもの数の減少により、一層高校の統廃合が進むことも予測されま

す。その場合、高校進学を機に人吉球磨圏域外の高校に通うために本町を転出する生

徒が増え、結果として人口減少が加速化するおそれがあります。 
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２ 人口減少対策の基本的方向性 

人口減少に伴う課題に取り組み、本町の自立的かつ持続的な活性化を実現するには、

すべての町民、関係者等が自らの地域と人口減少に関わる現状と課題を正しく理解し、

目指すべき姿を共有した上で、一層の協働を進めることが重要です。 

このため、本町は、人口の減少要因となる「自然減」と「社会減」に対してそれぞ

れ異なるアプローチにより、自然減対策と社会減対策を適切かつ着実に推進するとと

もに、積極的な情報発信やさまざまな立場の人や組織を結びつける取組などを推進し

ます。 

 

（１）人口の自然減対策 

自然減対策は、「子ども・子育て支援計画」や「次世代育成支援行動計画」を基本

とし、「地域で支える 愛が育む 子育て応援のまち」を目指すべき姿として設定し、

母子保健と連携したライフステージに応じた取組を推進するとともに、「働き方」も

含めた切れ目のない取組を進めていきます。 

同時に、町民一人ひとりが、さまざまな場面で自らの能力を発揮することで活躍で

きる生涯現役を目指すとともに、単に長生きを目指すのではなく、健康で長寿のまち

づくりを推進します。 

 

（２）人口の社会減対策 

社会減対策は、本町の基幹産業である、「農業・林業」を中核とした「産業支援・

雇用創出」に向けたこれまでの取組に加え、「学びたい」「働きたい」「暮らし（続け）

たい」という希望をかなえるために、地域人材の確保・育成に力を入れ、人口減少の

きっかけとなっている進学時の対応としての「学びの場の確保」、就職・転職時の対

応としての「就労の場の確保」、人を引き付ける魅力ある地域としての「暮らしの確

保」のために幅広い視点から取組を進めていきます。 
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第４節 総合戦略の構成 

１ 総合計画と総合戦略の関係 

本町総合計画は、本町を取り巻く社会構造の大きな変化を踏まえ、限られた行政の

経営資源を有効に活用し、最大の成果を上げることを目指す本町の最上位計画であり

「匠の技と思いが拓く産業づくり」、「水とみどり豊かな住環境づくり」、「ほっとする

笑顔あふれる福祉づくり」、「未来へとつなぐ人づくり」、「ともに考え、ともに創るま

ちづくり」の５本の政策分野別の基本方針に従いつつ、本町の発展に向けた諸施策を

町民との協働により着実に推進することとしています。 

この考え方は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本的考え方等と合致し、人

口推計による現状分析と将来展望による目標人口を最上位の成果指標と位置付け、主

観的・客観的な指標を設定し、ＰＤＣＡサイクルによる施策展開を図ることなど、「地

方版まち・ひと・しごと創生戦略」の考え方を先取りした内容となっています。 

そのため、本戦略策定にあたっては、これまで縦割りで行ってきた施策を、分野横

断的に展開していくことが可能となるよう、本町総合計画との関係を整理しつつ策定

しました。 

 

２ 基本目標の設定 

国は、市町村に対して、国が総合戦略で定める政策分野を勘案し、地方版総合戦略

における政策分野を定めるとともに、政策分野ごとの５年後の基本目標を設定するこ

とを求めています。 

人口減少の克服のためには、雇用の拡大といった経済の側面とともに、町民一人ひ

とりの安全・安心で健やかな生活や、交流人口の拡大による地域の活性化といった面

など、複合的に考える必要があります。 

そのため、本町では、本町総合計画の５つの政策分野別の基本方針を踏襲しつつ、

その中で国の総合戦略と関連が深く、重要と考えられるものについて、基本目標（実

現すべき成果に係る数値目標）を設定しました。 
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３ 重要業績評価指標（ＫＰＩ）の設定 

国は、市町村に対して、政策分野ごとに具体的な施策を策定し、さらに各施策の効

果を客観的に検証できるようにするため、施策ごとに、客観的な重要業績評価指標（Ｋ

ＰＩ）を設定することを求めています。 

なお、施策ごとの重要業績評価指標（ＫＰＩ）の設定については、行政活動そのも

のの結果に係る指標を設定することも差し支えないとされていますが、本町において

は、可能な限り実現すべき成果（アウトカム）に係る指標を設定しました。 

 

４ 住民や産官学金労言、議会との連携 

本戦略を効果的・効率的に推進していくためには、住民、ＮＰＯ、関係団体や民間

事業者等の参加・協力が重要であることから、本町は、住民と産官学金労言等で構成

する「湯前町人口ビジョン・総合戦略策定委員会」を設置し、その方向性や具体案に

ついて審議・検討しました。 

同時に、本戦略については、議会と執行部が車の両輪となって推進することが重要

であることから、湯前町議会においても、地方版総合戦略の策定段階や効果検証の段

階において、十分な審議を行ってきました。 

 

５ ＰＤＣＡサイクル 

国の総合戦略においては、政策分野ごとの基本目標を明確に設定し、これに基づく

「政策パッケージ」を提示するとともに、重要業績評価指標（ＫＰＩ）により施策の

効果を検証し、改善を行う仕組み（ＰＤＣＡサイクル）を構築しています。 

そのため、本戦略においても、５年間の取組に対する各政策分野の基本目標を設定

するとともに、それぞれの政策について重要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定し、検証・

改善を図るための仕組みとしてＰＤＣＡサイクルを運用します。 

なお、このＰＤＣＡサイクルは、外部有識者を含む「湯前町人口ビジョン・総合戦

略策定委員会」により検証を実施し、さらに、必要に応じて本戦略の改訂を行ってい

くこととします。 
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第５節 人口ビジョンの目指す姿と総合戦略の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標・目標値・施策の方向性 

目標 １ 

湯前の発展を支える産業と、持続的で魅力あ
る雇用を創る 

１ 基幹産業である農業の持続的な発展 

２ 公益的機能を有する森林整備と林業の推進 

３ 地域に根差す中小企業の振興 

４ 地域資源を活用した人の流れを創る 

５ まんがを核とした魅力あるまちづくりの推進 

目標 ２ 

湯前への人の流れを創るとともに、人材の流

出を抑制する 

１ 移住・定住促進による地域の活力づくりの推進 

２ 「湯前」を知ってもらい、「湯前」に関心を 

持ってもらうための情報発信 

 

人口の予測 
→平成31年 

    3,851人 
 

 うち年少人口 
    436人 

 うち生産年齢人口 
    1,798人 

 うち老齢人口 
    1,618人 

本戦略期間内の人口の動き 

 
転入転出 
→平成52年までに 

純移動±0 

合計特殊出生率 
→平成42年までに 

2.10 

人口（町内定住者） 
→平成72年 

2,148人 

湯前町人口ビジョン 

項目 基準値 目標値 

移住者数（転入者数） 138人 136人 

定住人口（住基人口） 4,179人 3,851人 

 

項目 基準値 目標値 

農家一戸当たり所得推計金額 1,000千円 1,100千円 

農林商工業への新規就業者数 １人 15人(５年累計) 

素材生産量 3,300㎥／年 
20,000㎥ 

(５年累計) 

観光入込客数 210,000人 対前年比３％増 

生産年齢人口 2,047人 1,798人 
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目標 ３ 

町民の結婚・出産・子育ての希望を叶え、笑顔があ

ふれる地域を創る 

目標 ４ 

町民が誇りを持ち、安心して活き活きと暮らし続け

ることができる地域を創る 

１ 子どもを安心して生み育てられる地域づくり 

２ 安心して暮らし、生涯現役で活躍する健康長寿の地域づくり 

３ 誰もが働きやすい家庭環境・労働環境の整備 

１ 町民の生命と財産を守る住みやすいまちづくり 

２ 地域を知り、郷土への誇りを育む 

３ 広域連携の推進 

基本目標・目標値・施策の方向性 

項目 基準値 目標値 

これからも本町に住み続けたいと思う

人の割合 
55.1％ 60.0％以上 

文化財の保護と文化振興に対する

満足度 
49.8％ 60.0％以上 

 

項目 基準値 目標値 

安心して結婚・妊娠・出産・子育て

できるような社会を達成していると考

えている人の割合 

51.8％ 

（20-59歳） 

60.0％以上 

（20-59歳） 

健康寿命の延伸 ―  ＋１歳 

本町は、働き続けることができる環境

にあると思う人の割合 
25.0％ 30.0％以上 

年少人口 466人 436人 
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第２部 基本目標と施策の展開 

第１章 湯前の発展を支える産業と、持続的で魅力あ
る雇用を創る 

第１節 基本的方針 

 

本町の基幹産業である農林業の持続的な発展は、地域活性化の源となることから、

足腰の強い農林業の経営基盤の構築を目指すとともに、農商工連携等による新たな商

品開発と販路拡大に向けた取組みを関係機関が連携して推進します。 

 

 

持続的かつ安定した雇用は、産業の発展の重要な要素であるとともに、町民の生活

や定住につながる重要な要素となります。そのため、地域経済を支える中小企業の振

興と若者の就労機会の確保により、持続可能な地域社会を構築するとともに、地域経

済の活性化を目指します。 

 

 

くま川鉄道の終着駅である湯前駅を起点とした観光客の快適性を高めるため、きめ

細かな観光情報の提供や、観光タクシー・レンタルサイクル等による交通の利便性向

上に向けた基盤を整備するとともに、「LET’s Manga」をキーワードとした魅力ある

イベント等の開催や受入態勢の充実に努めることで交流人口の拡大を図ります。 

また、本町のような中山間地域においては、交流が生まれることで、まちが活気づ

き、まちの新たな刺激につながることから、「交流人口を増やすこと」を目標としたイ

ベントなどのきっかけづくりを行い、「観光＋産業化」による雇用創出を目指します。 

 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

農業一戸当たり所得推計金額 1,000 千円 1,100 千円 

農林商工業への新規就業者数 １人／年 15人（５年間累計） 

素材生産量 3,300 ㎥／年 
20,000㎥ 

（５年間累計） 

観光入込客数 210,000 人 対前年度比３％増 

生産年齢人口 2,047人 1,798人 

★ 基幹産業の持続的な発展 ★ 

★ 基幹産業を活かした魅力ある雇用環境づくり ★ 

★ 交流人口の拡大 ★ 
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第２節 具体的な施策と施策ごとの重要業績評価指標 

１ 基幹産業である農業の持続的な発展 

農業分野においては、後継者や担い手を確保・育成するため、関係機関と連携して、

技術・知識に関する研修や自主的な活動に対して支援し、中核的農業者を育成します。

さらに、既存の農業者及びその後継者にとどまらず、新規参入者や営農組織（法人を

含む）も念頭におきながら、担い手の確保を推進することで、本町の基幹産業である

農業の展開を図ります。 

また、消費の二極化や健康志向などに象徴されるように消費者の価値観が多様化し、

消費行動が細分化する中で、農業生産サイドでも販売やマーケティングへの理解が求

められていることから、農商工連携等による加工品の開発と生産振興、販売ルート開

拓等の支援に取り組むことで雇用の創出につなげます。 

さらに、ふるさと特産品ＰＲ事業を展開することで、既存の地元特産品や新たに創

出する特産品の流通先を確保するとともに、町民との協働による特産品づくりを行う

町民総参加のゆのまえのきらりと光る魅力づくりを行います。 

 

（１）重要業績評価指標一覧 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

新規就農者数 １人／年 10人（５年間累計） 

耕作放棄地の面積 7.24ha ５ha以下 

特産品を扱う観光物産協会の売り上げ 9,109 千円 対前年度比 10％増 

ふるさと納税の件数 ５件／年 500件／年 

 

（２）農業生産基盤の確保に向けた主な事業 

事業名 主管課 

青年就農給付金事業 産業振興課 

事業概要 

新規就農や経営継承者の技術の習得や所得の確保が課題となっていることから、就農前後の青年

就農者に対する給付金の給付、農業法人等の青年就農者の雇用における実践的な研修への助成、

高度な経営力・地域リーダーとしての人間力等を養成する農業者経営教育機関等に対する支援、

就農に関する相談制度の整備を行うことにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、

青年就農者の確保を図ります。 
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事業名 主管課 

後継者対策事業 産業振興課 

事業概要 

産業の後継者または経営者として就業し、引き続き定住する方に対して助成金を交付して支援を

行い、後継者の確保につなげます。 

 

 

事業名 主管課 

担い手支援補助事業 産業振興課 

事業概要 

補助対象とならない親元就農者や新規就農者等を対象に、町独自の事業による給付金を給付し、

貴重な後継者に対する支援を行います。 

また、意欲ある担い手農業者や法人化への支援として、規模拡大等に伴う機械・設備の導入に対

して、国県の補助事業の対象とならない場合でも、町独自での補助を実施します。 

 

 

事業名 主管課 

農業経営振興補助金事業 産業振興課 

事業概要 

農業振興及び担い手の育成を図るため、町内の個人又は団体に対し、この要綱に定めるところに

より、予算の範囲内において補助金を交付します。 

 

 

事業名 主管課 

中山間地域等直接支払事業 産業振興課 

事業概要 

農業生産条件が不利な状況にある中山間地域等における農業生産の維持を図りながら、多面的機

能を確保するため、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め（協定）を締結

し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する国の制度と

なります。 

本町では、本制度の対象となる地域を調査・把握し、該当する地域に対して、事業を活用した取

り組みを行うよう働き掛けていきます。 
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事業名 主管課 

湯前版中山間地域等直接支払事業 産業振興課 

事業概要 

国の中山間地域等直接支払事業の採択条件に合わない農地等の維持管理に対して、町単独による

支援を行うことで、適正な農地等の維持管理を促し、より安定的な農業経営を促進し新規就農者

の増加を図ります。 

 

 

事業名 主管課 

多面的機能支払事業 産業振興課 

事業概要 

農業の多面的機能の維持、発揮のための地域活動や営農活動に対する支援として、補助金を交付

することにより、農地等の維持管理が適正化と安定的な営農活動を推進し、新規就農やＩターン

等での就農者の増加を図ります。 

 

 

事業名 主管課 

環境保全型農業直接支払事業 産業振興課 

事業概要 

地球温暖化防止、生物多様性の保全、自然循環機能を維持・増進するため、環境保全に効果の高

い活動（化学農薬・化学肥料を低減する取組など）を実施する場合に、追加的なコスト分に対し

ての支援を行います。 

 

 

事業名 主管課 

耕作放棄地発生防止事業 産業振興課 

事業概要 

農地が一旦耕作放棄地になってしまうと、その解消には多大な労力と期間を要するため、発生を

事前に防止することが重要となっています。そのため、耕作放棄地になる前に農地を適正なかた

ちで次世代へつなぐための事業を実施します。 

 

  



       湯前町総合戦略       

 

– 14 – 

 

 

事業名 主管課 

畜産ヘルパー事業 産業振興課 

事業概要 

畜産経営を行う者は、日々の飼養管理のため休暇を取ることができず、担い手が不足しているこ

とから、安心して定期的に、また緊急的に休みをとることができるよう、畜産ヘルパー制度を創

設し、畜産業の継続的経営と新規参入のハードルを下げ、担い手不足の解消を図ります。 

 

 

事業名 主管課 

飼料収穫作業受託事業 産業振興課 

事業概要 

飼料収穫作業は天候に左右されやすく、適期に集中的に作業を行わなければならないことから、

人手を補う作業を委託できるような仕組みを構築し、マッチングを行っていくことで、飼料の適

期収穫と良質粗飼料の確保を図り、畜産経営の安定を目指します。 

 

 

事業名 主管課 

畜産経営新規参入支援事業 産業振興課 

事業概要 

畜産農家の戸数減少に歯止めをかけ、本町畜産業の全体規模を維持・拡大するため、畜産経営へ

の新規参入を促進するとともに、農業経営に畜産を取り入れることにより未利用有機資源の活用

促進を図ります。 

 

 

事業名 主管課 

肉用牛繁殖素牛及び乳用牛搾乳素牛改良促進事業 産業振興課 

事業概要 

肉用牛繁殖素牛及び乳用牛搾乳素牛の優良系統の導入及び自家保留を奨励することで、家畜改良

による本町畜産業の競争力の向上を図ります。 
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事業名 主管課 

畜産農家連携促進事業 産業振興課 

事業概要 

肉用牛飼養農家の連携を促進することにより、効率的な家畜改良の実現を目指します。 

また、本町の家畜改良のための情報として活用するため、町内の肥育農家による町内産の子牛導

入を補助金支給により奨励し、提供される枝肉情報の活用による繁殖牛群の改良を推進します。 

さらに、繁殖牛群の改良を含めて本町の畜産業振興全般について協議するため、専門の検討会を

設置し情報の共有と一元化を図ります。 

 

（３）きらりと光る６次産業化の推進による儲かる農業の実現に向けた主な事業 

事業名 主管課 

ふるさと特産品ＰＲ事業 総務課 

事業概要 

わが町では豊かな自然環境の中で、質の高い農林産物の生産が行われていますが、従事者の高齢

化等に伴い、その販売促進活動は低迷しています。そこで、特産品等の情報発信のしくみの整備

と併せ、魅力ある商品、パッケージ等を開発することで農林生産物の販売促進につなげ、農林業

従事者等のしごとを創出します。また、ふるさと納税を行っていただいた方への返礼品としての

特産品開発を行い、生産者・町内事業所と一体となって行っていくことで、儲かる農業の実現を

目指します。 

 

 

事業名 主管課 

農産物ＰＲイベント（ぶどう祭り、苺まつり） 産業振興課 

事業概要 

農産物のＰＲイベントとして実施されているぶどう祭り、苺まつりを支援し、本町の魅力発信の

場の創出と町民参加による町の活性化を図るとともに、農産物の販売促進を図ります。 

 

 

事業名 主管課 

くまもと県南フードバレー構想の推進 産業振興課 

事業概要 

「くまもと県南フードバレー構想」を軸とした「食」関連産業の振興のため、推進母体である「く

まもと県南フードバレー推進協議会」と連携し、農産物の高付加価値化、販路拡大、人材育成等

の取り組みを支援します。 
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事業名 主管課 

６次産業化支援事業 産業振興課 

事業概要 

６次産業化を推進するため、専門家等を招聘し、先行事例等に学びながら町の魅力、資源を再認

識し、ＩＣＴを活用した販路拡大や特産物の商品化に向けた取り組みを支援します。 

 

 

事業名 主管課 

農産物加工施設の顕彰（検証）による交流促進整備事業 産業振興課 

事業概要 

本町が誇る恵まれた自然環境の中で製造された農産加工品を、農産加工体験ツアーやわかりやす

い広告媒体によりＰＲを行っていくことで、農産加工品の販売促進を図ります。 

 

 

事業名 主管課 

農産加工施設の活性化事業 産業振興課 

事業概要 

農産加工施設の活性化を図るため、杵つき米をはじめ、製粉、粉砕、押麦、製麦等が可能な農産

加工施設をＰＲするとともに、通常市販米と杵つき米とを差別化し、付加価値を高め、ブランド

化による本町生産米の販路拡大を図ります。健康志向の人向けに１次産業原料を使用した特産品

開発を行い販路開拓に向けた検証を併せて行います。 

また、下村婦人会市房漬加工組合では「本場の本物」や「たけモンくまモンうまかモンプロジェ

クト」等の認定を受け、それらを活用しながら更なる販路拡大に努めており、今後も施設の改修、

設備の充実を図りながら、商談会や新商品の開発、新規販売先の開拓などについて支援します。 
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２ 公益的機能を有する森林整備と林業の推進 

若者やＵ・Ｉターン者等に対し、林業への就業を推進するとともに、林業従事者の

育成、林業事業体への支援、林業後継者等の活動を支援することで、地域林業におけ

る中核的な存在である森林組合が、地域や森林所有者の負託に応えることができる組

織であるための経営基盤の強化が求められています。 

また、森林資源の安定した循環を図るためには、民有林の６割以上を占める町有林

の中・長期的な管理計画を作成し、計画的に継続して森林整備を行い、林齢を平準化

することが必要となっています。 

さらに、地域内の木材需給状況を調査し、間伐や主伐による出材により供給過多と

ならないよう調整を行うとともに、必要な労働力を予測し、計画的な林業従事者の確

保につなげます。 

 

（１）重要業績評価指標一覧 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

新規林業従事者数 ５人(H22～26平均) 25人（５年間累計） 

シイタケ用原木（ほだ木）供給本数 ０本 
50,000本 

（５年間累計） 

 

（２）主な事業 

事業名 主管課 

町有林管理計画策定事業 産業振興課 

事業概要 

町有林の実地調査により、森林簿上の記録だけでなく、実際の林内や木の成長具合を調査し、10

年間の間伐・主伐箇所を選定します。 

また、調査により得られたデータをもとに、町有林の林齢構成を平準化することも視野に入れ、

年度ごとの間伐・主伐の計画を作成し、併せて年度ごとの森林整備に要する事業費を算出するこ

とにより、森林整備の計画的な確保を図ります。 

さらに、地域内の木材の需要状況を調査し、町有林の間伐や主伐により搬出された木材により、

原木市場で原木の需給バランスが崩れることのないよう間伐や主伐の事業量を調整します。 

これらを踏まえたうえで、林業従事者の安定的確保のため、地域林業の中核である森林組合の作

業員の年齢構成を調査し、10 年間の町有林における森林整備事業により、必要となる労働力を

算出し、林業従事者の計画的雇用を図ります。 
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事業名 主管課 

宮城県へのシイタケ用原木安定供給事業 産業振興課 

事業概要 

東京電力福島原子力発電所事故により、シイタケ用原木の調達が困難となっている東北地方のシ

イタケ生産者に、本地域の安心安全なクヌギの供給体制をつくり、東北地方のシイタケ生産者と

本地域の林業事業体の雇用の確保につなげます。 

 

 

事業名 主管課 

湯前町木材需要拡大促進事業 産業振興課 

事業概要 

木材家屋を新築、増築、改築する者に対して、湯前町木材需要拡大促進事業補助金を交付するこ

とにより、林業の振興及び定住促進に寄与することを目指します。 

 

 

事業名 主管課 

ＪＴの森ゆのまえ森づくり事業 産業振興課 

事業概要 

本町とＪＴ（日本たばこ産業株式会社）は、協定に基づき、多様な生物と共生できる豊かな森を

目指し、湯前町字潮山から猪鹿倉山にかけて約 208haを「ＪＴの森 ゆのまえ」と名付け、地域

と企業等協働による森づくりを進めてきました。 

主に、ヒノキとスギの間伐を中心として、森が土壌を守る力や水を蓄える力を高めるとともに、

鳥や動物の食物にもなるように、実のなる広葉樹の植栽や育成なども併せて行っていくことで、

環境と産業が調和し、森林内に生息するニホンジカや、天然記念物のニホンヤマネ・ニホンカモ

シカなど、多様な生物と共生できる豊かな森づくりを目指した取り組みを推進します。 

 

 

事業名 主管課 

くれないの森ゆのまえ森づくり事業 産業振興課 

事業概要 

本町と株式会社紅中は、協定に基づき、本町の町有林 1.85ha を紅中が借り受け森林保全活動を

行っています。「くれないの森 ゆのまえ」では、桜の記念植樹とスギやヒノキの造林と、紅中

の新入社員の研修等を実施します。 
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３ 地域に根差す中小企業の振興 

情報化社会による商圏拡大に対応した既存企業の育成と地場産業の経営基盤の安定

化を図るとともに、町民に対しては、できる限り町内事業所からの購入を促すことで

本町を含む奥球磨地域の商圏内の事業所の存続を支援します。 

また、地域経済を支える中小・小規模企業の振興と次代を担う事業者の確保・育成

を図るため、生産性向上・高付加価値化等に向け、創業や事業承継、経営革新等によ

る「成長発展」と、経営力強化等による「持続的発展」を、他産業のノウハウ導入や

成功事例の共有を含め支援するとともに、金融機関や商工団体など経営支援機関の連

携を促進します。 

 

（１）重要業績評価指標一覧 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

後継者対策事業認定者数 １人／年 ５人（５年間累計） 

創業者数（相談窓口を通じたもの） ―  ２件（５年間累計） 

機械設備等導入補助事業件数 ―  ５件（５年間累計） 

 

（２）主な事業 

事業名 主管課 

後継者対策事業 産業振興課 

事業概要 

産業の後継者または経営者として就業し、引き続き定住する方に対して助成金を交付して支援を

行い、後継者の確保につなげます。 

 

 

事業名 主管課 

創業支援計画に基づくワンストップ相談事業 産業振興課 

事業概要 

本町役場内に、一元的で総合的に対応可能な「創業支援ワンストップ相談窓口」を設置し、創業

支援体制を整え、創業希望者等の技量やニーズに合わせた柔軟できめ細やかな対応を行っていき

ます。 

また、創業支援に関する補助制度や支援機関等についての情報整理を行い、創業希望者等への説

明資料として提示ができるように整備を行うことで、意欲を持った起業家の支援を行います。 
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事業名 主管課 

機械設備等導入補助事業 産業振興課 

事業概要 

商工業を営むために必要な施設の新設・増改築及び主要な機械等の新設・増設または更新をする

事業者に対し、事業費の一部を補助することで、商工業の振興を図り、雇用の拡大につなげます。 
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４ 地域資源を活用した人の流れを創る 

本町は、くま川鉄道の終着駅である湯前駅を有していることから、「終着駅」、「奥球

磨」などのイメージを形成し、くま川鉄道を利用して訪れる観光客が町内の観光地を

巡っていく人の流れの創出が重要となっています。 

そのため、ターゲットに応じた商品開発、観光客のニーズに合わせた観光プランの

企画提案、情報通信技術（ＩＣＴ※1）を活用した戦略的なマーケティングなど、客単価

の向上や滞在時間の増加を図るための観光事業者や地域などの取組みを推進します。

また、観光客の利便性向上のため、ＩＣＴを活用した情報発信等と町内ＩＣＴ環境の

向上を目指します。 

さらに、本町の持つ魅力である、歴史的・文化的価値の高い神社・仏閣等を観光資

源としてさらに磨き上げたうえで、観光ルートに取り入れていきます。 

 

（１）重要業績評価指標一覧 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

観光入込客数  210,000 人 対前年度比３％増 

公衆無線ＬＡＮ環境の利用者数 ―  100 人／月 

観光タクシー実験運行利用者数 ―  100人（平成 27年度） 

湯楽里宿泊者数 3,750人 4,100人 

ゆのまえ大学参加者数 ―  20人／年 

 

（２）主な事業 

事業名 主管課 

歴史文化財を活用した観光客誘致のための受け入れ体制整

備事業 
産業振興課 

事業概要 

本町には、歴史的・文化的に価値の高い文化財が多数存在しており、人吉球磨地域との連携の中

で、その文化財の一部を含めた日本遺産の認定がなされました。 

そのような中、八勝寺、城泉寺、相良三十三観音をはじめとした文化財の修復、駐車場整備など

の周辺整備が整ったため、今後は、その歴史遺産を観光資源として活用し、新たな人の流れを作

ることに取り組んでいきます。 

 

  

                                                   
※1 ICT(Information and Communication Technology)は、情報通信技術を指し、コンピューター技術

（ＩＴ）等を活用した、世代や地域を超え、人と人、人とモノを結ぶコミュニケーションの意味を持つ。 
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事業名 主管課 

農村水資源の保全・継承事業 産業振興課 

事業概要 

幸野溝の開削は、元禄 9 年（1696）に相良藩士「高橋七郎兵衛政重」が中心となって始められ球

磨川に大堰を設け、再三にわたる流失決壊にも屈せず宝永２年にようやく完成しました。 

水路の総延長 15.4km、かんがい面積 1,380haで３か町村を受益地とし、施設の重要性、歴史など

次世代に伝承し、継続的に保全していく体制を国の補助事業により平成 27～28 年度に整備して

いくこととしています。 

また、幸野溝は、平成 18年に全国疎水百選に選定されており、また、平成 27年度に認定された

日本遺産を構成する文化財群のひとつとなっていることから、国の事業を活用し整備した後に

は、世界かんがい遺産認定申請も視野に入れ、登録を目指すこととします。 

 

 

事業名 主管課 

終着駅効果と特色ある地域資源を活用した若者が魅力を感

じるまちづくり事業 
産業振興課･総務課･建設水道課 

事業概要 

くま川鉄道の観光列車「田園シンフォニー」の運行開始により、観光客の入り込みも増えている

ことから、終着駅効果と町の特色ある地域資源を活用して若者が魅力あるまちづくりに取り組む

とともに、その受け入れの中心となる組織体制を強化して、しごとの創出を図ります。 

 

 

事業名 主管課 

観光タクシー実験運行事業 産業振興課 

事業概要 

くま川鉄道を利用して訪れる観光客の２次アクセスの改善と、観光列車「田園シンフォニー」の

利用促進を図り、利用者向け観光ルートの開発と観光タクシーの実験運行を行い、交流人口の増

加を図ります。 

なお、実験運行に際しては、利用者アンケートを実施し、より観光客のニーズにマッチした観光

ルートの企画提案を目指します。 
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事業名 主管課 

地域情報発信に関する環境整備推進事業 総務課 

事業概要 

湯前町では整備した光ファイバーケーブル等の情報通信基盤を活用して、町内主要施設周辺に公

衆無線ＬＡＮ環境の整備を推進するとともに、整備した公衆無線ＬＡＮ環境を、行政、観光、防

災等に利活用します。 

町内向けの活用としては、コミュニティの中核を担う地域住民（特にシニア層）のために、スマ

ートフォン、タブレット※2の操作や、Facebook※3等の情報発信コミュニティツールの利用方法、

ノウハウ等、ＩＣＴ利活用に関する講座を開催します。 

一方、町外に向けた活用では、九州域内の大学生や、これまでのＩＣＴ利活用推進活動で培って

きた産学官のコミュニティを活かし、Ｗｅｂアプリ※4開発、コンテンツ※5製作等のワークショッ

プを開催します。 

これらの活動を通して、町の地域コンテンツ配信を活性化させるとともに、地域づくりの原動力、

推進力となる地域コミュニティの形成を目指します。 

 

 

事業名 主管課 

オープンスクール事業（湯前町郷育
きょういく

推進事業） 総務課 

事業概要 

大学生が、継続的に町内でまちづくり等に参画できる環境を整え、九州内の大学生、短大生、高

専生、そして人吉球磨地域に住む高校生も参画できる総合的な学びの機会を提供し、学生コミュ

ニティの形成と社会人基礎力を高める機会の提供による、本町の認知度向上に取り組みます。 

 

 

 

 

  

                                                   
※2 タブレットとは、コンピュータ製品の分類の一つで、板状の筐体の片面全体が指で触れて操作でき

る液晶画面（タッチパネル）になっているタイプのもの。 
※3 Facebook（フェイスブック）は、Facebook, Inc.が運営する、インターネット上で人と人とのつな

がりの上で交流する「ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）」である。 
※4 アプリは「アプリケーション」の略称で、ゲームやメール・音楽プレイヤーなどのソフトウェアの

ことを意味し、Web アプリとは、アプリのうちインターネット等を介して使用するものを指す。 
※5 コンテンツとは、「中身」のことで、いわゆる「メディア」の中身の「文字列・音・動画」などの意

味を持つが、それらの内容である著作物を指す場合もある。 
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５ まんがを核とした魅力あるまちづくりの推進 

本町においては、20年以上前からまんがを活用したまちづくりを推進しています。 

湯前まんが美術館は、湯前町出身の政治風刺漫画家那須良輔氏の偉業を保存・展示

する館として開館し、常設展と年数回の特別展を開催したり、トークショーやサイン

会などを開催するなどまんが情報発信地として注目を浴び、全国からまんがファンが

訪れ、好評を得ています。 

また、平成 25 年度には、「湯前まんが図書館」がオープンし、あらゆるジャンルの

まんが本約 7,000冊を揃えていて、町内外の利用者も増えています。 

今後も、まんが文化の根付くまちのイメージを打ち出すとともに「LET’s Manga」

をキーワードとして様々な仕掛けづくりと積極的な事業展開を図ることで、まんがを

核とした魅力あるまちづくりを推進します。 

 

（１）重要業績評価指標一覧 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

漫画家タウン事業の参加者数 ―  70人 

まんが関連施設の来館者数 

（まんが美術館＋まんが図書館） 
9,500人 10,500人 

 

（２）主な事業 

事業名 主管課 

LET's Manga事業 （３Ｍ事業） 産業振興課・教育課 

事業概要 

二十数年前から「まんがの町」として取り組んできた湯前町が、「真のまんがの町」として飛躍

するために、次の３つのＭに取り組み、LET’s Mangaをキーワードにまちづくりを推進します。 

（３Ｍ活動） 

MIL (Manga In Life）：人生、生活にまんがを 

MIE (Manga In Education）：教育にまんがを 

MIT (Manga In Town）：町にまんがを 

 

 

事業名 主管課 

まんが美術館の特別展に伴う事業 教育課 

事業概要 

年数回実施している特別展を継続していくとともに、不定期の事業として、サイン会などのイベ

ントの開催、グッズの作製、販売を商工会等との連携により実施します。 
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事業名 主管課 

漫画家タウン事業 総務課･産業振興課･教育課 

事業概要 

漫画家の別荘として空き家を活用（リフォーム）し、それぞれの漫画家が本町を訪れた際の別荘

とします。また、漫画家の実際の作業場を再現した部屋をつくり、モニターツアーなどのイベン

トを実施しながら、まんがの町として取り組んでいることを強みにして、まんがファンをターゲ

ットとした町への移住・定住促進を図ります。 

 

 

事業名 主管課 

定期的なイベント開催によるまんがのまちづくり 産業振興課・教育課 

事業概要 

本町が実施している「漫画フェスタ」のさらなる拡充とともに、コアなまんがファンが本町を訪

れてくるよう、まんがに特化したイベントなどを定期的に開催します。 

 

 

事業名 主管課 

ゆのまえ郷育
きょういく

・まんが普及促進利活用推進事業 総務課・教育課 

事業概要 

本町は「まんが」を学校教育カリキュラムに組み込んだ特色ある教育に取り組んでおり、４年前

からはテレビ会議システムを使ったオンラインまんが授業等でＩＣＴ利活用推進を図るなど、児

童、生徒だけでなく、教員、保護者からも高い評価を受けています。 

今後も、地域の特色を活かした学校教育として、教育 × ＩＣＴ × まんが（地域づくり） × 地

域住民 ＝ 郷育とし、幅広い分野でまんがを活用したまちづくりをすすめていくとともに、“ま

んがの町ゆのまえ”が全国的に認知され、移住定住先の候補になるように、様々な機会を利用し

て、積極的なＰＲ（情報発信）に取り組んでいきます。 
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第２章 湯前への人の流れを創るとともに、人材の流
出を抑制する 

第１節 基本的方針 

 

本町を移住先に選んでもらえるよう、「湯前町を知り・好きになってもらう」、「湯前

町への移住に関心を持ってもらう」「移住に向けた行動に移ってもらう」というそれぞ

れの段階で必要な施策を講じ、移住者の増大を図ります。 

また、本町在住者が引き続き「ここが好き」と思い続けながら住み続けることがで

きるよう、空き家の利活用や若者のちからを活かした地域づくりを推進します。 

 

 

本町は、人吉球磨地域でも最も奥まった場所にあり、決して交通の便が良いと言え

る地域ではありませんが、「まんが」、「歴史」、「終着駅」と言った本町固有の地域資源

に魅力を感じて本町を訪れる方が多く存在します。 

今後も、湯前への人の流れを創るために、「湯前町」の名前を知ってもらい、興味関

心を引くような効果的で積極的な情報発信を推進します。 

 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

移住者数（転入者数） 138人 136人 

定住人口（住基人口） 4,179人 3,851人 

 

 

 

  

★ 移住・定住の促進 ★ 

★ 情報発信の促進 ★ 
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第２節 具体的な施策と施策ごとの重要業績評価指標 

１ 移住・定住促進による地域の活力づくりの推進 

本町を含む地方自治体では、就職や進学を契機とした若者の流出が人口減少の大き

な要因となっていますが、国においては、東京への一極集中の是正を目指し、地方移

住希望者への支援体制及び地方居住本格推進のための施策を推進しています。 

本町では、平成 26 年度に実施した空き家調査において、176 箇所の空き家があり、

建物の状況からは約 100戸、空き家所有者の意向からは約 50戸の空き家が利活用可能

であると考えられます。 

今後は、空き家バンクやその情報を発信するしくみを構築し、町内に点在する空き

家の利活用（売買・賃借）促進のための支援を行うことで、移住・定住の促進を図っ

ていきます。 

さらに、公営住宅の利用促進、長寿命化計画に基づく適切な建替・改修・維持管理

を行って、町外への人口流出を防ぐことを目指します。 

また、平成 27年度から地域おこし協力隊を募集し、本町における地域づくりに関心

を持っている若者のちからを活用した地域づくりを推進します。 

 

（１）重要業績評価指標一覧 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

移住者数（転入者数） 138人 136人 

移住者のうち、人吉球磨圏域外からの人数 77人 77人 

地域おこし協力隊数 ―  ９人（５年間累計） 

 

（２）主な事業 

事業名 主管課 

空き家バンク事業 総務課・建設水道課 

事業概要 

空き家等の有効活用を通して、定住人口の増加を図り、地域の活性化につなげていくことを目的

とし、町内の賃貸・売却ができる空き家・空き地を町の空き家バンクに登録し、その物件を移住

希望者等へ情報提供します。 

 

事業名 主管課 

空き家購入・改修支援事業 総務課・建設水道課 

事業概要 

空き家バンクに登録された空き家を対象として、その利活用促進と町内への定住を促進するた

め、空き家の購入や改修などの費用の一部を補助する制度を整備します。 



       湯前町総合戦略       

 

– 28 – 

 

 

事業名 主管課 

新しい就業スタイル環境の提供 総務課・建設水道課 

事業概要 

ＩＣＴの進展や、その利用環境が整備されるなかで、都心部では、新しい働き方のスタイルであ

るノマドオフィス※6や、コワーキングスペース※7が普及しつつあります。 

本町はすでに、全戸に光ファイバーが入線されており、都心部と同等のインターネット環境が整

備されていることから、これらＩＣＴインフラを活用し、町内の空き家等をノマドオフィスや、

コワーキングスペースとして提供し、町内や近隣町村に仕事で来るビジネスマンが、短期的に仕

事ができるよう、ネット環境やＦＡＸを提供します。また、その場では、町内の飲食店等が飲み

物、軽食を販売することで町内事業所の所得向上を目指します。 

 

 

事業名 主管課 

湯前町公営住宅長寿命化計画に基づく事業の展開 建設水道課 

事業概要 

公営住宅等公的住宅においては、長寿命化計画に基づき適切な建替・改修・維持管理を進めると

ともに、公的住宅の新設・維持管理運営にあたり、ＰＦＩ※8・ＰＰＰ※9等手法の導入の検討に取

組みます。 

 

 

事業名 主管課 

地域おこし協力隊利活用推進事業 総務課 

事業概要 

平成 27 年度から活動開始し、主に役場ホームページ更新や音声告知端末による周知対応、学校

ＩＣＴ支援等のＩＣＴ関連業務の支援、イベント対応、高齢者福祉向け対応等、役場業務につい

て取り組んでいただくことで定住につなげていきます。 

 

  

                                                   
※6 ノマドの語源は「遊牧民」で、ここでは「いつも決まった場所ではなく、働く場所を自由に選択す

る働き方」を指しており、ノマドオフィスは、その場所のひとつのこと。 
※7 コワーキングとは、一般的なオフィス環境とは異なり、事務所スペース、会議室等を共有しながら、

独立した仕事を行う共働ワークスタイルを指しており、その場所をコワーキングスペースという。 
※8 PFI（プライベイト・ファイナンス・イニシアティブ）は、公共施工等の設計から運営までのすべて

に、民間の資金とノウハウを活用し、効率的・効果的な公共サービスの提供を図ること。 
※9 PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）は、公民が連携して公共サービスの提供を

行う手法のことで、PFI、指定管理者制度、公設民営（DBO）方式、業務委託等がある。 
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２ 「湯前」を知ってもらい、「湯前」に関心を持ってもらうための情
報発信 

広報の媒体としては、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなど様々なも

のがありますが、本町においては、それぞれの媒体の特性を活かした組み合わせをす

るなど、最も効果的な手法を活用しながら情報発信を行って、情報の受け手の本町に

対する興味と関心を喚起します。中でも、インターネットを利用した情報収集は、も

はや日常となり、若年層を中心にソーシャルメディアの利用者が年々増加している現

況を踏まえ、「まんがの町」、「６次産業化の先駈けである下村婦人会」、「県内最古の木

造建築物である城泉寺」、「おっぱい神社」など、特色ある地域資源を表すキーワード

を活用して、より本町に対する興味と関心を喚起するような情報発信に努めます。 

また、すべての情報にはそれぞれに背景やストーリーがあります。例えば、「下村婦

人会市房漬加工組合」設立の背景には、戦後の混乱期になんとかして生活向上を目指

したいという、まちの女性の想いと力がありました。このような、まちの歴史を築き

あげてきた背景やストーリーを含めた情報発信を行うことで、情報の受け手の「理解」

や「共感」を促し、町に関心を持ってもらうきっかけづくりを行います。 

さらには、本町のイメージキャラクター「ゆっくん」が各地のイベント等に参加し

たり、ふるさと会など町にゆかりのある方との直接的な交流及び広域連携による情報

発信など、あらゆる機会を通して町の情報発信を行っていきます。 

以上のような、効果的で効率的な情報発信を行って町への関心を高め、町を好きに

なってもらい、ひいては移住先として選ばれる町を目指します。 

 

（１）重要業績評価指標一覧 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

湯前町役場ホームページアクセス数 120,000／年 150,000／年 

ふるさと会の会員数（関東・関西の合計） 100人 125人 

Ｗｉ-Ｆｉ環境構築箇所 ０箇所 ８箇所 

 

（２）主な事業 

事業名 主管課 

地域情報発信に関する環境整備推進事業 総務課 

事業概要 

本町の観光施設等に公衆無線ＬＡＮ環境を構築し、訪れた観光客が無料で利用できるＷｉ-Ｆｉ

環境を提供して、観光客自らが、訪れた観光施設等をはじめとする町の情報についての発信を促

進するための環境整備を進めます。さらに、構築した環境を活かすために、大学生、企業人、地

域住民等で連携し、観光客の観光案内コンテンツの制作にも取り組み、地域情報発信力の充実を

図ります。 
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事業名 主管課 

ソーシャルメディアを活用した情報発信 総務課 

事業概要 

本町では、町の情報を発信するために、「ゆのまえかじり」、「湯前町観光物産協会 湯～とぴあ」、

「湯前商工会」など様々なフェイスブックページがあり、ソーシャルメディアを活用した情報発

信を行っていることから、町民参加のもとこれらの情報発信を継続していきます。 

 

 

事業名 主管課 

ＩＣＴ利活用促進による双方向の情報発信の推進 総務課 

事業概要 

本町では、総務省事業を活用しＩＣＴ利活用促進に向けた全世帯の光通信網の整備や、公民館等

を起点とした地域情報拠点の整備を行っていることから、これらを活用し、町民から町民へ、町

民から町外へと、広く情報発信・相互交流の促進を図ります。 

 

 

事業名 主管課 

湯前にゆかりのある方との交流促進による情報発信 総務課・産業振興課 

事業概要 

本町出身者の方々で組織される団体として湯前ふるさと会が、関東・関西地区にそれぞれあるこ

とから、これらの湯前町にゆかりのある方々との交流促進による情報発信を拡充する中で、移

住・定住促進につなげます。 

 

 

事業名 主管課 

広域連携による情報発信事業の推進 総務課・産業振興課 

事業概要 

本町は、県・人吉球磨地域の連携により、観光振興、産業振興、定住促進や知名度ＵＰに向けた

情報発信を行っています。特に、日本遺産のストーリーに認定された人吉球磨地域の文化財群、

九州中央山地地域での連携など、広域連携ならではの魅力創出と情報発信を行っていくなかで、

本町がもつ「まんが」、「歴史」、「終着駅」といった固有の魅力を発信する機会を創出します。 
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第３章 町民の結婚・出産・子育ての希望を叶え、笑
顔があふれる地域を創る 

第１節 基本的方針 

 

子どもを生み育てたいという町民の願いが実現できる地域を目指し、結婚につなが

るような出会いの場をつくり、子ども・子育て支援サービスと経済的な負担軽減等の

取組を推進するとともに、地域全体で子どもを見守る輪を構築します。 

 

 

すべての町民が健康で生きがいを持って日常生活を送ることができるよう、健康長

寿に向けた取組みを推進するとともに、老若男女問わず、すべての町民がそのライフ

ステージ・ライフスタイルに応じた主体的な選択と参画ができる社会を構築します。 

 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

安心して結婚・妊娠・出産・子育てできるよう

な社会を達成していると考えている人の割合 

51.8％ 

（20-59歳） 

60.0％以上 

（20-59歳） 

健康寿命の延伸 ―  現在の健康寿命＋１歳 

本町は、働き続けることができる環境にあると

思う人の割合（「そう思う」＋「ややそう思う」

の割合の合計） 

25.0％ 30.0％以上 

年少人口 466人 436人 

 

 

 

 

 

  

★ 子育てしやすい地域づくり ★ 

★ すべての町民の笑顔があふれる地域づくり ★ 
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第２節 具体的な施策と施策ごとの重要業績評価指標 

１ 子どもを安心して生み育てられる地域づくり 

結婚を望む方が結婚できることを目指した活動を行っていくことや、妊娠・出産・

育児期のそれぞれのステージに応じた支援を実施することで、結婚の希望が叶い、安

心して子どもを産み育てることができる地域社会の実現を目指します。 

また、安心して子育てができるよう、子ども・子育て支援の充実と、経済的な負担

軽減策の強化を実施するとともに、地域全体で子どもを見守る輪の構築を目指します。 

さらに、親と子と孫が生活をともにし、毎日の子育てに多くの世代がかかわる三世

代同居や祖父母との近居の生活形態は、子育ての安心感につながることから、３世代

同居等を推進していきます。 

 

（１）重要業績評価指標一覧 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

安心して結婚・妊娠・出産・子育てできるよう

な社会を達成していると考えている人の割合 

51.8％ 

（20-59歳） 
60.0％以上 

夫婦子ども数予定実績指標※10 

（結婚持続期間 15-19年の夫婦の子ども数） 
98.0％ 維持する 

子育てサークル開催支援事業利用者数 ―  ５人／回 

 

  

                                                   
※10 初婚同士の夫婦の平均予定子ども数（完結出生児数の調査対象となる夫婦が調査対象であった期間

の平均）に対する完結出生児数（結婚持続期間 15～19 年の夫婦の子ども数）の比率のことを指し、国

の総合戦略においては、現状値 93％（Ｈ22）を目標値 95％（Ｈ31）まで引き上げるとしている。 
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（２）主な事業 

事業名 主管課 

結婚支援事業 産業振興課 

事業概要 

平成 24 年 4 月に球磨郡９町村で締結した結婚支援協定の内容をより充実させ、未婚・晩婚化の

解消を図ることを目的として、平成 27年 11月に設立が予定されている「球磨郡結婚対策推進協

議会」に参画する中で、未婚の結婚希望者への支援を行います。 

 

 

事業名 主管課 

多子世帯の保育料無償化による負担軽減事業 保健福祉課 

事業概要 

現在、国が制度化している多子世帯の保育料軽減策（就学前の子どもが同時入所している場合、

２人目は半額、３人目以降は無料）について、引き続き実施していくとともに、本町独自で実施

している、保育所に入所している第３子以降３才未満児、及び第４子以降の児童の保育料の無償

化を行うことで、本町の実態に即した効果的な経済的負担の軽減を図ります。 

 

 

事業名 主管課 

病児・病後児保育事業 保健福祉課 

事業概要 

小学校３年生までの児童が、病気あるいは病気回復期において、保護者が家庭で保育を行うこと

ができない期間内、一時的に施設で保育するサービスを提供します。なお、実施については、公

立多良木病院に関係する構成市町村（湯前町、水上村、多良木町、あさぎり町）が、公立多良木

病院内設置の「ホッと館」に運営を委託して実施することとします。 

 

 

事業名 主管課 

子育てサークル開催支援事業 保健福祉課 

事業概要 

町内の就園前の乳幼児を育児している母親同士の交流を促し、母親同士がうち解けた雰囲気の中

で育児を楽しみ、支え合い、育児の不安や孤独感の軽減を目指します。また、母親たちが自主的

に活動できるよう支援し、多様な活動の中で子どもの健やかな育ちを支援することで、子どもと

母親と地域のつながりを構築します。 
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事業名 主管課 

子育て世代包括支援事業 保健福祉課 

事業概要 

子育て世代包括支援センターは、様々な関係機関との連携・委託により妊娠期から子育て期にわ

たるまで切れ目のない支援体制が求められるものとなっていますが、本町ではそれにかわるもの

として保健センターが一元的にその機能を担っています。 

そのため、妊娠・出産支援や子育て支援について一括の窓口となっており、連携のとれた支援体

制が構築できていることから、今後も本町保健師を中心とした各機関との連携、情報の共有を図

り横の繋がりをさらに強化していくことで、子育てしやすいまちづくりの実現を図ります。 

 

事業名 主管課 

医療費無償化 保健福祉課 

事業概要 

本町に在住する子どもの医療に係る保護者の経済的負担を軽減するため、中学生までの医療費の

無償化を実施します。 

 

 

事業名 主管課 

湯前町奨学金・入学準備金貸付事業 教育課 

事業概要 

進学の意欲を有する者で経済的理由により就学困難な者のために行う、奨学金・入学準備金貸付

事業を継続して実施します。 

また、特に経済的負担が大きくなる大学や専門学校進学時の支援内容の見直しを行い、貸付金の

増額や返済期間の延長など、制度の充実を図って、子育てしやすいまちづくりの実現を目指しま

す。 
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２ 安心して暮らし、生涯現役で活躍する健康長寿の地域づくり 

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、在宅医療・介護連携の推進等に

より、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシ

ステム」の構築を推進し、高齢者だけでなく、障害者、小さな子どものいる世帯など

幅広い町民の生活を支援します。 

また、町民一人ひとりが本人の希望や能力を活かしながら、生きがいを持って社会

の担い手として活躍できるよう、幅広い世代を対象とする健康づくり事業を実施する

ことや、企業における健康診断・メンタルヘルス対策等を支援します。 

 

（１）重要業績評価指標一覧 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

健康寿命プログラム作成 ―  １件 

健康寿命の延伸 ―  現在の健康寿命＋１歳 

住民保健に対する満足度 

（「満足」＋「やや満足」の割合の合計） 
35.7％ 40.0％以上 

Ｂ＆Ｇ海洋センターの利用者数(ﾌﾟｰﾙ･体育館) 17,000人 20,000人 

 

（２）主な事業 

事業名 主管課 

町民の健康寿命試算と健康寿命延伸に向けたプログラム作

成事業 
保健福祉課 

事業概要 

国・県では、健康寿命をそれぞれ算出し、その延伸に向けた事業を展開していますが、町民から、

本町の健康寿命を独自に算出し、その延伸を目指した取組が求められています。 

そのため、本町に在住する、全住民へのアンケート結果から、本町独自の健康寿命を試算すると

ともに、健康寿命の延伸に資するプログラムの開発を町民参画により作成し、さらに町民ボラン

ティアの協力を得ながら実践します。 

 

 

事業名 主管課 

介護予防サポーター・認知症サポーターの養成 保健福祉課 

事業概要 

高齢者が、仮に介護が必要となったり、認知症に悩んだりすることになったとしても、住み慣れ

た地域で安心して暮らし続けていくことができるよう、介護予防サポーター・認知症サポーター

等の養成講座を開催し、地域の見守りの輪の構築を目指します。 
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事業名 主管課 

海洋センターを活用した地域コミュニティの再生に関する

モデル事業 
教育課 

事業概要 

海洋センターはこれまでスポーツ振興の場として町民に活用されてきました。 

一方、本町では、少子高齢化や人口の減少が著しく、これまで以上に「コミュニティの場」の再

生が重要な課題となっています。 

このようなことから、海洋センター施設をこれまでのスポーツ振興の場に止まらず、健常者・障

がい者・子どもからお年寄りまで「誰にでも親しまれ、気軽に集える」場所へとシフトするとと

もに、地域コミュニティの拠点としての機能を最大限に高める事業を推進します。 

 

 

事業名 主管課 

ゆのまえ好励
こうれい

（高齢）者コミュニティ形成推進事業 総務課・保健福祉課 

事業概要 

本事業では高齢者のことを「好きなことに励む者＝好励者」として、公民分館を軸とした良好な

コミュニティを形成し、そのコミュニティが、まちづくり、地域おこしの推進力となっていくこ

とを目指します。 

具体的には公民分館に血圧計、体組成計等を設置し、高齢者が測定に集まることで、日常会話な

どを誘発し、コミュニティ形成を促進します。合わせて、従来の健康教室に加えて、タブレット

を活用した認知症予防のプログラム等も実施します。 

取り組みにあたっては、民間企業からの技術協力や、地域おこし協力隊等の支援を受けながら高

齢者が活き活きと好きなことに励むことができるような環境を整備し、湯前版ＣＣＲＣ※11の実現

を目指します。 

 

 

  

                                                   
※11 CCRC（Continuing Care Retirement Community）は、アメリカ発祥の主に定年退職後の高齢者

が、健康時から介護時まで継続的ケアを提供するコミュニティであるが、日本版ＣＣＲＣでは、高齢者

だけでなく多世代が集い、働き、学び、担い手となり「街まるごと」で輝くコミュニティとされる。 
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３ 誰もが働きやすい家庭環境・労働環境の整備 

男女平等を基礎に、男女が家庭、地域及び職域等あらゆる分野に自由な意思で参画

し、共に社会的責任を担いながら、性別にかかわりなくそれぞれの個性と能力を十分

に発揮できる男女共同参画社会を築くための施策の推進に資するため、湯前町男女参

画推進懇話会などを通して啓発に努めます。 

同時に、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）がとれ、やりがいや充実

感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいて

も、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現で

きる社会をつくることで、結婚・出産・子育ての希望が叶うまちを目指します。 

 

（１）重要業績評価指標一覧 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

本町は、働き続けることができる環境にあると

思う人の割合（「そう思う」＋「ややそう思う」

の割合の合計） 

25.0％ 30.0％以上 

 

（２）主な事業 

事業名 主管課 

男女共同参画推進懇話会 保健福祉課 

事業概要 

男女共同参画社会に実現に向けて、町民参加による制度づくりを推進し、男女共同参画社会の基

本的在り方および制度化に関する事項、男女共同参画に係る必要な事項について検討を行い、町

民・団体・事業者・本町のそれぞれの取り組みなどについて協議する場を設けます。 

 

 

事業名 主管課 

雇用・労働状況一斉調査事業 産業振興課 

事業概要 

労働の実態を把握するため、町内事業所に対して協力を依頼し、雇用・労働状況に係るヒアリン

グ調査を行い、事業所の規模毎に状況を把握します。 

また、その結果をもとに問題点を整理し、労働問題に精通した専門家の助言を得ながら、住民と

事業所の双方を対象とした労働法制や労働安全衛生・ハラスメント防止への理解とコンプライア

ンス徹底のための周知活動を実施し、仕事と生活の調和のとれた地域社会の実現を目指します。 

  



       湯前町総合戦略       

 

– 38 – 

 

 

第４章 町民が誇りを持ち、安心して活き活きと暮ら
し続けることができる地域を創る 

第１節 基本的方針 

 

本町には、行政区を中心とした顔の見える関係による、相手を思いやりそっと見守

る相互扶助の関係が構築されるとともに、他市町村と比較して活発な地域コミュニテ

ィ活動が根付いています。 

この郷土を愛し行動する町民の想いや誇りに基づいた、安心安全な地域づくり、歴

史・伝統・文化の継承などの取組を推進します。 

 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

これからも本町に住み続けたいと思う人の割

合 
55.1％ 60.0％以上 

文化財の保護と文化振興に対する満足度 

（「満足」＋「やや満足」の割合の合計） 
49.8％ 60.0％以上 

 

  

★ 郷土を想う心と誇りが輝き、安心して生活できるまちづくり ★ 
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第２節 具体的な施策と施策ごとの重要業績評価指標 

１ 町民の生命と財産を守る住みやすいまちづくり 

本町は、地理的条件により災害の発生が少なく、その結果、古い木造の歴史的な意

義のある建築物が多く残っていますが、一方で、町民一人ひとりに対する防災・防火

意識の普及を図り、町民の生命・財産を守っていくことが重要となっています。 

また、安心して地域で暮らせる社会を実現するため、ストーカーや性暴力等の犯罪

被害防止、被害者への支援、家族・地域の絆の再生による安心して暮らせる環境づく

りを推進し、子どもや女性、高齢者等の社会的弱者を犯罪や交通事故から守る取組み

が求められています。 

さらに、豊かな自然と良好な田園風景などの本町の特徴ある景観を保全・継承しつ

つ、既存集落の維持・活性化等を図るため、家庭からの生活排水による公共用水域の

水質汚染防止を図っていきます。 

 

（１）重要業績評価指標一覧 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

これからも本町に住み続けたいと思う人の割

合 
55.1％ 60.0％以上 

消防団員数 285人 290人 

適齢消防団員加入率（18～45歳） 22.8％ 25.0％ 

防火水槽設置数 90基 94基 

 

（２）町民の生命と財産を守るまちづくりの主な事業 

事業名 主管課 

消防団員確保事業 総務課 

事業概要 

本町では、人口減少と共に昼間人口も低下しており、消防団員による昼間の災害対応が困難とな

ってきたため、機能別消防団員の導入を行うことで、災害に対応してきましたが、人口減少及び

少子高齢化が進むことが見込まれるため、更なる団員の確保を図ります。 
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事業名 主管課 

防火水槽設置事業 総務課 

事業概要 

本町には、幸野溝をはじめとする用排水路が張り巡らされていますが、農繁期や水路改修などに

は、計画送水が行われるなど、支線に流れ込む水量が減少することや水路から離れた家屋もある

ことから、防火水槽の設置・整備を計画的に実施します。 

 

（３）生活環境改善により住みやすいまちづくりの主な事業 

事業名 主管課 

湯前町合併処理浄化槽設置整備事業 建設水道課 

事業概要 

生活排水による公共用水域の水質汚染防止目的として、下水道計画区域外の浄化槽設置に対し補

助金を交付することで、豊かな自然と良好な田園風景などの本町の特徴ある景観を保全・継承を

図ります。 

 

 

事業名 主管課 

湯前町水洗便所改造・新設工事費等助成事業 建設水道課 

事業概要 

生活排水による公共用水域の水質汚染防止目的として、下水道に接続する者に対し補助金を交付

することで、豊かな自然と良好な田園風景などの本町の特徴ある景観を保全・継承を図ります。 

 

 

事業名 主管課 

湯前町高齢者及び障害者住宅改造助成事業 保健福祉課 

事業概要 

主にひとり暮らし高齢者、障がい者等が、引き続きその自宅等に住み続けていくために必要とな

るバリアフリー改修等にかかる費用の一部を助成することにより、継続的な在宅生活を支援し、

定住につなげていきます。 

 

 

事業名 主管課 

住宅建設・改修補助事業 総務課 

事業概要 

町民の方または町外在住の方が、町内で住宅を建設したり改修を行う際の支援策の検討を行っ

て、制度の構築を図り、定住につなげていきます。 
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事業名 主管課 

交通弱者の交通手段の確保支援事業 総務課･産業振興課・保健福祉課 

事業概要 

免許を自主返納する高齢者が増えてきたことや、道路交通法の改正により 75 歳以上のドライバ

ーには認知機能検査が義務化されていることなどから、今後も免許を持たない高齢者や障がい者

が増えていくことが予想されます。 

そのため、交通手段を持たない高齢者等への移動手段確保や買い物支援策の検討を行って、制度

の構築を行います。 

 

 

事業名 主管課 

公共施設等総合管理計画策定事業 総務課 

事業概要 

本町では、過去に建設された公共施設等が順次更新時期を迎えますが、一方で、人口減少等によ

り、今後の公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されることから、平成 28 年度末ま

でに公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって更新・統廃合・長寿命化などを計画的に

行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設の最適な配置を図ります。 
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２ 地域を知り、郷土への誇りを育む 

本町を含む、人吉球磨地域のストーリー「相良 700年が生んだ保守と進取の文化 ～

日本でもっとも豊かな隠れ里─人吉球磨～」が、平成 27 年４月 24 日、文化庁から日

本遺産に認定されました。 

日本遺産は文化財そのものではなく、魅力ある歴史的ストーリーと地域の文化財を

パッケージとして認定するものであることから、本町では、今後これらを活用した地

域活性化の取り組みを推進し、地域の文化的な資産の創造と共有を図ります。 

また、町民が郷土を誇りに想う心の涵養を図るため、児童期より学校教育における

総合学習の時間を活用し地域と連携した取組みを推進するとともに、各地域の子ども

会活動や子どもたちが自主的に実施するボランティア活動等の機会を通じて、町民の

地域伝統・文化への理解促進や誇りを育みます。 

 

（１）重要業績評価指標一覧 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31年度） 

文化財の保護と文化振興に対する満足度 

（「満足」＋「やや満足」の割合の合計） 
49.8％ 60.0％以上 

地域伝統芸能等保存事業へ参画する地域住民

の数 
―  50人 

 

（２）主な事業 

事業名 主管課 

保存会による伝統芸能等の保存活動の支援 教育課 

事業概要 

太鼓踊りや棒踊りなどの無形民俗文化財の保存活動に取り組んでいる保存会の活動を支援する

ことで、長い歴史の中で保存継承されてきた遺産を後世に伝えるとともに、町民のまちの歴史や

文化に対する理解を深め、郷土愛を育みます。 

 

 

事業名 主管課 

地域伝統芸能等保存事業 教育課 

事業概要 

失われつつあり、記録の少ない各地域の伝統芸能等（祀り、伝説、神話、民話、伝統芸能、伝統

技能、習俗等）を映像に記録・保存し、地域の伝統芸能伝承の手段として映像媒体を用いること

で、口伝では難しいとされる技能等の継承を行います。 
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事業名 主管課 

総合学習等における郷土学習 教育課 

事業概要 

「総合的な学習の時間」等を活用した、郷土への関心が深まるような課題づくりや探究活動など

を実施し、豊かな心をはぐくみ、郷土への理解を深めていくような授業を実施します。 

また、郷土の素材や地域の人材を活用していくことで、地域と学校とのつながりを強化します。 

 

 

事業名 主管課 

生涯学習等における郷土学習 教育課 

事業概要 

「歴史探訪講座」や小学生の町内探検など、生涯学習等において実施している郷土の歴史・文化・

芸能等に関する学習機会を提供することで、町民の郷土に対する関心を深めていきます。 

 

 

事業名 主管課 

地域における子ども会活動の推進 教育課 

事業概要 

子ども会活動は、同世代や異世代との多様な人間関係を経験しながら地域のことを学ぶことので

きる場となっています。しかし、現在、少子化により会員数は減少しその活動の存続自体が厳し

い状況となっています。 

単独地区だけでなく、近隣行政区や、老人会、婦人会等との交流などを推進し、郷土愛を育みま

す。 
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３ 広域連携の推進 

人吉市と球磨郡９町村は、平成 26 年 12 月の各市町村定例議会での議決と、平成 27

年１月の協定締結により、人吉球磨定住自立圏を形成しました。 

協定は、「生活機能の強化」「結びつきやネットワークの強化」「圏域マネジメント能

力の強化」の３つの分野から成り、各事業における取組内容や役割等について計画的

に推進することとしています。 

本町では、人吉球磨定住自立圏構想に基づく事業の推進とともに、くま川鉄道沿線

市町村等との観光振興等にも取組んでいきます。 

 

（１）重要業績評価指標一覧 

項目 基準値（現状値） 目標値（平成 31 年度） 

人吉球磨定住自立圏形成協定書に基づく取組

事項の数 
20 維持 

 

（２）主な事業 

事業名 主管課 

人吉球磨定住自立圏共生ビジョンの推進 総務課 

事業概要 

定住自立圏構想は、生活に必要な都市機能を擁する中心市と、その中心市が行った中心市宣言に

賛同した近隣市町村で形成される定住自立圏において、「集約とネットワーク」の考え方に基づ

き、中心市と圏域自治体が相互に連携と協力を行うことにより、圏域全体の活性化を図ろうとす

るものであり、安心・快適に暮らせる定住自立圏の形成に向けて、必要な取組を推進します。 

 

 

事業名 主管課 

広域観光推進事業 産業振興課 

事業概要 

本町は、奥球磨地域での連携、くま川鉄道沿線地域での連携、人吉球磨地域のストーリーの日本

遺産に関連した連携、九州中央山地での連携など、地域（エリア）・テーマ・目的などに応じた

様々な広域連携に基づいた観光推進事業を展開します。 
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第３部 資料編 

１ 湯前町人口ビジョン・総合戦略策定委員会要綱 

 

(設置) 

第１条 まち・ひと・しごと創成法に基づく湯前町人口ビジョン・総合戦略の策定

に関し、町長の諮問に応じて必要な事項を審議し、その結果を町長に答申するた

め、湯前町人口ビジョン・総合戦略策定委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

 

(所掌事務) 

第２条 委員会が所掌する事務は次のとおりとする。 

(1) 湯前町人口ビジョンの策定に関する事項 

(2) 湯前町総合戦略の策定に関する事項 

(3) 湯前町総合戦略で定める重要業績評価指標（ＫＰＩ）の検証 

(4) その他町長が必要と認める事項 

 

(組織) 

第３条 委員会は、町長が別途任命する湯前町振興計画策定審議会（以下「審議会」

という。）の委員をもって組織する。 

 

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は審議会の委員としての在任期間とし、補欠の委員の任期は前

任者の残任期間とする。 

 

(委員長及び副委員長) 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各 1人を置き、審議会の委員長及び副委員長

をもって充てる。 

２ 委員長は委員会を代表し会務を総理する。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

 

(会議) 

第６条 委員会の会議は委員長が招集し委員長が議長となる。ただし、最初に行わ

れる会議に限り町長が招集する。 

２ 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
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３ 会議の議事は出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の

決するところによる。 

４ 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の産業界・行政機関・教

育機関・金融機関・労働団体・メディア等の関係者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 

 

(庶務) 

第７条 委員会の庶務は、総務課において処理する。 

 

(委任) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。 

 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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２ 湯前町人口ビジョン・総合戦略策定委員等名簿 

（１）湯前町人口ビジョン・総合戦略策定委員名簿 

 所   属 氏 名 備考 

1 
農業団体

の役員 

ＪＡくま理事 瀧本 明吉 副委員長 

2 上球磨森林組合参事 那須 健二  

3 
商工業団

体の役員 

商工会理事 兼田 浩一郎  

4 商工会女性部副部長 長田 美和  

5 

民主団体

の役員 

老人会長 西 岩人  

6 婦人会副会長 椎葉 久美子  

7 観光物産協会長 谷口 幸範 委員長 

8 

学識経験

者 

肥後銀行湯前支店長 
梅原 文雄 

西村 仁志 

（第１～２回審議会） 

（第３～４回審議会） 

9 前回総合計画策定委員 東 振作  

10 元役場職員 松本 康子  

 

（２）オブザーバー 

 所   属 氏 名 備考 

1 

熊本県庁 

熊本県県南広域本部 

木山 晋介  

2 藤田 塁  

3 球磨地域振興局 中川 博文  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湯前町人口ビジョン・総合戦略 

平成 27 年度～平成 31 年度 

 

平成27年10月 

発行 湯前町 総務課 

〒868-0621 

熊本県球磨郡湯前町1989-1 

ＴＥＬ 0966-43-4111（代表） 

http://www.yunomae.com/ 

 

 




